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果実を乾燥したもの

で︑漢 方 で は 芳 香 性 健

胃薬︑整腸薬︑駆風薬︑

す︒﹃本 草 網 目﹄の 著 者︑李 時 珍

去痰薬として用いま

に は 芳 香︑辛 み︑

は﹁気を理し︑胃を開き︑夏季に

に﹁食を進め︑小便の回数が多い

苦み︑着色︑矯味︑矯臭︑抗酸化︑

ハーブやスパイスなどの香辛料

とき用い︑腸下に刺すような痛み

ハエをのぞき︑臭を避ける︑食料

は人類の食文化の発展とともに

がある時や︑口臭をとるために食

抗菌︑抗カビ︑薬理作用などがあ

あったと考えられ︑主に獲物の獣

べ︑ヘビに咬まれ潰瘍になったと

として宜し﹂と述べており︑さら

肉 や 魚 の 腐 敗 臭 を 取 り 除 く た め︑

ころにつけると良い﹂としていま

スパイスとしてのウイキョウ

さらに︑保存するために利用され

これらのうち︑フェンネル︵ウ

は︑食欲をそそり︑味を引き立て

す︒

イキョウ︶は魚のハーブと呼ばれ︑

る役目があります︒さらに︑アル

ります︒フェンネルは漢方の生薬

その効能効果や利用法が記してあ

一五九六年︶にも掲載されており︑

います︒医薬の古典︵
﹃本草綱目﹄

洗剤︑クリーム︑ローション︑香

られます︒その他にも︑石けんや

菓子︑肉や魚の味付けなどに用い

コール飲料やキャンディー︑焼き

義正

水などにも応用され︑幅の広い利

笠原

としてはウイキョウ︵茴香︶とい

学術顧問

用法があります︒

茴香はセリ科ウイキョウの成熟

います︒

ほんぞうこうもく

臭みを取る効果が強いと言われて

てきました︒

ります︒

スパイスの機能
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ハスの花【成熟した果実の果皮を除いたものの生薬名は蓮肉（レンニク）といいます】

HERB STORY ハーブのお話

ασ΄κΛΠ

Ȋ
δȜσ ́ఘͬιϋΞϋΑ
ȡŋŔłδȜσ·ͼΒ͈̮તٚȡ
ଐஜ)Ȝȸȫң˟ᛐ ܭ,5#ȜȸȫǨǯǵǵǤǺǤȳǹȈȩǯǿȸ
ųųųųųųųųųųųųųͤࡍᢃѣਦݰٟųųų࢟ރųԧᬐ

ųᏅƜǓŴၘŴ᧙ራၘŵƓपǈƷ૾ǋٶƍưƠǐƏŵǹȈȬȃȁư៲

関節の構造

˳ǛǄƙƦƏᲛሂȈȬƠǑƏᲛƦƏ࣬Ə૾ǋٶƍƸƣŵưǋၘǈƕЈƨǓŴ

۾୯༫
ࣸ
סڲ
ර

៲˳ƕϹǓǇƬƨཞ७ưᢃѣƠƯǋദƠƍѣƖƴƳǒƣŴોծƴƸƭƳ
ƕǓǇƤǜŵǇƣƸ᧙ራƕǹȠȸǺƴѣƘǑƏƴƀ᧙ራѼƁǛǄƙƢƜƱ
ƕٻЏưƢᲛ᧙ራѼƱƸᭌƱᭌǛƭƳƙ᧙ራǛѼǉᐏƷƜƱŵ᧙ራѼƸ๖
෩ǛЎඣԈӓƠŴ᧙ራƷѣƖǛǳȳȈȭȸȫƠƯƍǇƢŵଐࠝưឪƜǔዬ

