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皆様の健やかな暮らしを願って
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セルフメディケーション時代に当たり
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昨年から「かかりつけ薬局」、医療費の削減は喫緊の課題であ
その意味からしても自然治癒
「かかりつけ薬剤師」、そして
ることは当然であり、それを放
能力の覚醒と予防医学を兼ね備
「健康サポート薬局」と薬局の
置していれば世界に誇れる国民
えた鍼灸治療も重要な医療と考
在り方について論議されていま
皆保険の崩壊を招きかねません。 えております。幸いにしてその
す。その中で患者さんとどう向
世界に身をおいている私として
き合うかと悩んでいる薬剤師も
も素門、霊枢、陰陽五行説を基
少なくないと聞いております。
本とし、経絡、経穴を駆使して
その一方、平成 29 年 1 月からセ
体のバランスを整え、無理なく
ルフメディケーション税制もス
疾患を治す、副作用の少ない理
タートし、病気は自分で予防す
想とする自己管理医療ではない
る、いわゆる OTC 医薬品で対応
かと思っております。
するという考えを国が推し進め
是非薬の専門家としての存在
ようとしています。
感がいまひとつと言われないた
そのためには後発薬品の使用
薬局においても人間が持って
めにも、日々研鑽努力し、一般
推進とともに調剤だけに特化せ
いる自然治癒能力を最大限生か
の人に正しい知識で薬の適正使
ず、「自分の健康は自分で守
した医療を目指していかなけれ
用を教える使命があることを肝
る」、「治療」から「予防」へ
ばなりません。また現在日本の
に銘じて皆様と一緒にがんばっ
とシフトするセルフメディケー
国家予算の中で防衛費をはるか
ていきたいと思っております。
ションの確立に努力することが
に超える社会保障費、とりわけ
余儀なくされます。
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みんなが健康になれるチャンスです！
街の空間＊１を禁煙にすると、住民全体の病気による入院が減ることが分かっています！
心筋梗塞や虚血性心疾患が 15％、脳卒中が 20％、喘息など呼吸器疾患が 25％減ります＊2
あなた自身や家族が健康になって、医療費負担もかなり軽減されます。

吸う人も 吸わない人も 心地よい

空気のきれいな街 甲府

家族の喫煙と赤ちゃんの
ドアを閉めて
尿中ニコチン濃度
いても
換気
しても
煙は
拡がる

＊1 空間とはﾚｽﾄﾗﾝ‣ﾊﾞｰなど屋内空間のこと。
＊2 circulation 2012 循環器のﾄｯﾌﾟｼﾞｬｰﾅﾙ

タバコは癌の最大の原因 本当にストレス解消？
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低ニコチンタバコにすると
深く吸ってしまい一酸化炭素の
摂取量が増える。脳梗塞や狭心
症のような動脈硬化が関係する
病気にかかる危険性が高まって
しまいます。

過去禁煙失敗者は経験を

喫煙者はニコチン依存症。ニコ
チンが欠乏するとイライラしま
す。タバコを吸うことで大量の
ニコチンが体内に入りそのイラ
イラは解消しますが一時的なこ
と、また欠乏の時が来てイライ
ラします。
ストレスはタバコを吸うことで
生み出しているのです。
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活かすことができるので、より
禁煙成功率が高くなります。ま
たチャレンジするたびに、たく
さんの良いことが起きます。

年
以
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禁煙による
肺癌リスク
の低下

禁煙補助剤を使うと成功率が・・・・・各 1.4 倍,約 1.7 倍,約 2.3 倍上がります
なぜ薬？・・・喫煙は単なる習慣や嗜好ではなくニコチン依存症という病気です.早めに治療しましょう！
ニコチンを含むガム

ニコチンを含む貼り薬

代表商品名

ニコレットガム

シガノン QT
ニコレットパッチ
ニコチネルパッチ

入手方法

薬局・薬店で購入

薬局で購入

病院受診で処方箋*3

総費用 概算

24,000 円程度

23,000 円程度

3 割負担者で 13,000 円程度

人により変わります

特 徴

口の中の粘膜からニコチン
を吸収させるガム製剤。
タバコを吸いたくなった時
に、1 回に 1 個ゆっくり間を
おきながらかみ、 離脱症状
を抑制する。
禁煙開始日から使用し 12
週間の使用期間を目安に
使用個数を減ら していく。

ニコチンを含まない飲み薬

ニコチネル TTS

チャンピックス錠
病院受診で処方箋*3

ニコチンを皮膚から吸収させる貼り薬。
毎日 1 枚皮膚に貼り、離脱症状を抑制する。
禁煙開始日から使用し、8 週間の使用期間を
目安に貼り薬のサイズ が大きいものから小さ
いものに切り替えて使用する。
ニコチネル TTS は
5 回の受診が目安

3 割負担者で 20,000 円程度

ニコチンを含まない飲み薬。
ニコチン切れ症状を軽くする
タバコをおいしいと感じにくく
する。
12 週間の使用期間と 5 回
の受診が目安

要注意 ＊3 ニコチネル TTS・チャンピックス錠は禁煙外来を行っている医療機関のみで、一定の条件を満たした喫煙者に健康保険が適用可能。
参考：禁煙治療のための標準手順書 第 6 版 - 日本循環器学会. 日本肺癌学会. 日本癌学会. 日本呼吸器学会
日本肺癌学会 HP・大阪府成人病センター がん予防情報センター 疫学予防課 医学博士 田淵貴大先生 Facebook
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感染症について

