
応募投書箱はコムファ各

薬局に設置しています。 
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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.                
 

                                                                                                            

 

  

私には、息子がいます。 
彼が 1歳のころ、お風呂から出して、次の子を引き上げにお風呂場に行っている僅かな間の出来事をお話します。 

親の真似をしたのでしょう。電話の受話器を握り何やら無言でうなずいています。相手は「もしもし！もしもし！」 
と繰り返しています。そして、彼は突然ガチャンと受話器を置きました。 
翌日、職場の報告で「昨日、気持ち悪い、無言の鼻息だけの電話があった。」と。彼は「電話の短縮番号 1」にかけたのでした。 
彼はもう親元離れて生活する大学生。音信のないのは元気な証拠と諦めていますけど。鼻息の電話すらないですね。 

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 

次号こむふぁ通信秋号（2021年 1月頃発行予定）には、「コロナ禍でやり始めてみた事」
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 https://www.kyoto-compha.or.jp/ 

求 

☆吉祥院友の会だより秋号に、あゆみ薬局の「秋バテ」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「口腔ケア」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. ８月 24 日は薬害根絶デーだ。 

Q2. 安易に野草を食べない。 

Q3. ジャガイモの芽は毒である。 

Q4. キョウチクトウの生木を燃やした煙も有害だ。 

Q5. 野菜と観賞植物を一緒に植えない。 

 

 

 

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 11 月 20 日 

 

 

 

Q1.  

Q2.  

Q3.  

Q4.  

Q5.  

きりとり きりとり 

※解答応募締切 2020 年 11 月 20 日（金） 

 

皆様のご投稿を 
お待ちしております 

Vol.31 

 

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 

薬害根絶デーとは？ 
 

1980年代、血友病患者にウイルスの不活化を施していない

血液製剤が使われ、多くの HIV感染者を生んだ薬害エイズ

事件が起こりました。 

ウイルス感染の危険を知りながら販売していた製薬企業と

国の事実隠蔽により多くの被害者が生まれたこの事件の

反省から、99年 8月 24日、厚生省は（現・厚生労働省）薬

害根絶のための最善の努力を重ねていくという誓いの碑を

建立しました。 

この碑は「人里はなれた静かなところに建てたらどうか」

などと言われていましたが被害者の方々の粘り強い交渉

で、厚生省の敷地内正面玄関近くに設置されたものです。 

その翌年から毎年 8 月 24 日は、全国薬害被害者団体

連絡協議会（薬被連）が厚生労働大臣に要請分を手渡す

「碑の前行動」を行ない、厚労省・文科省交渉、厚労省前で

のリレートークなどを実施しています。 

みつばち薬局 
上賀茂店 

 

みつばち薬局 
上賀茂店 

上賀茂診療所のよこ 

 
 

みつばち薬局 
紫野店 

 

みつばち薬局 
紫野店 

 

紫野協立診療すぐそば 

 

北区紫野西野町 65-７ 

 
 

上京診療所のそば 

 

花ぐるま薬局 

 

花ぐるま薬局 

  

 
 

仁和診療所のそば 

 

なごみ薬局 

 

なごみ薬局 

 
 

  
 

コスモス薬局 

 

コスモス薬局 

太子道診療所のよこ 

 
中京区西ノ京小堀池町 18-7 

 
 

あゆみ薬局 

 

あゆみ薬局 

吉祥院病院のそば 

 
南区吉祥院御池町 22 

  
 

2020 年、とにかく暑い夏の出来事・・・ 
植物が好きな私は、毎朝、庭に出て植物の状態を見て
回り、花が咲けば愛でています。 
あるカンカン照りの日、忙しくてどうしても朝に水

をやれずにいたことがありました。翌朝庭に出ると、
あろうことか、大事にしているアジサイやバラの葉が
日に焼け茶色く変色しています。数日後には、落葉！
あ～枯らしてしまった！ゴミの日に葬る前に、日陰に
寄せて水もやらずにおきました。そうしたら、ナン
ト、小さな芽が出てきたんです。 
植物の生命力って凄いと思いました。 

