
応募投書箱はコムファ各

薬局に設置しています。 

前号 (2021 年冬号)クイズ解答 
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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。クイズ正解者で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.                
 

                                                                                                            

 

  

たくさんのご応募ありがとうございました！投稿していただいた記事は全て拝読させていただいています！ ありがとうございます(^^♪ 

皆さまのお声は励みになります！是非とも投稿してください！！お待ちしております。ご質問等のお答えはいずれの日か紙面でいたします！ 

次号こむふぁ通信夏号（2021年 7月頃発行予定）には、「コムファの薬局で取り扱ってほ
しい商品」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春号に、あゆみ薬局の「新型コロナウイルスワクチン」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「過敏性腸症候群」の記事が掲載配布予定 

☆上賀茂健康友の会だよりに、みつばち薬局上賀茂店の職員の記事が掲載されます 

 

Q1. 学術運動交流集会は 2 年に 1 度だ。 

Q2. 血圧は常に一定である。 

Q3. 血圧が正常かどうかは測らないと分からない。 

Q4. 高血圧を予防する為の塩分の摂取量は 1 日 6g 未満だ。 

Q5. 血圧測定時に、喫煙、飲食、カフェインの摂取をしない。 

 

 

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。 

記事を投稿しかつ、クイズ正解者の

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 5 月 26 日 

 

 

 

Q1.  

Q2.  

Q3.  

Q4.  

Q5.  

きりとり きりとり 

※解答応募締切 2021 年 5 月 26 日（水） 

 

皆様のご投稿を 
お待ちしております 

Vol.33 

 

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 
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みつばち薬局 
上賀茂店 

上賀茂診療所のよこ 
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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 

  
 

診察室を出てから聞き忘れた事を思い
出します。その事をお薬をいただく時に
薬剤師さんにお聞きするのです。お医者
さんより詳しく説明してくださり感謝し
ています。ありがとうございます。面倒が
らずに答えてくださるのが嬉しいです。 
 

コスモス（M さん） 

いつもお世話になり有難うございます。手渡し時に
必要作業である事は、理解していますが毎回同じ薬で
利用させていただいている者はなるべく手短にして
頂けた方がありがたいです。周りからもよく耳にしま
す。難しい問題だとは思いますが、よろしくお願いい
たします。 

あゆみ（I さん） 

長生きするためには唾液の働きが最も重要だと聞
きました。毎日両手の親指をそろえてあごの下（舌下
腺）を押すという[唾液腺マッサージ]をしています。 
週に 1 回老人福祉の体操に行っています。筋肉をつ
ける、バランスをとるなど、色んな体操をしています。 
 

コスモス（S さん） 

薬剤師の皆さん、一人ひとりが親切に優しく接してくだ
さるのが「花ぐるま」の誇りだと思っております。 
利用者さんへ薬を届けてくださってるのを時々目にす

ると「ホッ」とします。これからもよろしくお願いいたし
ます。 

花ぐるま（T さん） 

求 

～薬局に期待すること～ 

 

第 14回学術運動交流集会は 

ＷＥＢを使った取り組みとなりました。 

京都民主医療機関連合会（京都民医連）では、「学術運動交流集

会」という企画を２年に１回開催しています。薬剤師だけでなく、

医師・看護師・事務職員などが、記念講演やテーマに沿った学習

会、職種別の企画に参加します。また、各事業所からは、症例報

告、医療‣介護などの活動報告、事業所運営上での成功事例、工

夫した内容などをまとめて、演題発表やポスター報告を行いま

す。京都コムファからも多くの職員が、各企画への参加、事例や

医療活動報告など、６演題を発表しました。 

 

tel:075-366-6804


 
 

 

ご意見・ご感想をお寄せください → → → → → 

次号（2021 年 7 月頃発行予定）のこむふぁ通信では「コムファの薬局で取り扱ってほしい商品」について

の記事を掲載予定です。この商品が欲しいねん！薬局にあるから便利やわぁ！と言う商品をお教えく

ださい。そして、こんな特集をしてほしい！ねぇ聞いて薬剤師さん！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。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

