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花粉症ってどんな病気？ 

・花粉症とは、花粉によって引き起こされる季節性のアレルギー 
・症状：くしゃみ、鼻水・鼻づまり、目のかゆみ、充血 
     のどのかゆみ、皮膚のかゆみ など 
・原因 
 ①スギ花粉の増加 
 ②気密性の高い住居 
 ③食生活の変化 
 ④大気汚染 
 ⑤ストレス社会 

鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版 



花粉症の人ってどれくらいいるの？ 
 花粉症は年々増加しており、現在4人に1人が花粉症と 
 言われています。 
 花粉症の中でも最も多いのはスギ花粉症です。 

東京都 花粉症患者実態調査（平成28年度）概要版 



季節ごとの飛散花粉の種類（東海・北陸） 
  

花粉の時期はいつから・いつまで？～花粉症カレンダー～ エスエス製薬
https://www.ssp.co.jp/alesion/allergy/calendar.html 

花粉名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ハンノキ属
(カバノキ科)

スギ

ヒノキ科

イネ科

ブタクサ属(キク科)

ヨモギ科(キク科)

カナムグラ(アサ科)

（ 1月中旬 ～ 4月中旬 ） 

（ 前年の10月中旬 ～ 5月中旬 ） 

（ 3月上旬 ～ 4月中旬 ） 

（ 3月中旬 ～ 10月下旬 ） 

（ 9月上旬 ～ 9月下旬 ） 

（ 8月中旬、9月中旬 ～ 10月中旬 ） 

（ 9月中旬 ～ 11月上旬 ） 



花粉症の発症メカニズム 
１．花粉が目、鼻、口から侵入 ２．リンパ球が花粉を抗原（侵入者）と認識して、  

  抗体（IgE抗体)をつくり、抗体が肥満細胞に結合 

リンパ球 抗体 肥満細胞 

認識 

産生 結合 

３．花粉が目、鼻、口から再度侵入（二回目以降） 
  抗体が花粉を認識して、肥満細胞から化学物質が放出 

肥満細胞 

認識 
放出 

花粉 

化学物質 
花粉 

鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版 
大正製薬 花粉症対策サイトwww.taisho.co.jp/kafunsho/taisaku/ 