ࢌƔǒƷ၅ǕǛӕǓᨊƘƨǊƴƸŴሂᎹǑǓǋǇƣŴƜƷ᧙ራѼǛǏǔǊǔƜƱƕέൿưƢŵ
ųƦƜưʻׅƸŴ
ƀ᧙ራѼƁƴǢȗȭȸȁƢǔ ,5#ȜȸȫǨǯǵǵǤǺ ǛƝኰʼƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ǇǘǓ᳸˅ȷ˅ᐂ᧙ራ᳸
ų៲˳ƷჇǜɶƴˮፗƢǔᏁ࣎ᙲƷ᧙ራưŴɦҞ៲ƩƚưƳƘɥҞ៲ƷѣƖƴ
ǋٻƖƘ᧙ǘǓǇƢŵѣƖƷఌเƱǋƍƑǔ᧙ራƳƷưŴƜƜǛૢƑǔƩƚư
ۋѬǍѣ˺ƷોծƴƭƳƕǓǇƢŵၘᚐෞƴǋƓǹǹȡᲛ

δȜσͬ൚̀ͥպ౾

ӱၰ̰͌ͬެ̬̀ςρΛ·Α ĩ ˏˌຟ Ī

Ӳၰ̰͌ͬ༴̢̀ࠚ̩̳ͥ͠

Ӷၰ̰͌ͬ༴̢̀ςρΛ·Α ĩ ˏˌຟ Ī

ӵၰͬݗ̱͊̀ςρΛ·Α ĩ ˏˌຟ Ī
Ӵၰͬݗષ̬Ȃ ̯̩ဝ̳ͣ

ӳ༌༷͈ຄͬ༴̢̫̀̀̿߃ͅޝ
ȁȁςρΛ·Α ĩ ˏˌຟ Ī

ឱƷƭƚఌ᳸Ꮒ᧙ራ᳸
ųɥҞ៲ǛૅƑŴᇌƭȷࡈǔȷഩƘƳƲŴ៲˳ƷᆆѣƴɟဪᙲƳ᧙ራưƢŵ
ᭌႴƱ݅ƴ᧙̞ƠƯƍǔƨǊŴƜƜƕƳǊǒƔƴѣƘƱᭌႴƱᏂ᧙ራƴ᧙ǘ
ǔٶƘƷሂᎹƷѣƖƕᑣƘƳǓǇƢŵᏂ᧙ራၘƷዼԧƴƓǹǹȡưƢŵ

δȜσͬ൚̀ͥպ౾

ӱ̠̾໖̵́௷͈̫̾आͅδȜσͬ
ȁȁ൚̀Ȃ ςρΛ·Α ĩ ˏˌຟ Ī
ȁȁ̤̱ͤέςές͜ܨ̻̞̞͈̤́ΑΑιȃ

ӳຄͅδȜσ͉̯͙ͬȂ ຆ̞̥̥̥ͬ̾̀͂ͣ൮͈୶́͘
֚ೄͅȃ ఘ̢ͬ̀ఘۚ اޑĩˑຟ΅Ȝί ȿˏȡˑٝ Ī

Ӳ̥̥͂ͬඤ௰ͅു̳Ȃ ٸ௰̩ͅٳȃ ̭ͦͬ߫ͤ༐̳ ĩˍˌٝ Ī

くるみ 〜萬屋薬局すこやかナビ〜 第 11 号（2019 年 7 月）

ᏑᭌȷᏟǇǘǓ᳸ᎺౢȷᏟౢ᧙ራ᳸
ųᎺᭌƱᏟౢƷѣƖǛᑣƘƢǔƜƱưŴԠԈƷឋǛ᭗ǊǇƢŵᏅƜǓᚐෞƴǋ
ƓѰǊƷǨǯǵǵǤǺưƢŵ
δȜσͬ൚̀ͥպ౾
ӱ͈ޝ૯ͅئδȜσͬ൚̀̀ςρΛ·Α ĩ ˏˌຟ Ī
ȁȁɦਉ̦ૹ̞শ͉ਉ͜ͅδȜσͬ൚̀ͥȃ
Ӳၰ́ΨϋΎͼ ĩˑٝ ĪȂ ༌̴̾ΨϋΎͼ ĩˑٝ Ī

