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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
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　　11月17日（金）健康教室『骨を丈夫にする

食事』を開催しました。秋晴れの１日、食欲の

秋、スポーツの秋を満喫しました。

　まず、曽我部薬剤師から『骨のお話』があり

ました。加齢により、特に女性の場合は閉経後

骨量がだんだんと減少していく中で骨密度を低

下させないよう

に食事・運動を

することが大切

という話と合わ

せて、骨粗しょ

う症の治療薬の

説明がありました。副作用が心配で薬をやめて

いるが、食事と運動で骨量を保つことができて

いるという人もいました。

　次に竹中管理栄養士から骨粗しょう症になら

ない為に

①カルシウムを多く含む食品を摂りましょう

（牛乳や乳製品・小魚類・大豆製品・小松菜な

ど）

②ビタミンＤの摂取でカルシウムの吸収を促進

しましょう（日光浴でもビタミンＤが作られま

す）

③運動をしましょう

という話があり、普段の食事にカルシウムを多

く含む食品を取り入れることから始めていきま

しょうということでした。

　話の後、カルシウムを多く含む食品を使った

調理実習をして、みんなで試食しました。

「楽しかった」「思いのほか美味しかった。普

段カルシウムを意識し

ていなかったけど家庭

料理に生かしてみたい」「年をとっ

て元気に生活していくためにも食事・運動が大

事」「薬の説明もよくわかって勉強になった」

等感想が寄せられました。

　最後にみんなでノルディックウォークを体験

しました。ウォーキングよりも消費カロリーが

アップし、全身の筋力アップや引き締めが期待

できるということです。背中を伸ばしてリラッ

クスし、遠くを見て楽しく歩きました。

平野薬局では今後も健康支援事業を続けていき

ます。ご意見、ご要望などお寄せください。

第36回 健康教室開催第36回 健康教室開催
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　「嘔吐」とは胃の中のものが