化学物質 
   ヒスタミン ―知覚神経を刺激 
 ⇒目のかゆみ、くしゃみ、鼻水 
 
    ロイコトリエン ―血管を拡張 
 ⇒鼻づまり、充血 



花粉症と他の病気との見分け方 
 

鼻水がドロドロ 

花粉症 風邪 

全身の痛み なし ほとんどなし 

鼻水 サラサラで 
透明 

初めはサラサラだが 
次第に粘り気が出る 

目のかゆみ あり なし 

熱 ほとんど出ない 出ることが多い 

喉の痛み 時にイガイガする 痛み・腫れがある 

健康・医療のヒント/iryounohinto/allergic_rhinitis/ 

花粉症 
全身の痛みはなし 

目がかゆい 
症状が続く 

熱はほぼなし 



病院やクリニックで処方される花粉症の薬 

・抗ヒスタミン薬には第一世代と第二世代の二種類があります 
・現在の治療では眠気や口の渇きが出にくい第二世代が主に使用されています 

花粉症サポート情報  http://kafun.info/ 

アレルギー性鼻炎の主な治療薬（日本アレルギー協会） https:wwwjaanetorg 

第二世代抗ヒスタミン薬 

ザイザル錠 

アレグラ錠 タリオン錠 

クラリチン錠 

アレロック錠 ビラノア錠 

デザレックス錠 エバステル錠 

抗ヒスタミン薬 



抗ロイコトリエン薬 

キプレス錠 シングレア錠 オノンカプセル 

・毎年花粉症の症状が出る人は、 
  シーズン前から飲むことで症状の予防に効果があります 

プランルカスト 

抗ロイコトリエン薬 

病院やクリニックで処方される花粉症の薬 

花粉症サポート情報  http://kafun.info/ 

アレルギー性鼻炎の主な治療薬（日本アレルギー協会） https:wwwjaanetorg 



薬局・ドラッグストアで買える 
抗ヒスタミン薬（内服薬） 
商品名 

（成分名） 分類 特徴 注意点 

アレグラFX 
(フェキソフェナジ

ン塩酸塩) 
第二世代 

• 眠気がほとんど出ない 
• 症状が出始める前から

飲むことで予防効果 
  あり 

• 症状がひどい場合には
効果が弱い 

アレジオン10 
(エピナスチン 

塩酸塩) 
第二世代 • 1日1回の服用でOK 

• 症状の始めに効果あり 

• やや眠くなる 
• 症状がひどい場合には

効果が弱い 

パブロン鼻炎 
カプセルZ 
(ケトチフェン 
フマル酸塩) 

第二世代 • 強めの症状にも効果 
  あり 

• 即効性は低い 
• やや強めの眠気 

ストナリニS 
(クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩) 

第一世代 
• 即効性が高い 
• 鼻水、くしゃみに対する

効果が非常に高い 

• 強い眠気が出たり口が
渇きやすくなる 

• 予防効果は低い 

アカンサス薬局
で取り扱ってい

ます 

「製品選択のポイントがわかる『OTCメディケーション』虎の巻 第3版」日経DI 

「花粉症の薬」 http:kmh.or.jp/pdf/okusuri_05.pdf 



商品名 
（成分名） 分類 

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 

ナザール 
ブロック 

(クロモグリク酸 
ナトリウム) 

抗ロイコトリエン薬 

薬局・ドラッグストアで買える薬 

「製品選択のポイントがわかる『OTCメディケーション』虎の巻 第3版」日経DI 

「花粉症の薬」 http:kmh.or.jp/pdf/okusuri_05.pdf 

商品名 
（成分名） 分類 

ザジテンAL 
点眼液 

(ケトチフェン 
フマル酸塩) 

第二世代 
抗ヒスタミン薬 

アルガード 
クリアブロック 

(クロモグリク酸 
ナトリウム) 

抗ロイコトリエン薬 

アルガードS 
(クロルフェニラミン

マレイン酸塩) 
 

第一世代 
抗ヒスタミン薬 
 

アカンサス薬局
で取り扱ってい

ます 

点鼻薬 点眼薬 
ひどい鼻づまりに… 目のかゆみに… 



花粉症には もおすすめ！ 
実は“鼻炎は漢方薬の得意分野” 

症状にあったものを選べば、症状の出始めから強い鼻づまりまで対応◎ 

漢方薬には眠くなる成分が入っていないので車を運転する人も安心して飲めます。 

美と健康の漢方情報サイト（クラシエ） https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/body/?p=1002 

アレルギー性鼻炎・花粉症 : 悩み別漢方（ツムラ） http://www.tsumura.co.jp/kampo/nayami/kafun01.html 

小青竜湯 
花粉症漢方薬の代表格 

透明でサラサラした鼻水 

 1日に何回も出るくしゃみ 

といった症状におすすめ。 

葛根湯加川芎辛夷 
さらに進行した症状に 

白っぽくネバネバとした鼻水 

強い鼻づまり 

といった症状におすすめ。 

しょうせいりゅうとう かっこんとうかせんきゅうしんい 



●睡眠不足にならないように、規則正しい生活を ! 
→睡眠が足りないと免疫やホルモンのバランスを 
  崩しやすくなり、花粉症の症状を悪化させることがあります。 

●外出するときは、花粉対策スタイルで花粉を防ぎましょう ! 
→マスクやメガネ、花粉対策用のゴーグルは、花粉の侵入を防ぎます。 

まずは予防を！ 

●家に帰ったら花粉を洗い流しましょう !  
→まず、玄関の外で花粉を払います。家に入ったら 
  手洗い・うがいで花粉を洗い流します。顔も洗うと効果的◎ 

大正製薬 花粉症対策サイトwww.taisho.co.jp/kafunsho/taisaku/ 

●体を冷やすもの  例）アイスクリーム、ジュースなど 
×控えたい食品 

●肝臓に負担をかけるもの  例）アルコール、甘いものなど 

●余分な熱をためるもの  例）香辛料、コーヒー、脂っぽいもの 
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