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第348号

保険調剤＆ヘルスケアで地域の皆様のＱＯＬ（生活の質）の向上に貢献します

（１）

平野拝志薬局／平野あさくら薬局／平野ごう薬局／まつだ薬局

平野屋薬局／平野調剤薬局／平野八町薬局／平野グリーン薬局

「医薬だより」は資源保護と環境に配慮して再生紙と植物油インキを使用しています。
（アドレス）　URL http:www.hirano-pharmacy.co.jp　　E-mail:info@hirano-pharmacy.co.jp

健康サポート薬局として頑張ります！

当薬局で行う健康サポートについて

薬局は身近な健康相談所です
　平野屋薬局と平野グリーン薬局が健康サポー

ト薬局の認定を受けました。今まで以上に今治

地域に密着した薬局として、薬と健康ステー

ションとして、かかり

つけ薬局として、病気

の予防と健康サポート

を通じて地域の皆様の

QOL（生活の質）の向上

に貢献できるよう努力

していきます。

(１)健康維持・増進、健康診断

　　に関する相談

(２)医薬品の成分や効能効果、

　　副作用等に関する相談

(３)健康食品の適正使用や医薬品

　　との相互作用等に関する相談

(４)食生活や飲酒による健康への

　　影響等に関する相談

(５)禁煙支援に関する相談

(６)認知症支援に関する相談

(７)感染症の予防方法等に関する

　　相談

(８)衛生用品や介護用品の

　　適正使用等に関する相談

(９)薬物乱用や化学物質

　　の危険性等に関する相談

(10)地域包括ケア（支援センター）

　　に関する相談

(11)その他、健康支援に関する相談

 お薬の事はもちろん、在宅介護を受けられて

いる家族の相談・食べにくい、呑み込みにく

い、病気では無いけど痩せてきた方の栄養相

談・健康食品・サプリメントの不安・子どもが

スポーツ選手なんだけど、この薬はドーピング

にひっかからない？・ノロウイルス、インフル

エンザ等の感染症予防や衛生管理の事・どこに

相談しようか？など困った事も一緒に考えてい

きます。健康サポート薬局の平野屋薬局・平野

グリーン薬局はもちろんその他平野調剤薬局・

平野八町薬局・平野

拝志薬局・平野あさ

くら薬局・平野ごう

薬局・まつだ薬局で

も相談お待ちしてい

ます。各薬局でお気

軽にご相談くださ

い。

(３)健康食品の適正使用や医薬品

「医薬だより」は資源保護と環境に配慮して再生紙と植物油インキを使用しています。

薬物乱用や化学物質

　　の危険性等に関する相談

支援センター

(11)その他、健康支援に関する相談

支援センター）



（２） 第348号

SGLT2阻害薬新しい糖尿病の薬
　糖尿病は、体内で糖を十分に

使えず血中の糖の量が高くなっ

てしまう病気で、放っておくと

様々な合併症が起こりやすくな

ります。膵臓から分泌されるイ

ンスリンの作用不足が原因で、

治療のために今まではインスリンの量を増やし

たりインスリンの働きを助けるような薬を中心

に用いられてきました。そんな中、2014年に全

く新しい効き方をする薬が発売されました。そ

れがSGLT2阻害薬です。

＜どのような薬？＞

　簡単に言うと、「血液中の余分な糖を尿と一

緒に出して血糖値を下げる薬」です。

　血液は、腎臓の糸球体でいったんろ過され、

その後尿細管という部分を通る時に体に必要な

水分・栄養素を再吸収し、残った不要物が尿と

して排泄されます。SGLT2は糖の再吸収に関

わっており、SGLT2阻害薬はその働きを抑える

ことで糖の再吸収を減らし、余分な糖をそのま

ま尿と一緒に出してしまい、その結果血糖値が

下がります。エネルギー源となる糖を体外に出

してしまうので、体重もいくらか

減少する作用もあり、そのことで

血圧の低下も期待されます。

　発売当初は、薬疹などの症状が

現れた例がみられたのであまり勧

められていなかったのですが、去年SGLT2阻害

薬の１つで、薬を使った人の方が使わなかった

場合に比べて心血管に関連する疾患での死亡が

30％あまり減少したという臨床試験の結果が発

表されたこともあって、徐々に処方される頻度

が増えています。

　尿量を増やす作用があるので、体内の水分が

減少します。この状態で放っておくと脱水を起

こすことがあります。そのため、今までよりも

水分を多く摂る必要があります（普段より

500mlほど多く摂るよう言われています）。ま