逆流して体外に排出される症状

のことで、異物や毒物を体の外

に排出したり、胃や腸などの詰

まりを解消したりするための防

御反応として起こります。しか

し、赤ちゃんや小さな子ども

は、胃の入り口の締りがゆるいうえに、胃の形

も縦に長いので、大人に比べて吐きやすいもの

です。

　母乳やミルクを飲んだ直後に、口の端からた

らたら吐く「溢乳（いつにゅう）」や、ゲップ

や抱っこの拍子に吐くのは、生理現象なので心

配ありません。また、吐いても機嫌よく元気に

していて、食欲があるなら、しばらく様子をみ

ても大丈夫でしょう。ただ

し、母乳やミルクを飲むたび

に吐いたり、体重の増えが悪

かったり、吐く回数が増えて

きたり、発熱や下痢などの症

状があったりする場合は、な

んらかの病気が関係している可能性が考えられ

ます。

　子どもの嘔吐の原因でもっとも多いのは、ウ

イルスや細菌に感染することで起こる感染性胃

腸炎で、この場合は、嘔吐を繰り返すだけでな

く、下痢もともなうのが特徴です。その他に

も、車酔いやめまい、病気で胃や腸のどこかが

詰まっている、食物アレルギー、ストレスや不

安、頭を強く打ったなど、嘔吐の原因は多岐に

及びます。

　子どもの脱水は命にかかわることもあります。

☆重篤な脱水症状のサイン

・時間とともに調子が悪化す

る（顔色、口の中の乾燥な

ど）

・時間とともに目が落ちくぼ

んでくる

・過敏（不機嫌であやしても落ち着かない、

ずっと泣いている）、逆に反応に乏しい

（ずっとウトウトしている）

・呼吸が速い、荒い

・手足が冷たい

・24時間たっても、嘔吐が止まらない

・オムツからあふれるくらいの水様便が１日５

回以上ある

☆特別な対応が必要な子ども

・糖尿病、腎不全、代謝性疾患などの持病があ

る場合

・生後２か月未満

☆胃腸炎以外や重症の病気を疑うサイン

・生後３か月未満の乳児の38℃以上の発熱

・黄色や緑色の嘔吐、もしくは血液性（赤色）

の嘔吐

・腹痛があるときとないときが周期的に訪れる

・くの字に体を折り曲げる、痛みで泣き叫ぶ、

もしくは歩くと響くなどの強い腹痛

・右下腹部痛、とくにみぞおち・上腹部から右

下腹部に移動する痛み

・血便（イチゴジャムのようなドロドロした

便）もしくは黒色便（タール状の便）

◎こんな症状の場合は　   
小児科医に診てもらいましょう◎

これらの症状は緊急事態です。

大至急、小児科を受診しましょう

これらの症状は緊急事態です。

大至急、小児科を受診しましょう

↓

子どもの嘔吐について
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　11月から２月にかけて寒さが厳しくなる時

