
　花粉症は、花粉が原因となりますが、花粉を吸い込んで

しまっても、その量が少なければ症状も軽く、服薬等により

症状を抑制しやすくなります。

　つらい症状を軽減させるには、花粉をできるだけ避けるこ

とが重要です。

花粉の飛散シーズン前に風邪を引くと、粘膜の上皮が弱く

なり、花粉症の症状がひどくなることがあります。

すので医療機関への受診や服薬の御参考としてください。

【花粉症の患者数＊と飛散花粉数＊（平成29年）】

飛散開始日
2月16日
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　花粉の飛散シーズンに外出する場合は、マスクやメガネを
着用し、花粉が目や鼻などに付かないよう注意しましょう。
帽子をかぶることも効果があります。帰宅したときには、
洋服や髪の毛に付いた花粉をよく払い落としてから家の中に
入り、うがい・手洗い・洗顔をしましょう。

　なるべく室内に花粉を入れないように注意しましょう。
　掃除の際は、掃除機の使用に加え、ぬれ雑巾やモップで拭
くことも効果的です。
　花粉の飛散シーズン中、洗濯物はできるだけ屋内に干しま
しょう。布団は、布団乾燥機の使用が望ましいですが、屋外
に出した場合でも、掃除機をかけることで、ある程度花粉を
除去することができます。

ガーゼマスク

　ガーゼマスクでもある程度有効
ですが、花粉症用のマスクはより
効果があります。近年では、花粉
除去効果が高くなるよう、マスク
装着時の顔とマスクの間の隙間を
少なくした立体型の製品や、息苦
しさを減らす工夫をした製品も発
売されています。　

　なるべく室内に花粉を入れないよう、次のことに注意しましょう。
家の中では

花粉情報掃除機に加え、ぬれ雑巾
やモップがけも効果的です

洗濯物は室内に干しましょう
外に干した場合でも、掃除
機をかけることで、花粉を
除去することができます。

・

花粉情報に注意しましょう

布団乾燥機を使用しましょう・
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　花粉症の治療法は、症状を軽減させる対症療法と根本的に
治すことを目指す根治療法があります。花粉症の方は、花粉
を避けることにより症状を軽減するとともに、適切な治療を
受け、飛散シーズンを上手に乗りこえましょう。

　予防的な治療として、花粉の飛散開始前または症状の軽い

時から、症状を抑える薬（副作用の少ない経口のアレルギー

治療薬）を服用する治療法が有効です。これを花粉の飛散シー

ズン中、継続して服用することにより、症状が比較的軽く済

みます。花粉情報（19 ページ参照）に注意し、強い症状が出

始める前から対策をすることが大切です。

　医療機関で処方される薬や市販薬では、薬によっては眠気

などの副作用がありますが、医師の指示や注意書きをよく理

解し、薬の量や回数、注意事項をきちんと守って服用する限

り、健康への大きな影響はないと考えられます。

　薬を服用していて気になる症状が出た場合には、医師や薬

剤師などに相談しましょう。

　また、妊娠中などで薬の使用を控えたい場合には、医師に

相談しましょう。

症状を軽くする薬（抗ヒスタミン薬

やその他アレルギー治療薬）の使用が

中心です。症状が重い場合には鼻噴霧

用ステロイド薬を使うことがあります。

現在花粉症ではない人でも、花粉を吸い続けていると、
やがて花粉症を発症する可能性があります。
花粉症にならないための一番の予防法は、花粉を体内に
取り込まないことです。現在、花粉症でなくても、早い時期
から予防を始めるとよいでしょう。
予防法については、14ページの「花粉を

避ける方法」などを参考にして、できるだけ
効果的に予防しましょう。

花粉の飛散シーズンに、眼のかゆみやくしゃみ、鼻水など
花粉症の疑われる症状が出たら、まず医療機関で検査し、花
粉症であるかどうかを確認しましょう。自分で花粉症だと思
っても、別の病気であることも考えられます。また、アレル
ギー症状であっても、花粉ではなくハウスダストなどの別の
物質が原因の可能性もあります。一度きちんと検査をしてか
ら、治療や予防の計画を立てるとよいでしょう。　
検査方法は、主に花粉に対するIgE抗体（ 9 ページ参照）
の量を調べる血液検査や、皮膚でアレルギー反応の有無を調
べるスクラッチテストなどがあります。
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東京都の花粉情報

　インターネットやテレホンサービスを通じて情報提供を行
っています。
【東京都の花粉情報】
　飛散花粉の測定結果や週間花粉予報
　http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_kankyo/kafun/
【とうきょう花粉ネット】
　１時間単位の花粉予報、現在の飛散状況など
　http://pollen.tokyo-kafun.jp/kafun/
【テレホンサービス】
　１時間単位の花粉予報や飛散状況
　電話　０５０－３５３５－１１８７（イイハナ）

