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薬を減らしたい。来年に備えていまからできる花粉症対策は？

飛

散時期に飲む薬を減らす方
法として、花粉が飛ぶ前から
薬を飲み始める初期治療を
することがまず一つ。早期に
治療を始めて症状が強くならないよう
にすると、結果的にシーズン全体で使う
薬の量を減らせるというのはご承知の
通りですね。今は眠気などの副作用が
少ない第二世代の薬が主流で、１日１
回の服用でよい薬も出ています。
できるだけ薬を控えたい人には、鼻
の粘膜をレーザーで焼いて花粉への敏
感さを減らすレーザー治療がおすすめ
です。保険適用で8000円程度。根治療
法ではありませんが１〜７、８年効果
があるので、受験や就職活動、妊娠など
を控えている年、花粉飛散量が多くなり
そうな年を選んで受けるのも一案です。
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学校や会社の耳鼻科検診の結果はい
かがでしたか？
耳･鼻･喉の状態、難聴検査でなんら
かのチェックをされたら、スルーしな
いで耳鼻科を受診ください。難聴や滲
出性中耳炎など早期発見･治療に役
立ちます。

もろほし耳鼻咽喉科のご案内

・東小金井・三鷹・吉祥寺にあり、３か所で情報を共有。
どこでも治療できます。
・めまい、嗅覚、レーザー治療など、専門をもった医師
が診察します。
・被ばく量が少なく情報量が豊富なコンビーム CT（吉祥
寺）など、検査機器が充実しています。
病診連携に取り組んでおり、昭和大学小林一女教授、
東邦大学大橋医療センター吉川衛教授、昭和大学豊洲病院
比野平部長、東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉
科・頭頸部外科科長小川恭生准教授、東京逓信病院八木
昌人部長などの診察、手術の相談など受けられます。

もろほしクリニック周辺マップ

もろほしクリニック 耳鼻咽喉科
小金井市緑町1-6-53
うさぎビル1階
電話：042(385)3341
予約：18603(4570)2933

月・木
火・水・金
土
日・祝

休診日：なし

9:00～12:00 14:00～17:30
9:00～12:00 14:00～19:00
9:00～14:00
9:00～13:00

三鷹 もろほし耳鼻咽喉科

吉祥寺 もろほし耳鼻咽喉科

武蔵野市中町1-12-10
武蔵野タワーズSG5F

武蔵野市吉祥寺本町1-7-4
丸二清水ビル3Ｆ

電話：0422(37)3341
予約：18603(4588)3007

電話：0422(20)4133
予約：18603(4530)0087

休診日：日曜・祝日

月・水・金 9:00～12:00 14:00～19:00
火・木
9:00～12:00 14:00～17:30
9:00～14:00
土

「みみこちゃん通信」発行所 もろほしクリニック 小金井市緑町1-6-53 うさぎビル1階

耳鼻科検診を
受けたなら
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土・日

14:00～19:00
14:00～17:30
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昨年保険適用になった舌下免疫療
法は、
スギ花粉エキスを少しずつ体に
入れて、アレルギー反応が出ないよう
に体質改善をする根治療法です。
シダ
トレンを１日１回舌の下にたらし、２
分間保持したあとに飲み込みます。少
なくとも２年間毎日続ける必要があり
ますが、効果は７〜８年かそれ以上と
されています。今年10月からは月に１
回の受診で続けられるようになること
も吉報。薬代は月3000円程度です。
レーザー治療をするのもシダトレン
をスタートするのも、症状の出ていな
い今がチャンスです！ どちらも事前に
アレルギーの検査が必要ですので、検
査も兼ねて来年のための治療のご相
談においでください。

亜細亜大学

三鷹もろほし耳鼻咽喉科

通所リハビリテーション デイケアうさぎ
シニアハイムうさぎ・グループホームうさぎ
もろほしクリニック

（武蔵野タワーズクリニックモール5Ｆ）
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吉祥寺もろほし耳鼻咽喉科

三鷹駅

武蔵境駅

みみこちゃん通信はこちらの店舗様で置いて頂いています
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9 東急ストア三鷹店

15 カフェZENON

夜中１時まで営業
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吉祥寺駅
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絵本もマンガもあるカフェです

3 大洋堂書店

6 フォンテーヌ

11 サルバトーレ・クオモ 三鷹

16 宮地楽器 吉祥寺センター

4 ファンタジスタ

7 グレース小金井店

12 キッチンコート三鷹店

17 宮地楽器 MUSICJOY 吉祥寺

5 キッチン ブラウン

8 クラウン 武蔵野店

13 横河武蔵野FC

18 カフェミニオン

創業半世紀。地元の本屋さん

手作りのパン焼いています
特製ソースは地元産野菜を使用

ごほうびケーキはいかが？
鮮魚と手作り弁当が人気

焼き立てパンをイートインで

薪釜で焼く本格ナポリピザ

水曜はポイント５倍

地元密着フットボールクラブ

ロフト6階にある音楽教室です

音楽教室に加え、バレエ教室も開講

うさぎと一緒に遊べるカフェです

うさぎビルからのお知らせ
4月1日から、
ショートステイもできるようになりました。
定員15人で手厚い介護。
介護付き有料老人ホーム
「シニアハイム」
に空きが出ました。