期、暖かいリビングから寒い脱衣所に移動して

お風呂に入ると、血圧が急激

に変動し、体調不良をきたす

「ヒートショック」が起こり

やすくなります。

　急激な温度差によって血

圧の急上昇・急降下を引き

起こし、心臓や脳に大きな

負担がかかり身体がショッ

ク状態になる症状です。冬

場、暖房の効いた場所で安

定していた血圧が、脱衣場

などの寒い場所に移動すると寒さに対応するた

めに一気に上昇します。衣服を脱ぐとさらに上

昇し、その状態で湯船に入ると急に体が温めら

れて血管が拡張し、血圧が下降します。この血

圧の急な変動によって心筋梗塞や脳梗塞を引き

起こしたり、入浴中に失神して溺死する可能性

もあります。また、トイレでヒートショックを

起こす人もいるので、お風呂以外でも温度変化

のある場所では要注意です。

○65歳以上である

○高血圧、糖尿病、動脈硬化がある

○肥満、睡眠時無呼吸症候群、不整脈がある

○一番風呂が好き

○熱いお風呂が好き

○飲酒後にお風呂に入ることがある

○30分以上お湯に浸かっている

　家族の中に高齢者がいる場合は、浴室で倒れ

ている危険もありますので、入浴する前に一声

掛けてもらい、いつもより

入浴時間が長いようならと

きどき声を掛けて状況を確

認しましょう。

★脱衣所を暖房で暖める

　脱衣場に暖房器具を設置し

ておくと、裸になったときに

寒さを感じることもなく、血

圧が異変をきたす危険性が下

がります。

★湯船のフタを開けておく

　いきなり浴室に入るのではなく、入浴の５分

程前から湯船のフタを開けておくようにしま

しょう。すると、湯気で浴室全体が暖かくな

り、ヒートショックが起こりにくくなります。

また、湯船のお湯をシャワーで張るのも大変効

果的です。浴室が蒸気で温まる上、お湯の温度

もほどよい状態になります。

室内や脱衣所とお風呂の温度差が10℃以上開く

とヒートショックのリスクが高まるため、湯温

は41℃以下に設定しましょう。一般的に41℃な

ら、10℃以上開く危険が少なくなります。

★食事直後や飲酒直後の入浴はさける

　食後１時間以内や飲酒後は血圧が下がりやす

い状態のため、時間をあけてから入浴しましょ

う。

★湯船に入るときは足からゆっくり、出るとき

もゆっくり出る。

　温度差で身体に負担がかからないようゆっく

り出入りしましょう。

★入浴の前後はしっかり水分補給

　体内の水分が不足することで血流が悪くな

り、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす場合があり

ます。入浴中はたくさん汗をかくため、入浴前

後にはコップ１杯程度の水を飲みましょう。

　高齢者に多いヒートショックですが、誰にで

も起こり得る症状でもあります。家族全員が注

意して、自分のことだけではなくみんなが無事

お風呂に入れているのか気にかけることも有効

な対策となります。みんなで、ヒートショック

を防ぎましょう。

ヒートショックとは

影響を受けやすい人

期、暖かいリビングから寒い脱衣所に移動して
入浴時の温度差をなくすための対策

ヒートショックに注意！
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　口腔ケアには、口内

の清掃・リハビリ・保

湿のステップがありま

す。口腔ケアは自らの

口で咀嚼して食事を

し、食べる喜び・生き

る喜びを感じ、自立や生活の質を向上させる出

発点です。年齢とともに咳反射や嚥下反射の機

能が低下し、口腔内の細菌が唾液とともに肺に

流れ込み誤嚥性肺炎を引き起こすことがありま

す。適切な口腔ケアを行うことで誤嚥性肺炎の

予防や栄養状態の改善、口臭や口の渇きの改善

を行うことができます。

　まずは口腔ケアスポンジを用いて、お口をき

れいにしましょう。スポンジの大きさや柔らか

さは、その方の口の開き具合に合ったものを選

びましょう。

1.水を入れたコップを

２つ用意（汚れたス

ポンジを洗う用とス

ポンジにきれいな水

を含ませる用）。

2.スポンジを水で濡ら

し、しっかり絞る（スポンジの水分が多いと

誤嚥のおそれがあるので注意）

3.スポンジをくるくる回しながら、「上から下

に」・「奥から手前に」清掃。

4.洗う用のコップで汚れたスポンジを洗って絞

り、濡らす用のコップで再びスポンジを濡ら

し、２～４を繰り返す。

　誤嚥のリスクが高い方には、水を使わずに清

掃できる口腔ウエット

ガーゼがおすすめです。

また、年齢とともに舌の

動きが鈍くなったり唾液

が減ったりすると、舌や

粘膜の汚れが取れにくく

なります。舌に汚れがたまって細菌が繁殖する

と白色や黄色の「舌苔」がつきます。唾液が少

なく汚れが乾燥して付着している場合には舌ブ

ラシを使って「奥から手前に」やさしくこすり

ましょう。

を取り戻すリハビリです。口腔

ケア綿棒などを用いて口腔内を

マッサージします。水に浸して

凍らせた綿棒で口内に刺激を与

えるアイスマッサージや唾液腺へのマッサージ

も効果的です。こわばった頬や口内をほぐした

り刺激を与えたりすることで唾液が出やすくな

ります。その方の状態に合わせたケアを専門家

に相談しましょう。

　口腔保湿のジェルやスプ

レーによってお口の潤いを

保ちます。保湿によって口

腔環境を良い状態に保つことが出来れば、毎日

の口腔ケアもスムーズに行うことができます。

口腔リハビリや保湿は、セルフケアのできる高

齢者にも口渇や嚥下機能低下の予防に効果があ

ります。

　私たちは口を使って食事を美味しく食べ、楽

しく笑い、人と言葉を交わします。口をよく使

い、適切にケアをして健康な毎日を過ごしま

しょう。

る喜びを感じ、自立や生活の質を向上させる出

えるアイスマッサージや唾液腺へのマッサージ

を取り戻すリハビリです。口腔

ケア綿棒などを用いて口腔内を

〈清掃（歯ブラシでのブラッシングが出来ない方）〉

〈口腔リハビリ〉

〈口腔保湿 〉

高齢者の口腔ケア

図：川本産業ホームページより
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　平成28年３月に「市民のため

のお酒とアルコール依存症を理

解するためのガイドライン」が

できました。これは、アルコー

ル関連問題、アルコール依存症

などに対する誤解や偏見から診断や治療に遅れ

が生じないように正しい知識をもってもらうた

め作成されたものです。

　第１部　お酒に関する知識、第２部　よくあ

る質問への答えからなり、第１部では、お酒の

歴史に始まり、お酒が身体に与える影響や吸

収・代謝、お酒が原因で起こる病気、上手なつ

きあい方、飲酒運転について、イラスト入りで

わかりやすく解説してくれています。

　また第２部は、第１章　お酒に関するＱ＆

Ａ、第２章　アルコール依存症に関するＱ＆Ａ

とあり、こちらも一つ一つの疑問に対し丁寧

に、またわかりやすく答えてくれています。

●お酒が身体に与える影響
　世界保健機関（WHO）は、「お酒は60種類を超

える病気の原因であり、200種類以上の病気に

関連している」と指摘しています。

 

