
応募投書箱はコムファ各

薬局に設置しています。 

前号(2020年新春号)クイズ解答 

〇 

〇 

× 

× 

〇 

こむふぁ通信 クイズ解答用紙・投稿用紙 

 こむふぁ通信をご愛読頂きありがとうございます。クイズ正解者、記事を投稿いただいた方の

中から抽選で５００円分の図書カードを差し上げます。 

 

 お名前                  電話番号   -     -       

     〒   - 

ご住所                                      
 

クイズ解答 〇か×でお答えください 
 
Q1.                
 
Q2.                
 
Q3.                
 
Q4.                
 
Q5.                
 

                                                                                                            

 

  

あゆみ薬局さんとは長いお付

き合いですが、このコムファ通

信ははじめていただき、健康情

報や読者の声などありとても良

いと思います。いつもお会いし

ている薬剤師さんのお顔が見ら

れ心が和みます。なんでも相談

できてありがたいです。 

オリンピックはフランスの教育家クーベルタンがオリ

ンピック委員会を組織し「オリンピックは勝つことでな

く参加する事が大切である」と中学校の授業で教えられ

ました。思い出は、東京オリンピックでの女子バレーボ

ール、「東洋の魔女たち」が大松監督の厳しい指導で見

事「金メダル」に輝いたこと。その時は嬉しくて感動の

涙が溢れました。50 数年前に活躍した選手の皆さんがま

だ元気で生きておられたら、その当時の話をたくさん聞

けるのになぁと淋しく感じています。 

なんといってもマラソンの円谷幸吉選手の銅メダル！

競技場に入って来られた時の感動は忘れられない。イギ

リスの選手に抜かれてしまい惜しくも三位だってけれど

立派な成績だ。数年後、円谷選手の遺書を参考に作られ

た「一人の道」という歌が出たが、本当に真面目で一生

懸命の姿がいつまでも目に焼き付いてはなれない。 

ご応募ありがとうございました！  こんな記事が読みたい等、ご要望もお聞かせください 

次号こむふぁ通信夏号（2020 年 7 月頃発行予定）には、「さっぱりレシピ」についての記
事を掲載予定です。お話をお聞かせください。本紙下部の応募欄を切り離し備え付け
の応募箱に投函してください。投稿者の中から抽選で図書カード 500 円分を進呈しま
す。たくさん応募してくださいね！待っています(^^♪ 

薬剤師募集中！ Tel:075-366-6804 

e-mail;yakugaku@kyoto-compha.or.jp 

◎発行 一般社団法人京都コムファ ◎みつばち薬局上賀茂店 ◎みつばち薬局紫野店 ◎花ぐるま薬局 ◎なごみ薬局 ◎コスモス薬局 ◎あゆみ薬局 

https://www.kyoto-compha.or.jp/ 

求 

☆吉祥院友の会だより春号に、あゆみ薬局の「日焼け対策」の記事が掲載中です 

☆上京友の会だよりに、花ぐるま薬局の「マスクの正しいつけ方」の記事が掲載中です 

☆中右京健康友の会版コスモスたよりに「腸内ﾌﾛｰﾗについて」の記事が 

掲載配布中です 

☆上賀茂健康友の会だよりに、上賀茂の職員の記事が掲載されます 

Q1. 手洗いは指先だけでよい 

Q2. セアカゴケグモは背中全体が赤い 

Q3. セアカゴケグモにかまれた時は念のため医師の診察を受ける 

Q4. 肥満度 9％は標準だ 

Q5. 前回の東京オリンピックは１９６０年だ 

 

 

 

本誌下部の点線から切り離し、答え

を記入して、回答してください。 

正解者の中から抽選で図書カード

500 円分を進呈します。 

応募締切 2020 年 5 月 22 日 

 

 

 

Q1.  

Q2.  

Q3.  

Q4.  

Q5.  

きりとり きりとり 

※解答応募締切 2020 年 5 月 22 日（金） 

 

皆様のご投稿を 
お待ちしております 

Vol.29 

 

お役立ち情報満載のブログお役立ち情報満載のブログ
 

読者の声 

1964 年の東京オリンピ

ックの時には横浜に住ん

でいました。季節は秋だ

ったのですが、国立競技

場はふきさらしで、寒く

てブルブル震えていたの

だけが印象に残っていま

す。今回は「暑くてぐった

り」だけの印象になるの

かと思って…申し込んで

いません。 

前回の特集記事「骨粗しょう

症について」自分なりに理解し

ていたつもりですが、・骨吸

収・骨形成について考えたこと

もありませんでした。若い頃よ

り身長が 7 ㎝以上縮みました。

「年取って背中丸くなって仕方

がないなぁ」とかるく考えてい

ました。「良い記事」をありが

とうございました。 

石けんで洗い終わったら、流水で 20秒以上流し、清潔なタオルやペーパーでよく拭き

取って乾かします。 
厚生労働省より 

tel:075-366-6804


 

 

 

ご意見・ご感想をお寄せください → → → → → 

次号（2020 年 7 月頃発行予定）のこむふぁ通信では「さっぱりレシピ」についての記事を掲載予

定です。パパッと作れるさっぱりしたお料理、暑い季節にはこの料理だと食が進む！！などなど！さ

っぱりレシピや簡単お料理法についてのお話をお聞かせくださいお待ちしています！ご利用のコムフ

ァの薬局に対するご意見ご要望についても是非お寄せください。こんな特集をしてほしい等々お待ち

しております。 

※お名前ご住所等、個人情報は景品の発送目的の範囲内において利用し、他の目的には利用いたしません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

