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日本眼科学会専門医・指導医
日本角膜学会・角膜移植学会
日本眼感染症学会
日本アレルギー学会
日本眼アレルギー研究会
日本眼科医会代議員

FUJITA HEALTH UNIVERSITY BANBUNTANEHOTOKUKAI HOSPITAL

HEARTFUL MEDICAL SERVICE

はんたねニュース〒454-8509　名古屋市中川区尾頭橋3丁目6番10号
TEL 052-321-8171 FAX 052-322-4734 発行 広報委員会

QR コードで今すぐアクセス

検索ばんたね

お 知 ら せ

場　所
営業時間

席　数

ドトールコーヒー
ばんたね病院店
ドトールコーヒー
ばんたね病院店

ドリンク
50円割引き券
こちらのチケットをお持ちいただくと
お好きなドリンクが1杯50円引きにて

お飲み頂けます。
本券１枚で４名様までご利用いただけます。

※有効期限2018年1月31日まで
ばんたね病院店のみ利用可。
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D r i n k  T i c k e t

1階総合受付横
月～土 7：30－18：00
日、祝 11：00－17：00
26席 【全席禁煙】

　わが国では国民のほぼ半数が何らかのアレルギーで悩んでいると言わ
れています。
　眼科でも、春先にはスギ花粉症で鼻炎とともに眼のかゆみを訴えて受診
される患者さんが多くなりますが、こうした季節性のアレルギー性結膜炎の
他にも、年間を通して治療を必要とする通年性アレルギー結膜炎の患者さ
んも多くいます。さらに重症の、春季カタルの患者さんは季節を問わず受
診されています。これらの、アレルギー反応に由来する角結膜疾患を総称し
てアレルギー性結膜疾患と呼びます。
　アレルギー性結膜疾患の治療については近年わが国で免疫抑制剤の点
眼薬が開発され、これがかなり有効であることがわかってきましたが、単に
結膜の疾患として診るだけでは十分な解決にはなりません。当院では総合
アレルギーセンターとして呼吸器内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科と連携
しながら、眼科以外の問題や背景にある疾患への対応を心がけています。

総合アレルギーセンターとして診るアレルギー性結膜疾患
♦平成 29 年 12 月 13 日（水） 19:30～20:15
　NHK総合 「ガッテン！」出演：総合アレルギー科教授　矢上晶子

メディア出演・掲載情報

ばんたね病院演奏会ばんたね病院演奏会

「クリスマスコンサート」

インフルエンザ警報発令時は中止いたします

お誘いあわせの上、ぜひお越しください！

「カントリーミュージック（仮）」
The Far East Cowboys（小林龍彦 他）

堤寛（オーボエ）

脇田万貴子（ボーカル）

堤佐代子（ピアノ）
出演

当院1階エントランス場  所

第29回 12月16日（土）平成29年 第30回 1月13日（土）予定平成30年

年末年始休診のお知らせ

12月28日（木） 通常診療　　　1月1日（月） 休　診　　
12月29日（金） 休　診　　　　1月2日（火） 休　診
12月30日（土） 休　診            1月3日（水） 休　診 　
12月31日（日） 休　診 　　     1月4日（木） 通常診療　　

年末年始の期間中は下記の通り「休診」となりますので、お知らせいたします。

救急で受診をご希望の方は、
あらかじめお電話にてご相談ください。
救急・時間外受付 TEL:052-321-8171

※ただし、救急診療は除く

出演
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春季カタルとはどんな疾患ですか？
子どもに多い重症なアレルギー性結膜炎で、とくに小学生の男子に多く、激
しいかゆみや糸状のめやにが現れます。上まぶたの裏に粘膜の隆起が起き
て石垣のように見えるのが特徴で、角膜潰瘍を伴ってくるとかゆみだけでな
く痛みや視力低下も伴ってきます。背景にアトピー性皮膚炎がある場合は治
りにくくなりますので、皮膚科の先生たちと相談しながら治療しています。

