
・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター（日高）鈴木敏蔵会長�

　　　　　（日高）引間　豊幹事

・卓　話　細田兵之助様�

【会長報告】

　会長幹事会で、次年度ガバナー補佐は井花

氏（新狭山ＲＣ）との発表がありました。

【幹事報告】

・日高ＲＣ主催チャリティーゴルフ、申込み

　は私または事務局へ。�

・２月ロータリーレート １＄＝８４円�

・２／２役員会１１：３０～�

◎（日高ＲＣ）鈴木敏蔵会長�

　３／１４高麗川ＣＣを借り切り「日高ＲＣチャリ

ティーゴルフ大会」。サブタイトルは「青少年

健全育成支援」です。プレイ費１５，５００円、参加

費３，０００円。１ホールがチャリティーでワン

オンしない方から１，０００円頂きますが、乗った

方からも頂けるかなと思っています。１６０名

の参加を達成、ＲＣとして恥ずかしくないよう

な成功に導きたいと会員２８名が同じ方向を

向き頑張っております。

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  市川（洋）君

　特別寄付金１０万円、半田 武会長より

　　同じく　１０万円、土屋 崇会員より

頂きました。（拍手）

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

１／１９（第３Ｇ）半田君

１／２２（第３Ｇ）半田君、和泉君、木川君

１／２５（日高）山川君、土屋（良）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・いつもお世話になります。今日は二人でお