●飲酒が原因の主な病気
　お酒が原因で起こる病気を「アルコール関連

疾患」と呼びます。主なものに逆流性食道炎、

慢性胃炎、消化性潰瘍、痛風、慢性下痢、肝機

能障害、高血圧、不整脈、末梢神経障害、糖尿

病などがあります。 

●適正飲酒量
　「健康日本21」という健康

指針で定義する「節度ある適

度な飲酒量」は成人男性で

ビール500ml、または日本酒

１合弱（アルコール20ｇ）以下の量を指します。

女性や高齢者、お酒を分解する力が弱い（飲酒

して顔が赤くなる）タイプの人は、より少ない

飲酒量にするよう推奨されています。諸外国で

は約半分程度にするようにすすめられている国

が多いようです。女性は体内の水分量が男性と

比較して少なく、さらに胃でお酒を分解する能

力も男性より低いことから、同じ量を飲んだ場

合でも血液中の濃度は高くなる傾向があり、肝

臓に対する障害や脳の萎縮を引き起こしやすく

なり、男性より短い期間でアルコール依存症に

なる危険性があると言われています。

 また加齢によってもお酒を分解する力が弱く

なります。 

●飲酒と睡眠
　お酒は、脳を麻痺させる「麻酔」の様な効果

があり、寝つきがよくなるため、睡眠薬の代わ

りに飲むという方がいらっしゃいますが、お酒

が睡眠中に分解され、途中で効果が薄れてしま

います。

　また睡眠薬とお酒を一緒に飲むと、睡眠薬が

効き過ぎてしまい、飲んだ後のことを覚えてな

かったり、転倒してしまったりすることもあり

ます。一緒には飲まないようにしましょう。

●アルコール依存症
  お酒を飲むと脳が快楽を感じ

ますが、続けて飲んでいると少

量では快感を得にくくなり、

徐々に飲む量が増えてきます。

また不快感を紛らわすために飲

酒するようになり、だんだんコントロールでき

なくなってきます。この状態をアルコール依存

症と言います。アルコール依存症は自分では気

づきにくく健康上の問題だけでなく人間関係上

のトラブルに発展することもあります。このよ

うな方が、家族や職場にいらっしゃる場合に

は、早目にかかりつけ医または専門医に相談し

ましょう。また愛媛県保健福祉部心と体の健康

センター（☎089-911-3880）でも相談に応じ

てくれます。

●アルコール依存症

お酒と上手につきあうために

　「健康日本21」という健康

指針で定義する「節度ある適

度な飲酒量」は成人男性で

ビール500ml、または日本酒
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ヨガ教室
体と心の調和をめざして

●12月７日（木）・14日（木）・28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

●12月６日（水）・16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）
　タオル
　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　午後２時～４時
12月５日（火）平野屋薬局・12日（火）平野グリーン薬局・21日（木）平野拝志薬局

各薬局でお申し込みください。 （無料）

㈱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　松田　泰幸
●編集責任者
　　平野調剤薬局　梅村　由貴

　12月17日～23日は「えひめ防災週間」です

が、その期間中である12月18日（月）AM11:00

に、地震発生時の安全確保行動の確認や防災意

識の向上を図るため、県民総ぐるみの地震防災

訓練が実施されます。シェイクアウト訓練は地

震の発生を想定して、その場で一斉に身を守る

ための安全確保行動をとる、誰でも参加できる

訓練です。この「シェイクアウトえひめ」は、

平成27年から毎年12月に実施されています。

　近い将来起こるとされ

ている南海トラフ地震が

発生した時に、どのよう

に行動するかが私たちの

人生を大きく左右しま

す。被害を最小限に抑え

るためには、一人一人が

日頃から高い防災意識を持つことが重要です。

学校や職場、ご家庭、町内会などで避難訓練や

備蓄品の確認などのプラス

ワン訓練も併せて実施して

おきましょう。

「シェイクアウトえひめ」とは
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