た、尿の中の糖分が増えるため細菌が繁殖しや

すくなり、尿路・性器感染症を起こしやすくな

ります（トイレを我慢しない・性器周辺の清潔

を保つ・水分を摂るなどを心がけることで予防

できます）。

　先ほど述べたように、薬疹が現れる可能性も

あります。投与開始後１～２週以内に現れる場

合が多く、皮膚症状が出たらすぐ中止して受診

する必要があります。

　作用がインスリンの働きに関わらない薬で低

血糖は起こしにくいと言われていますが、他の

糖尿病薬との併用では低血糖を起こした例も見

られますので、注意が必要です。

　このように気をつける点はいくらかあります

が、今までの薬にはなかった利点も多い薬で、

今後処方例が増えることが予想されます。しか

し、糖尿病治療の基本はやはり食事・運動療法

です。炭水化物は控えめ、野菜をしっかり摂

り、少しずつでもよいので自分でできる運動を

続けることを心がけるようにしましょう。

　糖尿病は、体内で糖を十分に

使えず血中の糖の量が高くなっ

てしまう病気で、放っておくと

様々な合併症が起こりやすくな

ります。膵臓から分泌されるイ

ンスリンの作用不足が原因で、

どのような薬？ 気を付ける点は？



第348号 （３）
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 立春も過ぎそろそろ紫外

線が気になる季節になりま

した。紫外線は何かと悪者

のように扱われています

が、実は私たちの生活の中

で結構役に立っています。

有益でもあり有害でもあります。地球上にはな

くてはならないものだから、紫外線と仲良く付

き合っていきたいものです。

○明るさ　○生態リズムの調整

○消化液の分泌により胃腸の動きを快調に

○気分の爽快感　○温かさ・血行を良くする

○神経・筋肉の緊張をほぐす

○光合成　○殺菌

○花や果実の色素合成

○ビタミンＤの生成

○カルシウムの吸収促進

○新陳代謝の促進

○熱中症を起こす　○日焼けを引き起こす

○ＤＮＡ損傷　○浴び過ぎると皮膚がん

○光老化（しみやしわなど）

○免疫力の低下　○角膜炎や白内障を誘発

○物の色を退化させる

○物の劣化損傷を促進する

【降り注ぐ紫外線】

○一年中降り注いでいる（冬でも曇りでも）

○曇天時は晴天時の半分程度

○日陰は日なたの半分程度

○反射、散乱する

（海、プール、スキー場など

　では、日常生活よりも多い）

○日焼けをしていない時期の方が紫外線の影響

を受けやすい

○肌が白い人はメラニンが少ないので紫外線に

弱い

○日傘、サングラス、ツバのある帽子を使用

○５分袖・７分袖・上着などウエアの工夫

○編み目のしっかりした服を選ぶ

○フェイスカバー、アームカバー、手袋、ネッ

クカバー、ストールで保護

○紫外線の強い午前10時～午

後２時の時間帯は、むやみ

な外出を避ける

○屋外ではなるべく日陰で過

ごす又は日陰を選んで歩く

○日焼け止めを塗布（SPFは20～30で充分）

【日焼けしそうな日は・・・】

○あらかじめ化粧水を冷蔵庫に入れて冷やして

おく

【日焼けしてしまったら・・・】

○早めに冷やす（保冷剤やビニール袋に入れた

濡れタオル）

○冷たいシャワーを当てる

○ミネラルウォーターやスポーツドリンクなど

で水分補給

○赤みが引いたら化粧水でしっかり保湿（日焼

けした肌はデリケートな状態なので、手のひ

らでやさしくなじませる）

○ケアを終えたらできるだけ早めに寝る

【我慢できないほてりがある場合】

○医師の診察を受ける　○自己処理は危険

○水ぶくれができた場合や吐き気がある場合も

同様

【日焼け翌日から気をつけたいアフターケア】

○新たな日焼けをしない

○栄養のある食べ物をバランス良く積極的に摂

る

★たんぱく質→肉、乳製品、魚、卵、大豆など

★亜鉛→牡蛎、海苔、シジミ、納豆など

★ビタミンＣ→ピーマン、パセリ、ブロッコ

リー、キウィなど

有益でもあり有害でもあります。地球上にはな

【紫外線の良いところ】

【日焼けしそうな日は・・・】

【日焼けしてしまったら・・・】

【我慢できないほてりがある場合】

【日焼け翌日から気をつけたい
アフターケア】

【紫外線の悪いところ】

【日焼けしやすい状況・肌質】

【浴び過ぎないための対策】

【降り注ぐ紫外線】
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加齢と味覚の低下
　食べることは、健康で豊か

