
秋は穏やかに～漢方のお話～ 

 

秋は暑い夏が終わり、それに対応して身体からの発汗も少なくなります。 

夏場、体表面に多くあったエネルギーもその役目を終え、少しずつ冬に備え次第に身体の中へと向かって

いきます。漢方では、この体表面でのスムーズな熱の出入りが上手くいかなくなると、皮膚病や精神疾患

などを引き起こすと考えます。 

特にこの季節は、気候が涼しくなることから肺を冷やさぬよう注意が必要です。乾燥も手伝って、これによ

り呼吸器疾患にかかりやすくなります。また、日照時間も減り、もの寂さを感じたり憂鬱になったりと情緒不

安定になることもあります。 

この季節はあまり活動的にならず、秋の恵みに感謝して穏やかに過ごしましょう。 

こんにちは！わたしはマロウ。パパは人間、ママは魔女というハーフの魔女☆ 
相棒の黒猫ミントと一緒に1年に4回、みなさまに“読むクスリ゛をお届けします。 

【第18号】 

なぜ現代人にアレルギーが増えたのか？ 

 アトピー性皮膚炎、気管支喘息、花粉症などのアレルギー疾患を持つ人が増えています。 

アレルギーの語源はギリシャ語のallos（変わる）とergon（作用，働き）で「変じた作用」という 

意味です。１９０６年にオーストリアのPirquetが「Allergie」という論文で用いました。 

「免疫」という働きは、外から身体に侵入してきた異物や身体で作られた正常でない細胞などを排除し私た

ちの身体を守ります。免疫には大きく分けて、外から侵入してきた細菌やウイルスなどの異物に対して体内

に入り込まないように無差別に防御する非特異的防御機構とターゲットを決めて攻撃をする特異的防御機

構があります。ところが、私たちの身体にとって無害である食物や花粉をターゲットと認識し過剰防衛をし

てしまう結果、皮膚炎や鼻づまりなどの不快な症状が現れるのです。 

 アレルギー疾患の原因は、様々ありますがその中の１つに衛生仮説があります。衛生状態が良く、結核やコ

レラなどの細菌感染が減り、乳幼児の感染症による死亡が非常に少ない国にアレルギー患者が多いという

ものです。巷には抗菌剤や殺菌剤があふれ、生活のあらゆるシーンで除菌が行われどんどん清潔になって

います。その一方で身体に必要な細菌まで殺してしまうこともあります。また、出生前からペットを飼ってい

る家に生まれた子供にアレルギーを発症する率が低いといわれています。だからといって不潔にすればア

レルギーの予防ができるとか治るという訳ではありません。清潔さは保ちつつ、過剰な抗生物質や殺菌剤

の使用を控え、私たちと共存している善玉菌を元気にすれば現代病と言われる疾患が楽になるかもしれま

せん。腸内細菌のバランスを整えることが健康につながります。積極的に腸活しましょう！！ 



今年も暑い夏でしたね。 
夏の疲れ残っていませんか？ 
そんな時は「若甦内服液」で夏
の疲れを吹き飛ばしましょう！ 
各店で試飲も出来ますので 
是非お試し下さいませ。 
 
ん？富崎店でもオススメしてい
ますね。西尾薬局はやっぱり 
若甦イチオシなんです😊 
        (下堀店) 

10月中旬に西尾薬局婦中店 
近くにあるファボーレが 
リニューアルオープンします
ね♪ 
 
ケンタッキーやはなまるうど
ん、さらにLOFTなど新しいお
店がはいるみたいです！！ 
楽しみです！ 
        (婦中店) 
  

今回の4コマ漫画 
はエコバックに 
ついてですね。 
 
上飯野店でも西尾薬局オリジ
ナルエコバックを持って来てく
ださる方が増えています。 
皆さんも身近なことからでき
るエコをはじめてみません
か？ 
        (上飯野店) 

楽しい夏が終わり、疲れだけ
が残っていませんか？ 
 
そんな方には当店イチオシの
「若甦ドリンク」！ 
飲んだ方にしかわからない 
その効果をぜひ一度店頭でお
試しください！ 
        (富崎店) 
 
 

ラベンダー便り♪ 
去年の冬に種から植えたラベ
ンダーがスクスク育っていま
す！ 
来年あたり花が咲かないか
なーと、今からワクワクして 
います。 
また覗いて 
みて下さいね😊 
 
 (フローラメディカ店) 
  

アレルギーの中でも、ハウスダストやカビ、ダニなど 
年中続くアレルギーを通年性アレルギーといいます。 
中でもダニは、秋に症状がでやすく、特に今年のように 
夏に湿気が多かった年は要注意です。 
 

