
 花粉症は、花粉（アレルゲン）に接触することで、鼻や目に症状が出るアレルギーの病気
です。花粉症の４大症状として、くしゃみ・鼻みず・鼻づまり・眼のかゆみがあります。
花粉症を発症する確率はそれまでに花粉を吸ってきた量が関係します。つまり、今は花粉症で
ない人や症状が軽かった人も、大量の花粉が目に⼊ったり、鼻から吸い込んだりすると症状が
出てきます。メガネやマスクを利⽤して極⼒花粉を避け、鼻や目の粘膜に花粉を⼊れないこと
が大切です。
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2012年・花粉症対策ーポイントは「初期療法」です！ー
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初期療法に使用されるお薬

特　集

くしゃみ・鼻みずの薬

第２世代抗ヒスタミン薬
⽐較的、効果が早く現れます。鼻づまりにもある程度効果があり
ます。眠気や口が渇くなどの副作⽤が少ない第２世代の薬がすす
められています。

くしゃみ・鼻みず・鼻づまりの薬

ケミカルメディエーター
遊離抑制薬

効果が現れるまで少し時間を要します。（１〜２週間）
全般的な症状に効きますが、効果は⽐較的おだやかです。

鼻づまりの薬

抗ロイコトリエン薬
抗プロスタグランジンD2
トロンボキサンA2薬

効果が現れるまで少し時間を要します。（１〜２週間）
くしゃみ・鼻みずにもある程度効果があります。

全般的な薬

Th2サイトカイン阻害薬 効果が現れるまで少し時間を要します。（1〜2週間）
過剰なアレルギー反応を抑えます。

 初期療法とは、目や鼻の症状が出る前から、あるいは症状が軽いうちから始め、シーズン
終了まで続ける薬物療法です。初期療法時期の目安は、飛散開始予測日（※１）の２週間前
になります。初期療法では、予想される花粉飛散量と、最も症状が強い時期の症状のタイプ
や重症度などをもとにあなたにあったお薬を選びます。花粉シーズンを通してお薬を服⽤し続
けることが大切です。

～初期療法ってなんですか？～

※１ 年があけて１個でも花粉を観測した日を「初観測日」、花粉が２日以上連続して観測さ
   れた初日を「飛散開始日」といいます。
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 花粉シーズンは、症状はつらいが忙しくてなかなか病院には⾏けないという患者様もい
らっしゃるでしょう。 しかし、 つらい症状は集中⼒を低下させるなど、 日常生活にさま
ざまな影響を及ぼします。 多くの患者様は、 勉強 ・ 仕事 ・ 家事に支障を感じており、
気分が晴れないようです。 花粉シーズン前のこの時期から、 お酒の飲みすぎやタバコを
控え、睡眠をよくとり免疫⼒を低下させないよう⼼がけることで症状の軽減につながりま
す。 早めの初期療法と健康管理で、 今年の花粉症シーズンを快適に過ごしましょう！
（寄稿 ： 薬剤科 高附）

花粉症Ｑ＆Ａ
Ｑ１． 花粉症と間違えやすい疾患はなんですか？
Ａ．  花粉症と⾵邪は季節的に流⾏する時期が重なるため間違えやすいです。 発症の初期
  では、 どちらも くしゃみ ・  鼻みず症状があります。 また急に悪化した鼻疾患、 た
  とえば慢性副鼻腔炎 （蓄膿症） などとの識別が必要になります。

Ｑ２． 花粉症の診断はどうやってするのですか？
Ａ．花粉症の診断の多くは、花粉飛散時の症状の有無と血液中にある花粉に対する抗体の存在で診断されます。
  さらに、 ⽿鼻咽喉科では、 鼻の粘膜を直接みて、 アレルギーの反応を観察します。

Ｑ３． 花粉症の薬で、 市販薬と医療機関の処⽅薬の違いはなんですか？
Ａ． 一般的に、 『市販薬は症状をおさえるもの』、 『処方薬は原因を確認しながら症状を予防するもの』、 
  にわけられます。 市販薬に入っているのは “第一世代” と呼ばれる抗ヒスタミン薬で、 30分ほどで効果が
  現れますが眠気などの副作用も強いです。 一方、 処方薬は “第二世代” と呼ばれ、 よりアレルギー反応の
  根本的な原因に働きかけます。 眠くなりにくい反面、 効果がでるまで数日かかることもあり、 予防的に使
  用されます。

Ｑ４． 花粉症にはどんな治療法がありますか？
Ａ． 花粉症の治療には、 医療機関で⾏う薬物療法、 ⼿術治療、 減感作療法 （※ 2） があ
  ります。 しかし、 治療を⾏うことと平⾏してまずは花粉から⾝を守ることが⼤前提で 
  す。