　都は、花粉症の予防・治療に役立てていただくため、様々

な花粉情報の提供を行っています

＊ダーラム法で「30個/cm2・日」以上の日（詳細は22～23ページ）

( 2 )飛散シーズン中（2月～5月上旬）

【舌下免疫療法の有効性】（研究最終年の効果判定）

　スギ花粉症を根本的に治すことが期待できる治療法として、

『アレルゲン免疫療法』があります。

　日本では、以前から皮下注射法が実用化されていましたが、

2年以上通院して注射を打たなければならないなどの理由か

ら、あまり普及しませんでした。

　そこで、都ではもっと利用しやすい根本的な治療法の開発・

普及を目指し、スギ花粉症の舌下免疫療法の臨床研究を行い

ました（平成18年 6 月～平成21年 4 月）。その結果、症状が

消失又は軽減した症例は約 7割であり、有効性が確認され、

平成26年秋に、スギ花粉症の舌下免疫療法が保険適用となり

ました。

　この治療法は、皮下注射法に比べて通院回数が少なく、自

宅で行え、苦痛や重大な副作用の少ないことが特徴です。た

だし、花粉症の症状が出ている時は、この治療を始めること

が出来ません。詳しくは、医師に御相談ください。

花粉症の根治的な治療とは
（スギ花粉症の舌下免疫療法）
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　スギ花粉の飛散傾向や、地域による飛散数の違いなどを

考慮しています。

東京都の花粉情報

【スギ花粉前線（平成20年～平成29年平均）】

特定非営利活動法人花粉情報協会　提供
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多い 少ない
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東京都の花粉情報

　ホームページ「東京都の花粉情報」では、花粉症の症状

の軽減に役立つ情報や、スギ、ヒノキの花粉について、

飛散開始日や飛散数を公表しています。

＜ホームページアドレス＞　
http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_kankyo/kafun/

花粉症に関する情報サイト

　アレルギー疾患の基礎知識や自己管理に役立つ情報、

緊急時の対応、医療機関情報等、様々な情報を都民の

皆様や保育施設・医療機関等に従事する方々にお届けして

います。

＜ホームページアドレス＞　
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/allergy/

『東京都アレルギー情報navi.』を開設しました！
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◇花　　期： 8～10月ごろ
◇生　　育：山野
別名は、尾花、萱、茅。
秋の七草の１つ。多年草で、高さ1～ 2ｍ
に達し大きな株立ちとなって大きな群落
となり、ススキの原を作ります。

ススキ　〈 イネ科 〉

◇花　　期： 5～ 7月ごろ
◇生　　育：道端や草地
別名は、オーチャードグラス。
牧草として栽培されていますが、 野生
化したものもよくみられます。

◇花　　期： 5～ 7月ごろ
◇生　　育：河川敷や公園など
別名は、イタリアンライグラス。
ネズミムギとホソムギの交雑種で、牧草とし
て栽培されているものが、野生化しました。

◇花　　期： 8～10月ごろ
◇生　　育：道端や荒れ地など
別名は、ジャパニーズホップ。
蔓性の草で、葉や葉柄に下向きの刺があり
ます。

ようへい とげつる

　花粉症を起こす植物は多く知られており、これまでにおよ
そ60種類が報告されています。ここでは、スギ・ヒノキ以外
の主な原因植物を紹介します。

◇花　　期： 8～10月ごろ
◇生　　育：市街地、道、堤防など
別名は、モチグサ、エモギなど。
多年草であるため、１年草のブタクサ
より、繁殖は旺盛です。

◇花　　期： 8～10月ごろ
◇生　　育：道端や河原
別名は、ラグウィード。
秋の花粉症の原因となることが多く、
午前中に飛散します。

◇花　　期： 1～ 3月ごろ
◇生　　育：山野の低地、湿地、沼に自生
別名は、ハン（榛）、ヤチハンノキ（谷地
榛の木）。飛散時期がスギ・ヒノキと重複
するため、見逃されやすいと言われて
います。
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花粉症の原因となる主要な植物の花粉飛散時期について
まとめました。予防対策の参考としてください。

この冊子について、御意見・お問合せ等がございましたら
以下までお寄せください。
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◎スギ・ヒノキ花粉時期（2～5月上旬）には花粉予報を提供
しています。

平成30年1月発行

平成30年版　花粉症一口メモ

http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_kankyo/kafun/

登録番号（29）25

有限会社雄久社
電話　（０３）５４５１-７０３０

電話　050－3535－1187（イイハナ）