インフルエンザ流行マップ
（平成 29 年 3 月 13 日～3 月 19 日）

（公社）甲府市薬剤師会

また、自覚症状があるときは、
早めに医療機関に相談し、受診
してください。

会報編集委員会 古川 清昭
「小学校でインフルエンザの
ため学級閉鎖になった。」や
「養鶏場で鳥インフルエンザウ
イルスが確認された。」などの
ような感染症に関するニュース
が報道され、不安に思う方もい
らっしゃると思います。今回は
感染症について、お話をします。
〇感染症ってなに？

厚生労働省ホームページより抜粋

〇どうすればいいの？

感染症とは、細菌、ウイルス、 では、私たちが感染症になら
ないためには、どのようなこと
原虫などの病原体（悪さをする
に注意したらよいでしょうか。
バイキンのこと）がからだの中
実は、感染症の種類によって対
へ侵入して増え、咳や発熱、下
策は異なります。なぜならば、
痢などの症状が出ることを言い
ます。病原体の種類によっては、感染するルートが異なるからで
命の危険があるものもあります。す。
例えば、結核による死亡者は、
しかし、一番大事なことは、
戦後の混乱の続く 1950 年まで年 身近に感染症の可能性があるこ
間 10 万人を超えていました。そ とを認識し、出来ることから予
の後、栄養や衛生状態の改善、
防することです。感染症対策の
化学療法の普及、1951 年に改正 基本となる手洗いは、手に付着
された結核予防法に基づいた健
している病原体を洗い落とすこ
康診断、ツベルクリン反応検査、とに有効です。うがいは、のど
BCG 接種、医療費の公費負担に
の粘膜に病原体がつくことを防
よる治療の徹底、患者の登録・
ぐことができます。マスクを着
管理指導などの施策により、死
用することにより病原体が口に
亡者数は着実に減少しています。入らないよう、また自分から他
の人に拡散させないことができ
ます。

厚生労働省ホームページより抜粋

主な感染ルート
〇飛沫感染
患者の咳、くしゃみ、会話などの
時に発生する飛沫（細かい水滴、ツ
バキ）を、鼻や口から吸い込むこと
によって起こります。
【病原体】インフルエンザ、おたふ
くかぜ・風疹（ふうしん）
〇空気感染
患者の排出した飛沫核（ひまつか
く）を鼻や口から吸い込むことによ
って起こります。飛沫核とは病原菌
を含む飛沫が乾燥したもので、軽い
ので長時間漂います。
【病原体】結核、麻疹

▲ 結核と闘う｢シールぼうや｣

また、様々な予防接種により
感染症を予防することもできま 〇接触感染
す。からだの免疫力を高めるた
患者、保菌者、病原体の付着した
物品などに接触して感染することに
め栄養バランスのよい食事や十
より起こります。例えば、ドアノ
分な休養をとるなど、日ごろか ブ・器具等接触による間接感染も含
ら健康的な生活習慣を身につけ、まれます。
病原体に負けない体をつくるこ 【病原体】性感染症、ノロウイルス
とも重要です。
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平成 28 年度 「市民くすりと健康の講演会」 開催報告
（公社）甲府市薬剤師会 生涯学習委員会
平成 28 年度の「市民くすりと
健康の講演会」が、甲府市薬剤師
会主催のもと、平成 29 年１月 29
日、山梨県立図書館多目的ホール
で開催された。

漢方薬とは、日本で独自に発
展した漢方医学の理論に基づい
て処方される医薬品と紹介。ま
た薬膳とは、予防医学の見地に
立つ中国医学（中医学）の理論
に基づいて、食材や生薬を組合
わせた料理と説明。また実際の
薬膳料理を紹介されました。

参加者は約 100 名、今回も多
くの市民が講演を楽しみに集ま
りました。
参加者からは、「もっと漢方薬
について詳しく聞きたかった」
「薬膳のもっと専門的な話も聞
きたい」「薬膳料理を勉強した
いです」と、様々な意見を聞く
事が出来ました。

まず１つ目の講演は、東京薬
科大学薬学部の安田一郎先生の
「漢方薬と薬膳」と題した講演
だった。

２つ目の講演は、山梨大学大
学院総合研究部の松岡伴和先生
の「スギ花粉症の病態と治療法」
と題した講演だった。

スギ花粉は、毎年２月中旬頃か
ら飛散を始め、多くの市民の生
活に影響を与えています。その
中で、今年のスギ花粉の飛散状
況や、スギ花粉症の病態から従
来の治療法、そして最新の治療
法まで分かりやすく説明してい
ました。また参加者からは、

木曽川 真吾

「花粉について具体的な話を聞
けて良かった」「大変参考にな
り、初めて舌下免疫療法を知り
ました」と、様々な関心を寄せ
ていました。

今回の講演に限らず、毎年参加
者から、「とても分かりやすく
参考になり、日々の生活の大き
な支えになっている」との声も
あがり、「来年も楽しみに待っ
ています」との期待も寄せられ
ました。改めて市民の健康への
関心の高さを実感しました。こ
のような期待に少しでも応えら
れるよう、今後も有意義な講演
会を開催していけたらと思いま
す。
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