計測回数や計測記録は？    
・ 血圧を測る時は「2回」測定し、良くて

も悪くてもすべて記録用紙に記載する。        

・ 1回のみ測定の場合には、その血圧値を

記録する 

・ 4回以上の測定はしないこと 

どっちの腕？ 
   

家庭血圧測定では、利き手の反対側で

の測定が一般的です。ただし、血圧値

に左右差がある場合などは、適宜、利

き手側での測定も指示される場合も

あります。 

一般的には右の腕の血圧の方が高い

と言われています。左右差が10mmHg未

満であれば特に問題はないと言われ

ています。 

体勢って？   
・ 背もたれつきの椅子に脚を組まないで座ります 

・ 1分～2分安静にした後 

・ 会話しない、ほどよい室温（寒いと血圧が上昇） 

・ 測定時に喫煙、飲食、カフェインの摂取しない 

・ カフ位置を心臓の高さにする 
 

5項目必須条件です！ 

どんな血圧計がいいの？   
上腕と手首では測定値に±10mmHg程度の

差が出るため、医師や高血圧学会は上腕

式血圧計を推奨しています。 

 

 

 

記入欄 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

きりとり きりとり  

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会（編）「高血圧治療ガイドライン 2019」より 許諾を得て転載   
オムロンの血圧ラボより https://bit.ly/3a7tsyk       

血圧とは何？ 
 

心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す力

（圧力）これが血圧です。心臓が 1 回の拍動で全

身に送り出す血液量（心拍出量）、血管のしなや

かさ（弾力性）、血液が血管に流れ込む際の末梢

血管の抵抗力（血管抵抗）、血液の粘度などで血

圧が決定されます。 

心臓が収縮して、血管に強い圧力がかかっている

状態の値が「上」最高血圧（収縮期血圧） 

次に送り出す血液をためこむために心臓が拡張し

ている状態の値が「下」最低血圧（拡張期血圧）と

呼びます。最高血圧もしくは最低血圧のどちらか、

あるいは両方が正常値を上回ると、高血圧が疑われ

ます。 

また、腎臓や神経などの働きも血圧の調節に関係し

ています。腎臓の働きが悪くなると、血圧をうまく

調整することができず、高血圧になる場合がありま

す。食塩の摂取量も血圧に大きく影響しています。 

 

 

家庭血圧測定の基本的な手順  

*血圧に使われる単位は「mmHg（ミリメートル・エイチジー）」。Hg とは水銀を示す元素記号で、たとえば血圧
160mmHgの場合、水銀を 160mm（16cm）垂直に押し上げる力で血管に圧力をかけていることを意味します。 

血圧測定でわかること  
高血圧の状態が長く続くと、心臓や血管に負担がか

かり、脳卒中や心筋梗塞、心不全といった重篤な病

気を引き起こす恐れがあります。 

しかし、高血圧はほとんど自覚症状がないため、自

分の血圧が正常かどうかを知ることは難しいでし

ょう。 

血圧測定は、体の状態を把握する健康のバロメータ

ーとして、血圧測定の習慣をつけることをおすすめ

します。 

普段から家庭血圧測定をすることは、高血圧、白衣

高血圧（家庭血圧は正常なのに診察室で測定すると緊張し

て高血圧になる状態）や仮面高血圧の診断と薬効持続

時間の判断に有用なので、血圧測定をしてみましょう！ 

 

 

高血圧の診断はまず病院にて血圧を測定 
 

診察室での高血圧の診断基準は、 

最高血圧(収縮期血圧) 140mmHg以上 

最低血圧(拡張期血圧) 90 mmHg以上。 
 
家庭血圧の診断基準は、 

最高血圧(収縮期血圧) 135 mmHg以上 

最低血圧(拡張期血圧) 85 mmHg以上。 

基準値以上だと高血圧が疑われます。 

血圧は常に一定ではない！  
血圧を測定する時間帯や季節によって異なります。起

床や食事、運動などの日常生活、精神的ストレスや測

定時の室温など、さまざまな原因により変動するもの

です。体を動かしたり、緊張したりして、一時的に血

圧が上昇したとしても、普段の血圧が正常であれば問

題ありません。高血圧とは、安静にしていても血圧の

高い状態が長く続いた状態をいいます。 

正確な血圧を把握するためには、決まった時間

に同じ姿勢で、リラックスした状態で測ること

が大切です。 

 

血 いつ？ 

朝は 

起床後 1時間以内で排尿後・朝食前・服薬前 
 

晩は 

夕食前・服薬前・入浴前 

 

のお話 

 

圧 
上 

下 

家庭血圧 
記録を付け

よう 

 

高血圧を予防するには  
 減塩 塩分の摂取は 1日 6ｇ未満 

 減量 BMI(体重㎏÷身長 m÷身長 m)は 25未満 

 運動 ウォーキングを毎日 30分程度 

 飲酒 アルコールの摂取量を控える 

 喫煙 禁煙しましょう 

 その他 防寒、ノンストレス 

 

 

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会（編） 
「高血圧治療ガイドライン 2019」より 許諾を得て転載  

カフ 

心臓の高さ 

 