生きてたんだ！今は、散髪（剪定）して二回りくらい
小さくなりましたが、猛暑を乗り越えられそうです。 
猛暑に負けるな、逆境に負けるなとは言いません。

負けても、一歩後退でもいいんです。また条件があれ
ば芽を出せる、そんなことを教えてくれました。 

コスモス薬局の向かいで宣伝

活動を行いました。 

各薬局でも学習や宣伝に取り

組んでいます。 

コロナウイルス禍がはじまって
から 6か月以上がたちましたが非
常事態宣言が解除されてからも 7
月になって東京、大阪をはじめと
した大都市を中心にまた感染者が
増えています。「マスク」を着用
し、感染防止のための生活様式を
確立していくことが大切だと感じ
ます。 

私には、3 人のこどもがいます。 
彼らは男兄弟にしては、珍しく仲良し。

ある日、私はこどもにお風呂洗いを頼み
ました。そうしたら 3 人ですると言い出
し、お風呂場へ向かいました。しばらく
するとゴリゴリゴリガリガリガリ・・・と
音がして・・・え?何の音？ お風呂場に
駆けつけてみると・・・ 
長男は「お風呂専用たわし」を使用、次

男は「ボディータオル」を使用。そして、
三男は「軽石」を使用！軽石でお風呂を
洗って、いや、削ってくれていました。怒
るに怒れないでしょう。 
彼らは、もう成人しました。 
今では、笑い話です。 

～ 心あたたまる話 ～ 

3 人家族のところにやってきて
くれたトイプードルの女の子、来
てから 1 年経ちました。3人とも
に甘えてきてかわいいです。おな
かを見せて無防備な格好をするの
には「おいおいちょっと…」と思
います。赤ちゃんの時にしか 
会っていない孫たちには 
写真を送っています。 

tel:075-366-6804


 

 

 

