
応募投書箱はコムファ各

薬局に設置しています。 

前号(2020 年秋号)クイズ解答 

〇 

〇 

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.                
 

                                                                                                            

 

  

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 4 月頃発行予定）には、「薬局に期待すること」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/ 

☆吉祥院友の会だより秋号に、あゆみ薬局の「ワクチンとは？」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「過活動膀胱」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. 今年の表紙の職員は 10 名だ。  

Q2. ロコモとは立つ、歩くといった移動機能が低下した状態のことをいう。 

Q3. ロコトレは、ロコモが進行したら行うトレーニングである。 

Q4. ロコモかどうかは「ロコモ度テスト」で判定する。 

Q5. ロコモは進行すると、将来介護が必要となるリスクが低くなる。 

 

 

 

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 2021 年 2 月 26 日 

 

 

 

Q1.  

Q2.  

Q3.  

Q4.  

Q5.  

きりとり きりとり 

※解答応募締切 2021 年 2 月 26 日（金） 

 

皆様のご投稿を 
お待ちしております 

Vol.32 

 

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 

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 

 

紫野協立診療所すぐそば 

 

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 

  
 

自粛生活が長過ぎ、せっかくなのでスパイスカレーに手を出
しました！…そしてスパイスの奥深い沼に私もハマりました
(笑)初めてレシピ見ながら作ってみたのがチキンカレー。何よ
りハマったポイントは辛さが自分好みに調整出来るところ。我
が家のカレーは私と息子はあまり辛いのは好きではないが、旦
那さんは普通に辛目が好きなのでルーで作ると別々に作った
り、中途半端な辛さに仕上げて特に美味しいとも思わずに食べ
る…的なメニューでしたが、スパイスカレーは後で個人好みに
変えられるのでみんな満足（＾ω＾） 
ニンニク、生姜、玉ねぎ、トマトを炒めて作るベースにセロ

リや赤ワインを混ぜてみたら、私好みの味に出来たので今後は
我が家の食卓にはちょくちょくカレーが並びそうです。スパイ
スの配分も色々試して見ようと思いますが、どんな味になるの
か想像力が乏しく、なかなか勇気が出ません・・笑 
最近ホールスパイスにも挑戦しはじめました、こちらはなか

なか難しくて使いこなすのに四苦八苦していますが、ハンバー
グを作るときなどに入れると風味アップで美味しくなります。 
コロナの自粛生活は辛いし、早く終息して欲しいですが、辛

い中でも何か新しいことを始めることで少しでも日々の生活に
楽しみを見つけたいですね。 

前回の特集「有毒植
物」について、知らなか
ったことが多く勉強にな
りました。知らないと怖
いですね。 

コロナ禍の自粛生活中に植物を増やしました。バラは
「アンネのバラ」「イングリットバーグマン」などを迎
え、ラズベリーやマルベリー（桑の木）なども植えまし
た。また、昔やっていた「大人の DS トレーニング」を再
びやるようになりました。脳をきたえるために… 

～コロナ禍でやり始めてみた事～ 

前回の有毒植物による食中
毒の記事。知らないことが
多くあり参考になりまし
た。「こむふぁ通信」楽し
みにしています。 

今年も、新春号の表紙は勤続の節目を 

迎えた職員に飾ってもらいました。 

本年も、京都コムファの薬局並びに、 

こむふぁ通信をよろしくお願い致します。 

新
し
い 

読書にゲームに筋トレ。めったに会えない友人とビデ
オ通話したり！コロナで外には出れなかったけれど、溜
めていた本を読破できたし、友人たちとビデオ越しでは
あるけれど会えた。つぎは編み物でもしようかな。 

求 

tel:075-366-6804


 
 

 

ご意見・ご感想をお寄せください → → → → → 

次号（2021年 4月頃発行予定）のこむふぁ通信では「薬局に期待する事！」についての記事を掲載予

定です。薬剤師といっぱいお話したい！！検診結果の相談をしてもいいのかな？自分に合ったサプリ

メントってどんなのがあるのか知りたい！こんな特集をしてほしい！等々是非お話をお聞かせくださ

い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。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
運動器の疾患 

 変形性膝関節症、骨粗鬆症、関節リウマチ、変形性脊髄症、

背柱管狭窄症、骨折、四肢・体幹の麻痺、腰痛、肩こりなど 

 