な生活を送るためには欠かせ

ません。ただ栄養を摂るため

だけではなく、好きなものを

おいしく楽しく食べることが

大切で、そのためには味覚などのおいしさを感

じる感覚がきちんと働くことが大切です。

　味覚には、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の

五味（基本五味）があります。これらは舌にあ

る味
み

蕾
らい

という感覚器官が反応する事によって脳

に刺激情報が伝達されて得られるもので、脳は

単に味を感じるだけではなく、脳内の味覚や情

動をつかさどる場所で味の質や強さ、食べ物の

認知、食べ物に対する情動などの反応を得てい

ます。

　加齢による味覚の低下は中年期から始まり、

個人差がかなりあります。視覚や聴覚に比べ、

味覚の低下を自覚する人は少ないですが、一般

に味の閾値（味の違いが判る最小値）は加齢に

伴って上昇し、味覚感受性が低下するといわれ

ています。高齢者と若年者とでは、基本五味の

うち、特に塩味の閾値に差がみられると報告さ

れています。

　水に溶けた食物成分だけが味覚を刺激するた

め、加齢により唾液の分泌が少な

くなることが、高齢者が味に鈍感

になる要因となります。塩味をは

じめ味に対する感度が鈍ると、全

体的に味が薄く感じられるため、

濃い味付けを好むようになり、塩

分などの過剰摂取の原因ともなります。

 加齢による味覚の低下以外にも次のようなこ

とが原因で味覚異常となることがあります。

 高齢者では特に多く、３人に１人の方に薬剤

による味覚異常があるとも言われています。原

因となる薬剤には次のようなものがあります。

◎降圧薬　◎糖尿病薬　◎利尿剤

◎抗生物質　◎抗うつ薬

◎リウマチ用薬　◎強心剤

◎抗がん剤　◎咳止め薬

◎向精神薬　◎解熱鎮痛薬

◎抗不整脈薬　◎骨粗しょう症治療薬

これらの薬を飲んでいる方が必ず味覚異常を

起こすという訳ではありませんが、気になるこ

とがあれば主治医や薬局で相談しましょう。

亜鉛はたんぱく質の分解・合成に必須のミネ

ラルです。味を感じる味蕾の細胞は約1か月と

いうサイクルで生まれ変わるため、たくさんの

亜鉛が必要で、亜鉛不足の影響を一番に受けて

しまいます。

味覚異常は気づきにくく、気づいた時には、

重症化していることもあります。味覚障害の可

能性のある症状には次のようなものがありま

す。

◎食べ物の味が薄く感じる

◎料理の味が濃いと言われるようになった

◎食事がおいしいと思えなくなってきた

◎何も食べてないのに、苦味を感じる

気になる症状がある時は、耳鼻科などで早め

に相談しましょう。

いつまでもおいしく食事をするために、次の

様なことに注意して味覚を磨きましょう。

◎バランスの良い食事を

　心がける

◎よく噛んで食べる

◎味を意識しながら食べる

◎薄味に慣れる

◎亜鉛不足に注意

◎味を意識しながら食べる

　食べることは、健康で豊か ◎降圧薬　◎糖尿病薬　◎利尿剤

味覚低下の原因

味覚を鍛える

味覚異常の前兆

服用中の薬剤

亜鉛不足
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第14回 愛媛県薬剤師会学術大会で発表第14回 愛媛県薬剤師会学術大会で発表