ӳֵ̹̩̠͊͢ͅၰͬͅ؍
ȁȁࢩ̬Ȃ ࿗̳ ĩˑٝ Ī

ӵຄ͈ͅۼδȜσ͉̯͙̦ͬ̈́ͣȂ
ȁȁ̤̱ͤͬષ̬ͥȃ ࡈ̥ͣຄ́͘
ȁȁ֚ೄ̱̀ͅ࿂ͬ اޑĩˍˌٝ Ī

Ӵၰͬ൮͈ࢃͧ́ழ͙Ȃ ຆ̩ͬٳȃ ຆ̲̦ͬ̈́ͣΰΕ̸͈̞ͬ̀ໜ اޑĩˍˌٝ Ī

ᬍƸ᪽Ʊ៲˳ǛƭƳƙٻʙƳᢿЎưƢŵᫀౢƷѣƖƕᑣƘ
ƳǔƱᏑᭌμ˳ƷѣƖǋƳǊǒƔƳѣƖǛӕǓƠǇƢŵ

ᬍׅǓᫀ᳸ౢ᧙ራ᳸

ӱਉ͈͞ئ൮͈͈֚ئ๔ܨ̻͈ၻ̞̭͂ͧͅȂ ྅͈̠͢ͅ൚̀̀ςρΛ·Α Ȫ Ĵı ຟȫ
Ӳࠚ̴̩̜̮̞̠̩ͬ֨̀̈́ȁȁȁӳࠚ̩ͅ؍ਉͬ૦ͥȁȪӲӳ͉̯̈́൲̧࣐̠́ȫ

Ƃ,5#ȜȸȫǨǯǵǵǤǺǛܱƢǔɥưƷȝǤȳȈƱදॖʙƃ
ų,5# ȜȸȫǨǯǵǵǤǺƷؕஜƸȪȩȃǯǹŵ ɚǄƲ

ĬׅૠǍ᧓ƸႸܤưƢŵᐯЎƷ៲˳ƴӳ

ƷȜȸȫǛ̅ဇƠƯ᧙ራѼǛǏǔǊƯƍƖǇƢƕŴಏƴщƕ

ǘƤƯᛦૢƠƯᘍƬƯƘƩƞƍŵ

৷ƚǔǑƏƴȜȸȫƷᆰൢǛݲƠ৷ƖŴ௩ǒƔƍཞ७ưᘍƍ
ǇƢŵ᧙ራѼƸŴȜȸȫƴ៲˳ǛƋƣƚǔƩƚưǏǔǈǇƢŵ
᧙ራѼƕǏǔǉƱ๖ƷࢫлǛƢǔ๖෩ƕЎඣƞǕŴ᧙ራ

ĭȜȸȫǛ࢘ƯǔƱၘǈƕЈǔŴѣƔƢƱ

ࢍ҄ưƸǍǍᄒǊƴ

ᛦ܇ƕफƍǋƷƸɶഥƠƯƘƩƞƍŵ࣎ע

࣎עǑƍ
ᄒƞƴᛦૢ

ǑƘưƖǔǋƷǛᢠǜưܱƠǇƠǐƏŵ

ƷѣƖƕǑǓǹȠȸǺƴƳƬƯƍƖǇƢŵ᧙ራƴƔƔǔਃ

èྵנᡫᨈၲɶƷ૾ƸŴɼҔƴႻᛩƠ

ǛถǒƠƯദƠƍ᧙ራƷѣƖǛӕǓƢƱ៲˳ƕ٭ǘƬƯƍ
ƖǇƢŵ៲˳ƕ٭ǘǕƹѣ˺ǋ٭ǘǓǇƢŵଐࠝဃƕಏƴ
ᡛǕǔǑƏƴŴ៲˳ǛȡȳȆȊȳǹƠƯƍƖǇƠǐƏᲛ

ƦƷਦᅆƷǋƱᢃѣǛᘍƍǇƠǐƏŵ
ȪȩǯǼȸǷȧȳưƸ
௩ǒƔǊƴ

آপ

২ٛছ༹૽ ़౬ फٛȁ५ࠁफພ֭

̳̽̀͘͞

࠲ࢫ௩ૺΓϋΗȜ̪͙͛

健康増進センターめぐみ

̧̱̹͘ȃ ȸρΘ̦̺̞ͥȹ ȸμσ̦ܨ

ρ
स

θ
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サンショウの若葉は、木の芽と呼ばれ、日本料理の吸い物や木の芽あえ、田
楽などに用いられます。七味唐辛子の薬味の一つとしても有名です。また、木
の材は堅いので、すりこぎ棒に使用されていました。このすりこぎ棒を使うと
食中毒にならないなどの言い伝えがあります。

