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花粉症とは?

〇症状
鼻の三大症状 くしゃみ、鼻水、鼻づまり
目の三大症状 目のかゆみ、目の充血、涙
全身症状（体のだるさ、首のかゆみ、集中力の低下）を伴うこともある。

〇原因となる植物

花粉症は花粉を吸い込んだりすることで
「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」等の症状を引き起こ
すアレルギー性疾患のひとつです。
原因となる花粉の飛ぶ季節にだけ症状が現れます。



花粉症と風邪との見分け方
花粉症 風邪

鼻水 水のように
さらっとしていて透明

やや粘性が高く
黄・黄緑がかっている

くしゃみ 連続して出る 1回から数回

症状が強くなる時
間帯

朝方
：起床時に床の花粉が舞い上がるため。

昼頃と夕方
：花粉の飛散量が多い時間帯

一日中同じ程度の症状

症状が続く期間 ２週間以上、花粉の飛散時期 数日間

その他 目のかゆみ、せき、
のどがイガイガする、頭痛、倦怠
感など。
発熱することはない

のどの痛み、せき、
痰など
悪寒、発熱

鼻水の状態やくしゃみの出方、
症状が現れる時間帯などで見分けられます



花粉症発症率 全国ランキング

参考:ウェザーニュース
北海道と沖縄を除く全国の9361人を対象とした聞き取り調査（2019年3月）

石川県の発症率は５２％(２人に１人)



花粉飛散量予測 (スギ＋ヒノキ)

参考:日本気象協会
(https://tenki.jp/pollen/expectation.html) 2021.

前シーズン (2020年春) と比べ、
石川県は非常に多いと
予測されています。

また、金沢市は
3月中旬から下旬に
ピークと予測されます。

地方
前シーズン

比

北海道
少ない
60%

東北
例年並み

90%
関東
甲信

非常に多い
220%

北陸
非常に多い

270%

東海
非常に多い

230%

近畿
やや多い
140%

中国
やや多い
120%

四国
非常に多い

210%

九州
やや多い
120%

約２.７倍

十分な対策を！！



商品名（成分名） 写真 特徴（飲み方・対象） 眠気＊ 市販薬

アレグラ
（フェキソフェナジン）

・１日２回
・成人（１５歳以上）、７歳以上の小児
・ドライシロップ剤は７歳以下の小児でも使用可

無 有

アレロック
（オロパタジン）

・１日２回（朝・就寝前）
・成人、７歳以上の小児
・顆粒は７歳以下の小児でも使用可

有 無

ザイザル
（レボセチリジン）

・成人：１日１回（就寝前）
・７歳以上１５歳未満の小児：１日２回（朝食後・就寝前）
・シロップ剤は７歳以下の小児でも使用可

有 無

ルパフィン
（ルパタジン）

・１日１回
・成人、１２歳以上の小児 有 無

ビラノア
（ビラスチン）

・１日１回（空腹時）
・成人 有 無

デザレックス
（デスロラタジン）

１日１回
成人、１２歳以上の小児 無 無

〇第二世代抗ヒスタミン薬
くしゃみ、鼻水等の鼻症状全般に用いる。
第二世代は副作用（眠気、口の渇き）が出にくい。

＊眠気 有：添付文書上の運転注意等記載あり 無：運転注意等記載なし 参考：医薬品添付文書

病院で処方される花粉症の内服薬①



商品名（成分名） 写真 特徴（飲み方・対象） 市販薬

シングレア
（モンテルカスト）

・１日１回（就寝前）
・成人（アレルギー性鼻炎に対して）

無

キプレス
（モンテルカスト） 無

オノン
（プランルカスト）

・１日２回（朝食後・夕食後）
・成人（アレルギー性鼻炎に対して）
・ドライシロップ剤は小児に使用可能

無

〇抗ロイコトリエン薬
鼻づまりが主症状である場合に用い、抗ヒスタミン薬と
併用処方が多い。気管支喘息にも使用される。

抗ヒスタミン薬のような眠気の副作用はない。
花粉が飛び始める前に服用を開始すると効果的。

参考：医薬品添付文書

病院で処方される花粉症の内服薬②



〇点眼薬

〇点鼻薬
商品名（成分名） 写真 特徴

ナゾネックス点鼻液
（モメタゾン）

・ステロイド薬
・アレルギー性鼻炎の治療
・成人、１２歳以上の小児：各鼻腔２噴霧ずつ、１日１回

１２歳未満の小児：各鼻腔１噴霧ずつ、１日１回
・使用前に容器を上下によく振る

アラミスト点鼻液
（フルチカゾン）

・ステロイド薬
・アレルギー性鼻炎の治療
・成人：各鼻腔２噴霧ずつ、１日１回

小児：各鼻腔１噴霧ずつ、１日１回
・使用前に容器を上下によく振る

商品名（成分名） 写真 特徴

アレジオンLX点眼液
０．１％

（エピナスチン）

・抗ヒスタミン薬
・アレルギー性結膜炎の治療
・１回１滴、１日２回（朝・夕）

参考：医薬品添付文書
ステロイド薬：抗アレルギー、抗炎症作用があり、
鼻症状（くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、鼻内のかゆみ等）を改善。