A
Answer

Q
Question

アレルギー性結膜炎の予防は？
スギ花粉など原因となる抗原がわかっていれば、これらに接触しない様、花
粉の飛散する季節にはゴーグル型眼鏡やマスクの使用をお勧めします。ま
た、部屋の掃除を心がけることも重要です。当院では初期治療と言って、例え
ばスギ花粉が原因であれば花粉が飛び始める2週間以上前、1月中から点眼
治療を開始することを勧めています。これによってそのシーズンのアレルギ
ー性結膜炎が軽症で済みますので、発症する季節がわかっていたら、その少
し前に当科を受診ください。

スギ花粉の他にもアレルギー性結膜炎の
原因はあるのですか？

A
Answer

花粉症としてはスギ、ヒノキの他にも初夏にはカモガヤに代表されるイネ科、
秋になるとブタクサ、ヨモギなどキク科の花粉が季節性アレルギー性結膜炎
の原因として知られています。また、イヌやネコ等の獣毛、ハウスダスト、ダニ
などが通年性アレルギー性結膜炎の原因として知られています。

　国民病とも言えるアレルギー性結膜疾患に対して、近年では様々な治療
法が開発されて、かつて難治と言われていた春季カタルにしても、特効薬と
も言うべき点眼薬が開発されたことによって劇的に症状が改善する患者さ
んが増えています。しかし、これらアレルギー性結膜疾患は単純に眼科だけ
の疾患ではありません。アレルギー性結膜炎の患者さんの多くは鼻炎にも
罹患しており、また、春季カタルの患者さんにはアトピー性皮膚炎や喘息に
悩まれている人が多くいます。
　当院では総合アレルギーセンターの設立により、眼科だけでなく、耳鼻咽
喉科、皮膚科、呼吸器内科、小児科、そして総合アレルギー科と連携しなが
ら患者さんの診療を行っています。例えば、スギ花粉症については、当院総
合アレルギーセンターとして免疫療法という新しい治療も手がけています
ので、眼症状以外にも気になることがありましたらお気軽にご相談下さい。

当院でできる検査や治療
アレルギーのお悩みは気軽にご相談下さい

ばんたね病院で新型インフルエンザ等
対策実地訓練を実施

 11月6日（月）に名古屋市主催の「名古屋市
新型インフルエンザ等対策行動計画」に基
づいた訓練を、ばんたね病院にて実施しま
した。新型インフルエンザは、ほとんどの人
が免疫を獲得していないため、世界的なパ
ンデミックとなり、大きな健康被害と、これ
に伴う社会的影響をもたらすことが懸念さ
れています。
　救急車で運ばれた模擬患者の感染源の
検査から、病棟へ搬送するまでの一連の訓
練を保健所等の職員と共同で行いました。

▲陰圧トランスバッグ
フィルターのついた送排気ユニットが取り付けられ、感染患者を隔離します。医療スタッフの二次
感染を防ぎながら、安全に搬送するためのバッグです。

第1駐車場（陰圧テントの設置）、
時間外感染出入り口（搬送経路）、
7F病棟陰圧室（入院）

訓練場所

約20名　医師、病棟、
コメディカル部門

訓練参加者

訓練概要
想定 ： 県内および市内で新型インフルエンザ患者が発生しており、新型インフルエンザ等相談窓口で
帰国者・接触者外来を案内する件数が増えたため、帰国者・接触者外来の設置を拡大した状況（名古屋市対策レベル3～4)

・名古屋市健康福祉局、名古屋市生活衛生センター、中川保健所と協力して行う。
・患者搬送～入院までの流れをシナリオに沿って実地訓練をする。

・陰圧テント内で防護服を着用、患者診療、迅速検査で陽性とった患者の任意入院
・他施設、新聞、テレビ等の見学者の受け入れをする。
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