※2  原因となっている抗原を少量ずつ増やしながら注射していく方法です。２〜３年の
 治療が必要ですが、 約７０ % に有効と考えられています。

栄養相談のご案内

 栄養科では、 ⾷事に関する栄養相談を⾏っております。 肥満、 高血圧、
糖尿病、 脂質異常症 （高脂血症）、 腎臓病、 痛⾵などの治療において、
⾷事が⼤きな役割を担っております。 ⾷事は⼤切だけど、 やり方がよく分
からない…なかなか⻑続きしない･･･などお悩みの方は是非ご相談下さい。
一緒に考えて、 お⾷事をサポートしていけたら幸いです。 お気軽に医師又
は受付にお声掛け下さい。
相談時間 ： ⽉曜〜⼟曜日 ９ ： ００〜１７ ： ００
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 晴天に恵まれた１０月２９日土曜日、東所沢病院リハビリテーション室に
て第４回秋祭りを開催。全職種が参加する病院⾏事となりました。４回目と
なりマニュアルも整備され、 当日まで順調に準備が整いました。
会場での催し物は、 ３つ。 １つ目は職員の手作りゲーム、 ボーリング

ゲーム・もぐらたたき・魚釣りとあり、 特にもぐらたたきが人気で患者
様が真剣にもぐらを叩く姿に、 びっくりさせられました。 ２つ目は屋台、
焼きそば・お好み焼き・おしるこ・わたあめ、 少し品揃えは多かったで
すが、 おしるこもぺろりと召し上がっていました。 ３つ目は音楽部による
生演奏、 「年々上手くなっているね」 「生演奏は良い」 と御家族からも
好評です。
また、 会場での笑顔と熱気、 ハッピ姿のスタッフと患者様、 皆がお祭

り気分を満喫できたと感じました。
 普段⾒られない患者様と御家族の姿を⾒て、 今年も頑張った甲斐があっ
たと思います。” ゆっくり楽しめて笑顔になれる” そんなレクリエーション
の企画・運営を目指していきます。
（寄稿：レクリエーション委員会 原田・若⾕）

秋祭りを行いました

 栄養科から、 屋台メニューとして焼そば、 お好み焼、 おしるこをお出しし
ました。 焼きそばは、 普通の焼きそばに加え、 今年から材料や調理法を変更
して、 しっとりとした軟らかい焼きそばの2種類をご用意しました。普段軟ら
かいお食事を召し上がっている方も安全に召し上がれるように工夫しました。お
好み焼きは、 お食事を召し上がっている全ての方が召し上がれるように、普通
のお好み焼きと、 食材をペースト状にして、 再度固形化したお好み焼きの2種
類をご用意しました。 ペースト状でも美味しく食べられるよう、ダシを効かせ
たり、 硬さを調整したりと味も⾒た目にもこだわりました。 また、 おしるこもお食事を召し上がっ
ている全ての方が召し上がれるように、 軟らかい白玉のおしるこを使用しました。
お祭りの雰囲気を味わうことができたと患者様をはじめ、ご家族の方にもご好評を頂きました。来

年の秋祭りも患者様に喜んで頂けるよう、 安全で美味しい食事作りに取り組んで⾏きたいです。
（寄稿：栄養科 沼倉）

栄養科行事食のご紹介

 栄養科では、 新年を迎えるために、 ⼤晦日には年越しそば、 三が日に
はお正月献⽴として、おせち風のお食事をお出ししています。中でも最も
⼒を⼊れているのは元旦の昼食です。お重に⾒⽴てたお弁当箱に、刺⾝、
数の子、 ⿊⾖、 酢蓮、 八つ頭の煮物などを詰めて、 お赤飯や清汁と共に
お出ししています。普段お粥を召し上がっている方には、ゼラチンを⼊れ
て蒸した軟らかいお赤飯をお作りしています。 ⼊院中でも日本の伝統文化
や季節感を味わって頂ける食事作りを、 栄養科スタッフ一同で取り組んで

参りたいと思います。
（寄稿：栄養科 沼倉）



平 日 ： ９ ：００〜１２ ： ００ １４： ００〜１７ ：００
     
    （診察開始時間９ ：１５〜）
土曜日 ： ９ ： ００〜１２ ：００
    
    （診察開始時間９ ：１５〜）
日 ・ 祝 ・祭日は休診です
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理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○笑顔と対話医療の実践
○患者様の権利を尊重した医療 ・ 看護の充実
○⾃⽴⽀援を考えるリハビリテーションの充実
○療養環境の整備と安全を確保
○医療 ・ 福祉の地域連携推進
○職場環境の整備と職員の知識 ・ 技術 ・ 人間性の向上

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、 入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、 専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。

相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜 17 ： 00(12 ： 30 〜 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 〜 12 ： 30

社会福祉相談室のご案内

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個人として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理人による意思で選択 ・ 決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 人間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。