病院で処方される花粉症の
点鼻薬・点眼薬



薬局・ドラッグストアで買える
花粉症の内服薬（抗ヒスタミン薬）

参考：医薬品添付文書

商品名（成分名） 写真 分類 特徴 眠気＊ 速効性

アレグラFX
（フェキソフェナジン

塩酸塩）
第二世代

・成人(１５歳以上)は１回１錠朝夕に服用
・１５歳未満は使用不可
・食事の影響を受けづらいので食前でも可

無 ○

アレジオン10
（エピナスチン塩酸塩）

第二世代
・成人は１回１錠就寝前に服用
・１５歳未満は使用不可 有 ○

タリオンAR
（ベポタスチン
ベシル酸塩）

第二世代

・成人は１回１錠朝夕に服用
・１５歳未満は使用不可
・食事の影響を受けづらいので食前でも可

有 ◎

クラリチンEX
（ロタラジン） 第二世代

・成人は１日１回１錠食後に服用
・１５歳未満は使用不可 無 ○

プレコール持続性
鼻炎カプセルL
（クロルフェニラミン

マレイン酸塩）

第一世代

・成人は１回２カプセル朝夕に服用
・７歳以上１５歳未満は１回１カプセル朝夕に服用
・のどの痛み、発熱にも有効 有 ○

*眠気 有：添付文書上の運転注意等の記載あり 無：運転注意等の記載なし



薬局・ドラッグストアで買える
花粉症の点鼻薬・点眼薬

商品名（成分名） 写真 分類 特徴

ザジテンAL鼻炎スプレーα
（ケトチフェンフマル酸塩）

・第二世代抗ヒスタミン薬 ・成人及び７歳以上の小児：
１回に１度ずつ、1日４回

（朝・昼・夕方及び就寝前）
両鼻腔内に噴霧

パブロン点鼻
（ケトチフェンフマル酸塩）

（ナファゾリン）

・第二世代抗ヒスタミン薬/
α１アドレナリン受容体作動薬
の配合

・成人及び７歳以上の小児：
１回に１～２度ずつ鼻腔内に噴霧。
３時間以上の間隔をおいて、
１日６回まで使用可能

・長期使用により効果の低下あり

○点鼻薬

商品名（成分名） 写真 分類 特徴

アルガードクリアブロックZ
（グロモクリク酸ナトリウム）

（クロルフェニラミン
マレイン酸塩）

・抗アレルギー薬/第一世代
抗ヒスタミン薬の配合

・成人（１５歳以上）及び
７歳以上の小児：１回１～２滴、
１日４回点眼
・点鼻薬との併用により眠気が

現れるため注意が必要。

○点眼薬

α１アドレナリン受容体作動薬:血管を収縮させる作用がある。

参考：医薬品添付文書



花粉症は治らない？
~重症の方に対する新たな治療法~

アレルゲン（アレルギーの原因物質）
免疫療法の一つであり、
スギ花粉、ダニに対して体に慣らすことで、
症状を和らげます。
長期間にわたる服用で、根本的な
体質改善を期待できる治療法です。

舌下免疫療法

花粉症は一度発症すると完全に治すことは難しいと言われています。
現在は花粉症の治療法として、薬の服用による症状を軽くするような
対症療法が主流ですが、
ここでは症状が酷い方に向けた免疫療法の一つをご紹介します！

興味のある方は専門医にご相談してください！

1日1回、舌の下にお薬を置き、
その後飲み込む



まずは花粉症対策を！
まず、ついた花粉は洗い落としましょう

→帰宅後は、まず玄関の外で花粉を払いましょう。おうちに入ったら、

手洗い・うがいで花粉を洗い流します。顔も洗うと効果的◎

花粉を室内に侵入させないためには

→部屋の換気をしたいときは網戸やレースカーテンで花粉の侵入を防ぎましょう。

洗濯物も外に干したい場合は花粉の飛散量の少ない午前中がおすすめ◎

また、柔軟剤を使うと静電気の発生を抑えられ、花粉が付きにくくなります。

腸内環境を整え、以下の免疫機能を高める食品をとると◎

・ポリフェノールを多く含む食品(例：ぶどう、たまねぎ、バナナ)

・発酵食品(例：ヨーグルト、チーズ、みそ、納豆、漬物)

・ビタミンＤが豊富な食品(例：干しシイタケ、干しキクラゲ、

イワシ、シラス)

参考:花粉症ナビ「花粉症対策の基本」 https://www.kyowakirin.co.jp/kahun/measure/basic.html
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