日本では、サンショウの成熟した果実の皮を芳香性健胃薬、整腸薬、駆虫薬、歯痛の痛み止めなどに用
しょくしょう

いていました。我が国では山椒を漢方処方の構成生薬として用いますが、本場の中国には山椒はなく蜀椒
と言われる生薬を使います。これは原植物名をカホクザンショウとかトウザンショウといいサンショウの
仲間ですが種が違います。
サンショウは、ミカン科の植物で、香りが強く、その成分はシトロネラール、リモネンなどであり、辛
味のあるサンショオールやサンショウアミドも含まれ、その他、クエルシトリンやヘスペリジンなどのフ
ラボノイドも含まれています。日本薬局方では、芳香辛味健胃薬や苦味チンキの原料としていますが、一
般的には薬用というよりは食卓の香辛料として普通に用います。

学術顧問 笠原 義正
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࠲ࢫεȜΠޫ ̱̹͂̈́ͤ͘Ȋ
萬屋薬局かみの山店（上山市弁天）は今年５月、健康サポート薬局の認定を受けました。萬屋薬局としては、
本店（山形市六日町）に続き、2 店舗目になります。

࠲ࢫεȜΠޫ͉͂ȉȁȁ薬局は、地域包括ケアシステムを支える重要な機能の１つとして薬に関することはもちろ
ん、在宅介護や食事栄養など健康全般にわたる相談にお応えし、必要に応じて適切な機関を紹介したり、健康に役立つ情
報を広く発信し、地域の方々の健康の保持増進をお手伝いする役割を担うことが期待されています。このような役割が果
たせるよう、厚生労働省の定める基準に適合した薬局が健康サポート薬局として認定されています。
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2019年度採血計画

山形県の献血者数（2019年度実績：2019年5月末まで）
400ml

4,082人

200ml

190人

成分

1,651人

【献血ルームご案内】 山形駅前出張所 献血ルーム SAKURAMBO

合計

5,923人

38,878人

山形市香澄町2-2-36 山形センタービル5階 電話：フリーダイヤル 0120-107-093
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在宅医療制度において、介護認定（要介護または要支援認定）は受けていないものの、通院が困難で、
医師が必要と認めた患者さんの自宅に薬剤師が訪問し、薬学的な管理指導を提供するサービスを「在宅
患者訪問薬剤管理指導」といいます。介護認定を受けている患者さんの場合は、医療保険よりも介護保
険が優先され、
「居宅療養管理指導」という同様の内容の介護サービスとして提供されることになります。
これらのサービスを利用すると、患者さんは薬局に出向くことなく自宅で薬を受け取り、説明や管理
のアドバイスを受けることができるため、利用されている患者さんには重要なものとなっています。
介護認定なし

居宅療養管理指導においては、

在宅患者訪問薬剤管理指導
【医 療 保 険】

薬剤師以外にも医師や歯科医師及
び管理栄養士がそれぞれの専門職
の立場から指導・助言を行った場
合も対象になります。そのため、

介護認定あり

居宅療養管理指導

要介護／要支援

【介 護 保 険】

通所介護や短期入所等の居宅介護サービス利用において要介護状態区分ごとに割り当てられる「区分支
給限度額」には影響しないよう別枠扱いされているという特徴があります。いずれにしてもケアプラン
に位置付けられる必要がありますので、担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）またはかかりつけ
の薬剤師までお問い合わせください。

在宅事業部長

鈴木弥夫（ひさお）
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■発行人：株式会社萬屋薬局
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