アレルギー用薬アレルギー用薬

　「患者さん指向の薬剤師を目指して」をメイ

ンテーマとする学術大会で、「真の健康サポー

ト薬局を目指して－第２報－」と題して、平野

薬局で取り組んだ様々な活動

について山本加奈薬剤師が発

表してきました。昨年の健康

まつりでは、講演や血流、体

組成、骨密度などの各種測

定、健康・食事相談に加え、

初めて塩分味覚チェックの測

定を行いました。アンケートの結果は、講演が

一番人気で、続いて各種測定の中でも塩分味覚

チェックが好評でした。濃い味を好む方は

しょっぱさを感じにくい傾向にあるようで、

「家族から食事が塩辛いと言われていた」「薄

味でおいしくないと思っていた」などのコメン

トや栄養相談を受けてみたいと多数の希望者が

ありました。健康まつりや教室に足を運んでく

れた方は、健康意識の高い方が多かったことも

あり、ほとんどの方が健康のために食事に気を

つけたりウォーキングなどの運動をしたり何か

に取り組んでいることもわかりました。

　平野薬局が立ち寄りやすい身近な存在となっ

て、地域の皆様の相談窓口として（お薬のこ

と、食事や禁煙、介護のことなど）どんどん利

用してもらえるように、これからも情報発信や

サポート活動を続けていきたいと思っていま

す。

　３月になり、いよいよ花粉飛

散量がピークを迎えます。昨夏

は全国的に高気温、多照で花芽

が多く形成される条件が揃って

いたため、今年は多くの地域で

花粉の飛散数が例年を上回っています。

　内服アレルギー用薬は抗ヒスタミン成分（く

しゃみや鼻水などのアレルギー症状を誘発する

ヒスタミンの働きを抑える）を主体として配合

されています。抗ヒスタミン剤には、即効性に

優れているが眠気の出やすい第一世代抗ヒスタ

ミン剤と、眠気が少なく効果が緩やかに持続す

る第二世代抗ヒスタミン剤があります。

　主な第一世代抗ヒスタミン剤　ポララミン（ク

ロルフェニラミンマレイン酸塩）、タベジール

（クレマスチンフマル酸塩）など

　主な第二世代抗ヒスタミン剤　アレグラ（フェ

キソフェナジン塩酸塩）、アレジオン（エピナ

スチン塩酸塩）、クラリチン（ロラタジン）な

ど

　アレロック（オロパタジン塩酸塩）やジル

テック（セチリジン塩酸塩）は第二世代ですが

強い効果が得られ、眠気も出やすい薬なので車

の運転などを避ける必要があります。第二世代

抗ヒスタミン剤は発現している症状を抑制する

だけでなく、アレルギー症状を引き起こすヒス

タミンが体内に放出されるのを抑える効果もあ

るため、花粉が飛散し始める頃から症状の予防

のためにも使用されます。2010年頃からは医療

用と同成分の抗ヒスタミン剤の一部が一般用医

薬品として市販されており薬局でも処方箋なし

で購入できます。

　毎日の花粉飛散量予報が分かるアプリもあり

ます。マスクや帽子などで花粉との接触を最低

限に抑え、アレルギー用薬も上手に使用して辛

い花粉時期を乗り切りましょう。

　３月になり、いよいよ花粉飛
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㈱平野各店では、みなさまからのご意見をお待ちしています。
お気軽に、お薬に関すること、「医薬だより」についてなど
お寄せください。

●発行責任者　㈱平野
　　　代表取締役　平野　啓三
●編集責任者
　　平野拝志薬局　林　　雅子

ヨガ教室
体と心の調和をめざして

●３月２日（木）・９日（木）・23日（木）
●４月６日（木）・13日（木）・27日（木）
●午後１時30分～３時
●平野屋薬局３階 けんこう広場

（TEL32－0255）
●１回　1,000円
●用意するもの
　ヨガマットまたはバスタオル
　運動できる服装（素足でします）

健康体操教室
楽しくエクササイズ

●３月４日（土）・18日（土）
●午後７時30分～９時
●平野屋薬局３階 けんこう広場
　　　　　（TEL32－0255）
●１回　1,000円
●用意するもの
　運動のできる服装、靴（スニーカーなど）
　マット（バスタオルでもＯＫ）
　お茶など水分補給できるもの

この印刷物は、ＣＳＲに取り組む
印刷会社が製作した印刷物です。

栄養相談
毎週火曜日午後２時～４時

３月７日（火）平野屋薬局・14日（火）平野グリーン薬局・21日（火）平野拝志薬局
各薬局でお申し込みください。 （無料）

フードバンクフードバンク
要因の１つとされています。

　「３分の１ルール」とは、メーカーから卸売

り業者を通じてスーパーなどの小売業者に納入

されるまでの期間は製造日から賞味期限までの

期間の３分の１。販売期間は製造日から賞味期

限までの３分の２までとする決まりで、その期

間を過ぎると賞味期限内であっても店頭から撤

去され返品や廃棄されることが一般的となって

います。

　フードバンクを活用することで食品ロスを減

らすことや貧困の解決になり、

食品を廃棄しなければCO2を排

出せず、地球温暖化などの環境

負荷の削減にもつながります。

　フードバンクとは、賞味・

消費期限内で、安全に食べら

れるのに、包装の破損や過剰

在庫・印字ミス・賞味期限が

迫っているなどの理由で流通に出すことができ

ない食品を企業などから寄贈してもらい、必要

としている施設や団体・困窮世帯に無償で提供

する活動です。

　日本では年間1700万トンの食品廃棄物が排出

されています。その中には、まだ十分食べられ

るにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆ

る「食品ロス」が約500万～800万トン。こんな

に多くの食品ロスが排出される原因は様々です

が、日本の商習慣である「３分の１ルール」も