健康づくりにおいて、肥満の予防は重要な位置づけを持ちます。肥満度の判定には国際的な標準指

標である BMI（Body Mass Index）が用いられます。男女とも標準とされる BMIは 22.0です。 

これは統計上、肥満との関連が強い糖尿病、高血圧、脂質異常症（高脂血症）に最もかかりにくい数値

とされています。そこで BMI=22となる体重を理想としたのが標準体重です。 

 

 

 

÷      ÷           
＝ 

 
 
 ③ の計算方法  

 

クモは自分から人に対して攻撃的になることはありません。 

もし見つけた場合でも正しい情報を知っていれば害を受けること

はないでしょう。見つけても決して素手でさわらないようにしてく

ださい。基本的にはおとなしいため、おどろかすと死んだまねをす

ることがあります。少量の毒をもっており、咬まれた瞬間は針で刺

されたような刺激を感じます。 

子供や高齢者の方は危険な場合もあり注意が必要です。 

BMI は身長と体重から単純に計算された値ですので、これだけでは筋肉質なのか脂肪過多なのか区別できません。

また、BMI は標準でも筋肉や骨と比べて脂肪が多い、つまり体脂肪率が高い状態（隠れ肥満）が最近の若い女性に多

く見られています。近年、体脂肪率も測定できる体重計が市販されていますが、機種によって推定方法や判定基準が

異なることがあり、体脂肪率の正確な測定は困難です。一定の誤差があることを理解したうえで、あくまでも目安のひ

とつとして、測定値の増減の傾向を把握してみましょう。 

 

 記入欄 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

きりとり きりとり  

B M I と 肥 満 度 を 計 算 し て み よ う ! 
 
 

あなたの肥満度は？ 
セアカゴケグモは特定外来生物に指定されており、生きたままの生息場所か

らの移動は禁止されています。その場で駆除するようにと記載されています。 

〇花壇まわりのブロックのくぼみや穴 

〇排水溝の側面やふたの裏 

〇クーラーなどの室外機や自動販売機との壁のすきま 

〇墓地の墓石の花立てや線香立てなどの石のすきま 

特に、秋ごろには成熟したメスが枯れ葉や枯れ草等で 

網を絡めて卵のうといっしょに閉鎖巣をつくり越冬の 

準備をしているのが確認されています。 

かまれた時の症状は個人差が大きいので、注意してく

ださい。かまれた直後は、かまれた場所に軽い痛みを感じる

程度ですが、次第に痛みは増し、範囲も広がります。重症の

場合には、胸やお腹などが痛くなり、筋肉のけいれんなどが

みられることもあります。症状が出るまで 12時間以上 

かかることもあるので、かまれたときは念のため 

医師の診察を受けてください。 
 

成体のメスは約 7～10mm で全体的に黒色です。オス

は約 4～5mm の大きさで腹部が細く、触肢が丸くなって

おり、茶褐色をしています。特にセアカゴケグモの背中に

は、中央に赤色の縦すじ模様があり、腹部の裏面には四角

あるいは砂時計型の赤色の模様が見られます。 

卵のうは直径 10～15mmの乳白色の 

球形です。 

市販の殺虫剤を直接ふきかけてください。 

クモには、素手でさわらないよう手袋などをしてく

ださい。薬剤の使用や焼却を行う場合には、作業者の

安全はもちろんのこと周辺の環境への影響なども考

え行ってください（側溝に噴霧する場合は魚毒性の高

いピレスロイド系の使用を避け、花壇の場合は園芸用

殺虫剤を使用するようにするなど）。駆除終了後には

再発生を防ぐためにもブロックなどの穴をふさいだ

り、日当たりが良い所を好むので日が直接当たら 

ないようにし、発生場所の温度を下げるなど 

予防を講じておきましょう。  

 

↑頭からお尻まで 

約 1 ㎝（実物大） 

京都府の HPより 

https://www.pref.kyoto.jp/hokanken/ 

oyakudati_seakagokegumo.html 

公益財団法人長寿科学振興財団 HPより https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/koureisha-shokuji/tyojyu-eiyou.html 

(表.1) 

(表.1) 肥満の BMI の上限は各年齢とも同じですが、低い基準は年齢ごとで異なります。特に 70 歳以上では、フレイル

（虚弱）の予防と生活習慣病の予防の両方を配慮し、BMI21.5以上となっています。 

京都市は 

①  の計算方法  
例） 22×身長（1.65ｍ）×身長（1.65ｍ）＝59.895  

身長 165ｃｍの方の標準体重は約 60ｋｇ 

 

 

 

② の計算方法  
例） 体重（68ｋｇ）÷身長（1.65ｍ）÷（1.65ｍ）＝24.9.. 

体重 68ｋｇ、身長 165ｃｍの方の BMIは 25となる 

 

例） 体重が 68ｋｇで身長が 165ｃｍの場合 

体重（68ｋｇ）－標準体重（60ｋｇ）÷標準体重（60ｋｇ）×100＝13.3.. 

肥満度 13％ となるので結果は 「過体重」 」   
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年齢 目標とするBMI

18～49 18.5～24.9

50～69 20.0～24.9

70以上 21.5～24.9

表 1 の年齢から見た

BMI の目標と比べてみ

てどうでしょう？ 

③の肥満度の計算に 

使います！ 

(表.2) 

表 2 を参照してください。 

ご自身の肥満度の結果は 

どうでしたか？ 

 

 

パーセンテージ 結果

－10%未満 やせ

－10％～10%未満 標準

10％～20%未満 過体重

20%以上 肥満

標準 BMI 

 

 