ご意見・ご感想をお寄せください → → → → → 

次号（2021 年 1 月頃発行予定）のこむふぁ通信では「コロナ禍でやり始めた事」についての記事を掲

載予定です。手間のかかる料理を作ってみたり！！新しく始めた趣味！などコロナ禍でやり始めた事

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。 

アサガオ 
種に有毒成分があります。種子は峻

しゅん

下剤
げ ざ い

として知られており、生薬名は牽牛子（けん

ごし）です。下剤と名乗っていますが、通常

便秘の処方に使っているのはもう少し体に

優しい緩
かん

下剤
げ ざ い

と呼ばれるものです。緩
かん

下剤
げ ざ い

でも「えらい目にあった！」と経験のある方

は多いと思いますが、さらに激しい作用で

危険を伴うのが峻
しゅん

下剤
げ ざ い

です。自己判断で

摂取するのは止めましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

白いのも 
赤いのも 
黄色いのも 
あります 

本当は怖い園芸植物 

道の傍ら、庭の隅、身近な畑や野山で

ひっそりと、あるいはあでやかに伸び咲

き誇る植物。いずれも美々しく、そして

ときどき、なんだかおいしそう。。。 

けれどなかには、お馴染みの野菜や山

菜に似ているのに一口で昏倒するもの、

迂闊に触れると悲惨な事態を招くもの

もあるのです。 

ヒガンバナ 
花と葉と茎と根に毒を含んでいます。特に球根に強い毒が含まれていま

す。鱗茎（球根）に多く含まれる「リコリン」に中枢神経麻痺作用があり、嘔

吐・よだれ・下痢などを起こします。その昔、飢饉や災害、戦争の際にはヒ

ガンバナの毒は水溶性のため水でよくさらしてデンプンをとり、救荒作

物とした歴史がありますが、決して食さないでください。 

記入欄 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

きりとり きりとり  

植物の中には、薬理作用の強いものがあったり、使い方によっては有毒になるものがあり、「薬と毒は紙一重」とも言われています。安易に野草を食べたりしないように！！ 

街の中でも見かける

注意が必要な雑草 

イヌホオズキ 
ジャガイモの芽に含まれるものと同じ「ソラニン」を含んでいます。嘔吐・下痢を起こす

ので食べてはいけません。草丈は 30㎝～90㎝ほどに成長します。7月～10月頃に

小さい可愛らしい花を咲かせます。花が終わると５㎜～１０㎜ほどの実を付けます。実

は緑色から黒へと変化します。実はもちろん葉や茎、全草に毒の成分があります。 

ヨウシュヤマゴボウ 
「フィトラクシン」の作用で吐き気や下痢を起こします。紅紫色の茎は2mほどに

なり、初夏から秋にかけて白い総状花序を作り、紅紫色の果実を付けます。紅紫

色の果汁を食品の染色にも使われたこともありますが、現在はもちろん用いら

れていません。アザミの根が「ヤマゴボウ」という名で売られています。このた

め、ヨウシュヤマゴボウの根が食べられるものと勘違いして食べてしまい、中毒

になるという事例がときどき起きているので注意が必要です。全草に有毒成分

が含まれていますが、特に根に多く、実には少ないといわれています。 

ニチニチソウ 
キョウチクトウ科の植物で 60 種類以上の「アルカロイド」と呼ばれる成

分を持っています。そのうち「ビンブラスチン」と「ビンクリスチン」に細

胞分裂阻害作用があります。ガン治療の目的で使用されています。植

物体全体に強い毒性を含んでいますので一般の方が手軽に薬草として

利用できるような植物ではありません。口にしてはいけません。 

キョウチクトウ 
植物体全体に強い有毒物質を持っている常緑の

高木または低木。大気汚染に強く、都市の公園、

工業地帯などに植えられています。「強心配糖体

オレアンドリン」などが含まれており、嘔
おう

気
き

・嘔吐、

四肢脱力、下痢などを起こします。生木を燃やし

た煙も有毒です。枝の切断面から生じる液も有

毒性は強い。海外で串焼きの串に使用した事に

よる死亡例もあるそうです。 

～有毒植物による食中毒の予防方法～ 

○家庭菜園や畑などで，野菜と観賞植物を一緒に

栽培するのはやめましょう。 

○食用の植物だと思っても、植えた覚えのない植

物を食べるのはやめましょう。 

○植物を食べて体調を崩したら，医療機関を受診

しましょう。その際、原因となった植物を持参す

ると治療の参考になる場合があります 

スイセン 
全草が有毒で、鱗茎（球根）に特に

毒成分が多い。 
葉がニラやネギと間違え誤食しない
よう注意！ 

 
フクジュソウ 

全草が有毒。おう吐、呼吸困
難、心臓麻痺など、死亡する
こともある。新芽がフキノトウ

と似ているので注意！ 

スズラン 
有毒物質は全草。特に花
や根に多い。差した花ビン
の水を飲んでも中毒を起

こすことがあるので注意！ 

アジサイ 
葉を食べて吐き気やめまい
嘔吐や顔面の紅潮などの中
毒症状を訴えた症例がある

ので食べない様に注意！ 

キダチチョウセンアサガオ
アサガオとは品種が別です。実際は

ナス科の植物で花がアサガオに似てい

るためにそう名付けられているだけ。

口が渇く、体のふらつき、嘔気、倦怠

感、眠気を起こします。こちらは種だけ

でなく植物体全体に毒を持っていま

す。実や蕾がオクラに似ているので間

違って食べないように注意が必要で

す。 

タマスダレ    
タマスダレもヒガンバナ科の植物で全草に毒
性があります。嘔吐、痙攣などの症状をおこ
します。  タマスダレの葉はニラなどに、球根は

ラッキョウやノビルなどの球根植物に似ている
ので要注意です。 


