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花粉症の方にはつらい季節になりま
した。
今回は、花粉症の基礎知識、対処法、
予防法についてご紹介します。

●花粉症とは
鼻、目、のどなど「首から上」の症
状が主ですが、熱感や倦怠感（けんた
いかん）などの全身症状をともなうこ
ともあります。
《主な症状》
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目・の
ど、顔や首の皮膚のかゆみ
《その他の全身症状》
集中力の低下、だるい、熱っぽい、
倦怠感、イライラする
《風邪と花粉症の違い》
風邪は通常、１週間程度で治ります
が、花粉症は、原因となる花粉が飛ん
でいる間、ずっと続きます。また、風
邪の場合は、数日でねっとりした鼻汁
になりますが、花粉症は、さらさらし
た「水っぱな」のままです。

その他、
目のかゆみがあれば花粉症、
実際に熱が出ていれば風邪の疑いが強
い、という見分け方もできます。

●対処法
《花粉症の薬》
① 服薬
内服薬には、くしゃみ、鼻水、鼻づ
まりなどの原因となるヒスタミンを抑
える成分が入っています。目、鼻、の
どなどそれぞれに働いて、花粉症のつ
らい症状をやわらげます。
内服薬には、効きめが長く持続する
ように工夫された薬もあります。
②点鼻薬
鼻水、鼻づまりを速やかにとめるこ
とができます。また、鼻の粘膜の充血
や腫れを抑え、鼻のとおりをよくしま
す。点鼻薬は、眠気をもよおすことが
少ないという利点もあります。
③目薬
目のかゆみや充血をやわらげます。
《減感作（げんかんさ）療法》
減感作療法とは、医師が診察して、
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地があります。
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《２週間前から始める〝予防法〟》

花粉症の症状が出る前に抗アレルギ

花粉の飛ぶピーク こ)の時間帯だけで
もなるべく室内にいたいものです。
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おススメ★お薬飲み忘れ防止法
薬の種類や回数が増えるほど、飲み

に、見て確認できます。

後で飲んだかどうか不安になった時

飲んだ後の包装を捨てない

忘れや二重服用も起きやすくなります。 服薬の励みにも利用できます。
自分が飲んでいる薬がどんな薬かよく
知るとともに、飲み忘れを防ぐ工夫は
欠かせません。本人だけでなく家族の
協力も大切です。
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か」忘れることも多いもの。以下のよ
うな準備をしておくと確認に便利です。

どうしても忘れてしまう人や服薬し
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種類が少ない人は曜日だけでもいい
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薬のシートに飲む日を書く
ですが、飲む時間（朝・昼・夕）も書

にする方法があります。医師もしくは

★当薬局では、カレンダーにポケット

薬剤師にご相談ください。

くといいでしょう。
書く手間を省きたい人は７色のシー
ルを買って貼り分ける方法もあります。
カレンダーに貼る

が付いている「お薬カレンダー」を販
売しています。

大きな壁掛けカレンダーに１回分ず
つ分けて貼ります。

ご希望がありましたら、当薬局の薬剤

参考カバノアナタケ直販

師にお気軽にご相談してください。

服薬の記録をつける
例えばカレンダーなどを使って、飲
んだら○をつけます。習慣づければ飲
み忘れたかどうかが確認しやすいです。
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