加齢に伴う運動器の機能低下 

 四肢・体幹の筋力低下、体力・全身耐久性の低下、筋短

縮や筋萎縮による関節可動式制限、関節や筋の痛みなど 

記入欄 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

きりとり きりとり  

https://locomo-joa.jp/ 

出典元：【ロコモチャレンジ！ 

 推進協議会 公式ＨＰ「ロコモONLINE」】  

運動器とは？ 

骨や筋肉、関節のほか、脊髄や神経が連携し、身体を動かす仕組みの

ことです。ふだん私たちは何気なく身体を動かしていますが、それは

運動器の各パーツの働きが連動して成り立っています。どれか 1 つ

が悪くても、身体はうまく動きません。 

人間が立つ、歩く、作業するといった、広い意味での運動のために必要な身体の仕組み全体を運動器といいます。 

骨・関節・筋肉・神経などで成り立っている運動器の組織障害によって立ったり歩いたりするための身体能力

（移動機能）が低下した状態が「ロコモ」なのです。ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリスクが高くなります。

介護が必要になる原因のトップは転倒、骨折や関節の病気など運動器の故障であることはあまり知られていま

せん。 

ロコモとは、「立つ」「歩く」といった運動器の障害

のために移動機能が低下している状態のこと。 

ロコモ（ロコモティブシンドローム）といいます。 

運動器の障害

24.80%

認知症

17.60%

脳血管疾患

16.10%

高齢による衰

弱

12.80%

その他

28.70%
運動器の障害

認知症

脳血管疾患

高齢による衰弱

その他

要支援・要介護になった原因 

※運動器の障害：骨折転倒・関節疾患・脊髄損傷の合計厚生労働省 2019年国民生活基礎調査の概況より改変 

ロコモかどうかは 3つのテスト「ロコモ度テスト」で判定します。 
1つ目は片脚または両脚でどれくらいの高さの台から立ち上がれるかを測る「立ち上がりテスト」です。 

2つ目はできるだけ大股で 2歩歩いた距離を測る「２ステップテスト」です。 

3つ目は運動器の不調に関する 25の質問に答える「ロコモ２５」です。 

テストはロコモチャレンジ！ 推進協議会 公式ＨＰ「ロコモ ONLINE」に詳しく記載されています。  

いつまでも元気な足腰でいるために、「ロコトレ（ロコモーショントレーニング）」を続けることが肝心です。 

「ロコモ」といっても、程度は人それぞれです。ご自身に合った安全な方法で、無理せず行いましょう。 

支えが必要な人は十分注意して

机に手や指をついて行います。 

ロコモの原因は？ 

 

ロコトレはたった２つの運動 

「片脚立ち」と「スクワット」 

毎日続けましょう！ 

バランス能力をつけるロコトレ 

片脚立ち 2
ロコトレ 

1 

2
ロコトレ 

2 
下肢筋力をつけるロコトレ 

スクワット 

ひざがつま先より 

前に出ない 

・動作中は息を止めないようにします。 

・膝の曲がりは 90 度を大きく超えないようにします。 

・支えが必要な人は十分注意して、机に手をついて行います。 

・楽にできる人は回数やセット数を増やして行っても構いません。 

1. 

足を肩幅に広げて立ちます 
2. 

おしりを後ろに引くように 

2～3 秒間かけてゆっくりと 

ひざを曲げ、ゆっくりと戻ります 

スクワットが出来ない場合 

イスに腰かけ、机に手をついて 

立ち座りの動作を繰り返します。 

机に手をつかずにできる場合は 

かざして行います 

5～6回で 1 セット、 

1日 3 セット 

左右とも 1分間で 

1 セット、1日 3 セット 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QY4P9TNJU68&feature=e

mb_logo 

ガ イ ド ム ー ビ ー
（YOUTUBE）11 分頃か
らロコトレについて始ま
ります。  ↓ 
 

https://locomo-

joa.jp/check/test/ 

ロコモ度チェックのページ 

ロコモの対処法には病気の

予防、病気に対する薬物

や手術による治療、運動

器の力の衰えに対する筋

力やバランス力のトレーニ

ング、痛みや痺れに対する

治療、栄養不足や栄養過

多の改善などがあります。

また生活習慣病の予防

やその治療を合わせて行

うことも必要です。 

ロコモは回復可能なのが

最大の特徴です。きちんと

対処しましょう！ 

 

自らの運動器の機能低下に気づき、進行を予防するための運動習慣をできるだけ

早い段階で始めることが大切です。 

床につかない 

程度に 

片脚を上げます。 

 

転倒しないように 

必ずつかまるものが 

ある場所で行いましょう。 

 姿勢をまっすぐにする。 

 