　邪魔させて頂きます。よろしくお願いします。

　　　　　（日高）鈴木敏蔵会長、引間豊幹事�

・日高ＲＣ鈴木会長、引間幹事、２２日の会長

　幹事会ではお世話になりました。細田先生、

　卓話有難うございます。　半田君、和泉君�

・鈴木会長、引間幹事、ようこそ。本日は有難

　うございました。安藤君、矢島（巌）君、田辺君

　　　　　吉島君、細田（伴）君、山川君、間邉君�

・細田先生、本日は卓話よろしくお願い致し

　ます。　　　　  安藤君、土屋（崇）君、吉島君

　　　　　細田（伴）君、山川君、間邉君、小川君�

・地球一周マラソン間寛平のギャグ「アーメーマー」と同

　じ名字ということで、サプライズ出演、テレビに１０分、

　生放送出演致しました。　　　　　　　 雨間君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。山岸�

・遅刻。　　　　　　　　　　　  吉田（行）君�

・早退。市川（洋）君、大野君、吉田（行）君、土屋（崇）君�

※講師細田兵之助様よりお心遣いを頂きました。

本日計４１，０００円、累計額９３７，６２２円。

◎２日例会当番は島田会員、杉田会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　小川プログラム委員

　細田徳二郎名誉会員のご子息。Ｓ５４年、北里

大学医学部卒業、慶応義塾大学耳鼻咽喉科教室

入局。Ｓ６２年、医学博士。Ｈ元年、細田耳鼻咽喉

科医院開業。飯能地区医師会理事、日本耳鼻咽

喉科学会専門医、気管食道科学会専門医、補聴

器相談医、騒音性難聴担当医、健康スポーツ医、

産業医、市内１６校の学校医、等。細田先生との

最初の出会いは２０数年前の、当時まだ東側だっ

たブダペストのホテル。お互い国際学会に参加、

同じ飯能出身ということで紹介されました。

男と女だったらロマンチックだったなぁとい

う、そんなきれいな街でした。

　花粉の総飛散量は生産された雄花数に依存、

雄花が形成される前年の気象条件が関連して

おり、猛暑の場合は形成が促進、総飛散量は多

くなります。去年の平均気温、日照時間からは

今春、大量飛散が予想されます。アレルギー性

鼻炎、特にスギ花粉症の有病率は年々増加。激

しい鼻症状の苦痛は患者の負担になることは

もちろん、睡眠障害、労働生産性の低下等を含

めると患者の社会生活にもたらす影響は非常

に大きい。中高年を除くと、自然治癒は少なく

一旦罹患すると長期に学習障害や仕事、睡眠

状態が障害されることになってしまいます。

　花粉症はアレルギー性鼻炎の１つ。発作性、

反復性のくしゃみ、鼻水、鼻閉を三主徴とする

鼻粘膜のⅠ型アレルギー疾患。通年性アレル

ギー性鼻炎（ハウスダスト、ダニが原因）と季

節性アレルギー性鼻炎（花粉が原因）とがあり、

Ⅰ型アレルギーとは特定の抗原に対しＩgＥ抗

体が過剰に作られる即時型（１５分位で症状が

表れるもの）で、鼻に起こればアレルギー性鼻

炎、皮膚だとじんましん、目だとアレルギー性

結膜炎、気管支だと気管支ぜんそく等になる。�

季節性アレルギー性鼻炎の花粉症は花粉の飛

ぶ時期だけに症状が起こりスギ・ヒノキ・カモ

ガヤ・ブタクサ・シラカバ等が代表的な抗原で

す。スギは２～３月、カモガヤはＧＷ、ブタクサ

は９～１０月に花粉を飛散させます。日本の

花粉症人口は約２，０００万人、有病率は年々増加。

原因はスギの木自体によるものと、もう１つ

大気汚染等、環境の変化によるものがあります。

〈アレルギーのメカニズム〉原因となるアレ

ルゲンが鼻の中に侵入するとリンパ球が侵入

者と認識、それに対する抗体が出来る。この抗

体がある一定レベル、肥満細胞（マストセル）

に付くと感作（かんさ）が成立。感作が成立し

た個体で再度抗原が鼻の中に入るとマスト細

胞上のＩgＥ抗体と抗原抗体反応を起こしてマ

ストセルの活性が起こり、

そこからケミカルメディ

エーターというヒスタミ

ン、ロイコトリエン等が

遊離し発症。ヒスタミン

は神経を刺激してくしゃ

み・鼻水を起こし、ロイコ

トリエンは血管を刺激し

鼻づまりを起こします。�

〈検査法・診断〉基本は問診と鼻鏡検査。どん

な時どのような症状が続くか、粘膜の状態・色・

腫れ方・鼻水の性状からほぼ１００％診断可能。

確定には鼻汁好酸球検査もしくは採血で特異

的ＩgＥ抗体定量検査（ＲＡＳＴ検査）を行います。

�〈治療〉大原則は鼻の中に抗原を入れない事。

何に対してアレルギーを起こすか知ることも

大事。次に鼻内所見、アレルギー日記から重症

度／病型を分類（重症度は５段階、病型はくし

ゃみ鼻水型、鼻閉型、充全型の３タイプ）、「診

断ガイドライン」に則って治療法を選択します。

症状を左右する因子は花粉の飛散状況（最大

因子）と鼻粘膜の過敏性の個人差。

〈薬物療法の投与法〉「初期療法」は花粉飛散

開始日またはその１、２週間前、もしくは症状

が少しでも表れた時点で開始する、主に予防

的な治療。「導入療法」は症状が強くなってか

ら始めるもので、症状に応じてステップダウ

ン。「維持療法」は良くなった症状を維持する

ため、初期治療の薬剤、導入療法でステップダ

ウンした薬剤を花粉飛散終了まで続けるもの。

　１月１日からの最高気温積算温度が３５０～

４００℃を超えるあたりが花粉飛散開始日と

言われ、今年は「２月１０日」。「初期療法」を行

っている人は症状もあまり出なくて「維持療法」

で済みます。

　治療薬は主に「第２世代抗ヒスタミン薬」※１。

受験生・ドライバー等には、効果はもう一つだ

が眠気の少ない薬剤を処方することもありま

す。それには患者とのコミュニケーションが

重要です。重症度／病型によっては※１にプ

ラスして「遊離抑制剤」等を併用。鼻閉が強く

最重症度の人には稀に「内服ステロイド剤」も

使います。

　本当に花粉症かどうかを正しく診断しても

らうことがまず必要です。「初期療法」、飛散

終了まで薬を飲み続けることが大事。新たな

感作を起こさないようにするためです。そし

て年齢、ライフスタイル等に応じた治療薬を

選択すること。また、自分で出来る唯一の治

療法として、抗原の除去と回避、花粉を身に

つけないことが大事です。あまりゴルフ等は

やらない方がいいかもしれません。
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ン。「維持療法」は良くなった症状を維持する

ため、初期治療の薬剤、導入療法でステップダ

ウンした薬剤を花粉飛散終了まで続けるもの。

　１月１日からの最高気温積算温度が３５０～

４００℃を超えるあたりが花粉飛散開始日と

言われ、今年は「２月１０日」。「初期療法」を行

っている人は症状もあまり出なくて「維持療法」

で済みます。

　治療薬は主に「第２世代抗ヒスタミン薬」※１。

受験生・ドライバー等には、効果はもう一つだ

が眠気の少ない薬剤を処方することもありま

す。それには患者とのコミュニケーションが

重要です。重症度／病型によっては※１にプ

ラスして「遊離抑制剤」等を併用。鼻閉が強く

最重症度の人には稀に「内服ステロイド剤」も

使います。

　本当に花粉症かどうかを正しく診断しても

らうことがまず必要です。「初期療法」、飛散

終了まで薬を飲み続けることが大事。新たな

感作を起こさないようにするためです。そし

て年齢、ライフスタイル等に応じた治療薬を

選択すること。また、自分で出来る唯一の治

療法として、抗原の除去と回避、花粉を身に

つけないことが大事です。あまりゴルフ等は

やらない方がいいかもしれません。

飯能ロータリークラブ会報

第２４２５　例会
２月９日（２、水）
当番　塩野君、土屋（良）君

晴

当 番 大崎君、齋藤君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー理解推進月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

駿河台大学留学生

卓 話「日本語スピーチコンテスト
　　　   入賞者講演」

【結婚・誕生日祝】

細田兵之助様細田耳鼻咽喉科医院  院長

アレルギー性鼻炎について