お問合せ先 042-386-3354

「通所リハビリテーション
（デイケア）
うさぎ」も利用者様受付中。

お問合せ先 042-385-3933

耳鼻科検診を受けたなら

アレルギー性鼻炎の疑いありと
☑されたら

学校や会社、人間ドックの耳鼻科検査でチェック☑が
入ったら、一度耳鼻科を受診してくださいね。
聴力検査で☑されたら
学校の聴力検査は必ずしも静かな環境で行えないこともあり、
正確に判断され
ずに☑されることもありますが、念のため耳鼻科で検査を。一番多いのが滲出性
中耳炎による一時的な難聴で、
この場合は滲出性中耳炎を治療します
（次項目）
。
難聴は、年齢に伴う難聴、聴神経にトラブルがあるため起こる難聴、体質的に
進行する難聴などさまざま。体質的な難聴の治療は難しいですが、早期発見す
ることはできます。聴力がハンディになって進路選択が妨げられることがない
よう早目の受診を！

滲出性中耳炎でも
「聞こえ」
に影響することがあります
滲出性中耳炎を治さないまま放置すると、難聴や慢性中耳炎などの後遺症を
残すことがあります。
以下の症状が見られたら耳鼻科で医師に相談してください。
小
さいお子さんでは少し聴力が落ちているだけでも言葉の発達の妨げになるので、
きちんと治療することが大切です。
＊治療法☛ＨＰをご覧ください
小さいお子さんの場合
◕落ち着きがない ◕注意力散漫
◕いつも鼻水が出ている
◕よく鼻水をすすりあげる
◕後ろから呼んだときに反応が遅い

ドクターコラム

大人の場合
◕「聞こえ」
が悪くなった気がする
◕耳がふさがったような感じ
◕耳鳴りがする

新卒３名が加わりました

10歳以下でアレルギー性鼻炎を疑
われた小さいお子さんは、スギ花粉
と接触した時間がまだ短いのに鼻の
粘膜に異変が見られたということ。花
粉症予備軍、花粉症になったら重症
になりやすい、
またアトピーやぜんそ
くなどほかのアレルギーの病気にか
かるリスクも考えらます。一度アレル
ギーの検査をして、今後の治療方針
を立てましょう。
＊検査方法☛ＨＰをご覧ください

老人性難聴による耳鳴りを補聴器
で改善できることがあります

耳の奥の方にある「蝸牛」で音の
振動を感じ取り、脳がそれをキャッ
チして電気信号に変え、高音、中音、
低音を聞き取るというのが、音が聞
こえるしくみです。加齢で蝸牛が老
化して聞こえにくくなるのが高音。
それに対処しようとして脳はキャッ
チの感度を上げますが、高音は聞
こえないうえ、過敏にキャッチする
ようになってしまいます。じつはこ
「耳あか有り」
と☑されたら
の過敏さが「耳鳴り」なのです。
耳あかの取り方
聞こえなくなった高音を補聴器で
◕月1回程度、お風呂からあがったと
補って
「耳鳴り」を改善させる治療
きに取りましょう。
をするときは、聞こえなくなってい
◕目に見える部分だけ取りましょう
（外に向かって自然に剥がれ落ちます） る音域を正確に調べる耳鼻科での
◕太い綿棒で、耳の穴の壁をなでる
検査が必要です。耳鳴りを警戒する
ように取りましょう
意識を断つ治療法、
「ＴＲＴ」に即
◕ガチガチに固まっているときは無
した補聴器が補助金適用となる場
理をしないで耳鼻科へ
合もありますのでご相談ください。

諸星咲子

花粉症も終わり︑気持ちの良
い季節になりました︒耳鼻科も
新卒３名が加わりました︒
大学生から社会人になり︑
懸命にがんばっていますし︑
先輩も指導カリキュラムを
作って張り切っています︒指
導することで先輩も再度初心
に戻って仕事を見直していけ
ると期待しています︒
至らない点は多いでしょう
から︑お気づきの点はウサギ
のポストまでお寄せいただ
き︑一緒に育てていただけれ
ば幸いです︒
今までは主に経験者を採用し
ていましたが︑昨年から新卒を
採用することにしました︒
もろほし耳鼻科が目指すもの
を理解し︑その価値観をもった
人材を育てたいと思います︒
新人が加わり︑職員一同初心
に戻って︑皆様が気持ちよく︑
充実した診察が受けられるよう
努力してまいります︒

加齢による難聴から
「耳鳴り」が起こることがあるなんて
びっくり！
耳鼻科検診の聴力検査でチェックを受けたら、必ず耳鼻
科を受診してくわしい検査を受けてね。なお、検診でチェ
ックできないのが喉頭がんです。内視鏡で見るとすぐに診
断がつくので、声のかすれや出にくさが気になる方はお
申し出ください。