特に秋にご用心！！油断大敵！ 

ダニは温かく湿った環境を好むため、5月頃から急激に増え始め
ます。これらのダニは、室内で人の皮膚片(垢、フケ)やカビ類など
をエサとし夏に大繁殖し、涼しくなった9月頃大量のダニの死骸や
糞が乾燥して粉々になり空気中に浮遊します。それらを呼吸によっ
て吸い込むことによりアレルギー症状を引き起こします。 

花粉症は春？いいえ秋にも注意が必要です。 

花粉症といえば春のスギやヒノキのイメージが強いですよね。 
でも実は秋にも原因となる花粉は飛んでいます。 
秋の花粉症の主な原因はキク科のブタクサやヨモギ、アサ科の
カナムグラなどの河原や公園、空き地などに繁殖する雑草です。
これらの草が開花期を迎える9～11月に花粉が飛散し、花粉症を
引き起こすのです。ちなみにイネ科のカモガヤは5～7月に開花
するため、飛散時期はゴールデンウィークから梅雨頃にかけてで
す。イネというと秋を連想しがちですよね。しかし、稲刈りの時に
イネについた花粉が舞い上がることもあるので、カモガヤは秋
も注意が必要です。 

？気温によるアレルギーをご存知ですか？ 
 季節の変わり目になると、体調を崩す人が少なく
ありません。急激な気温の変化により、以下の不調
を感じたら、気温によるアレルギーかもしれません。
主な気温によるアレルギーは３つあります。 
１．昼間は暑いのに、夜になると急に寒く感じ、倦怠
感やくしゃみ、鼻水、鼻がムズムズする→【寒暖差ア
レルギー】 
２．寒い外気に触れたとき、皮膚にブツブツができ
てかゆみを感じる→【寒冷じんましん】 
３．お風呂上りや暖房などの温かさが刺激となって
かゆみを感じる→【温熱じんましん】 

どの気温によるアレルギーも、急な温度の変化を避けるの
がポイントです。衣服などでこまめに体温調節ができるよ
うに羽織れるものを携帯するなど、適切な暑さ寒さ対策
を心がけましょう。 
（これらのアレルギーが数日続いたり、繰り返したり、徐々
に悪化する場合は、早めに病院を受診しましょう。他のタ
イプの蕁麻疹や免疫異常など、他の病気の可能性もある
ので、治りにくい場合も受診をお薦めします。） 

エコバックの売上金は環境保
全に取り組むＷＷＦに寄付して
いるニャン♪ Byミント 

ポイントは繁殖防止とアレルゲン除去 
 【除湿】・・ダニが嫌がる環境づくり 
     ★ふとんの天日干し、押入れの換気等 
 【掃除】・・ダニにエサ(フケ、垢、皮膚、皮脂)を与えない 
     ★床の水拭き、掃除機がけ 
 【熱処理】・・生きたダニは50℃以上の熱で死滅 
     ★乾燥機後、掃除機 
 【洗濯】・・ダニアレルゲンは水溶性の為、洗濯が効果的！ 
     ★寝具はこまめに取替え洗濯 
 ※防ダニ寝具カバー、空気清浄機も上手に利用しましょう。 

 

【ブタクサ】 【ヨモギ】 【カナムグラ】 

花粉の飛散時期 

帰宅したら衣服などについている花
粉をはらい落とし、家の中に花粉を
持ち込まないように心がけましょう。 

ブタクサやヨモギ、カナムグラは公
園や河川敷、道端や荒れ地など身近
な場所に生息しています。秋花粉は
春花粉のスギやヒノキに比べ背が低
く、飛散距離は数十～数百ｍと通常
あまり遠くまで飛散しないので、その
ような場所を避けるようにしましょう。 

主な症状 



スクール案内

●西尾薬局　☎444-5151
　富山市五福２３３７番地５
●西尾薬局　フローラメディカ　☎444-5151
　富山市五福２３３７番地５
●西尾薬局　婦中店　☎466-6388
　富山市婦中町板倉４６２番３
●西尾薬局　下掘店　☎494-1181
　富山市下堀 9-1
●西尾薬局　上飯野店　☎471-7827
　富山市上飯野２９-３
●西尾薬局　富崎店　☎461-7161
　富山市婦中町富崎 1017-3

　　

店舗情報

大草 「ビフィズスα」

・ ビフィズス菌の増殖を助けてくれる食

物繊維とオリゴ糖を同時に摂れます。

・ １日１包で十分な量の善玉菌を摂取で

きるため、 ヨーグルトによる脂肪分の

摂り過ぎを気にしなくて大丈夫です。

・ ビフィズス菌と乳酸菌をバランスよく

摂れます。

　　３０包入 ・ ・ ・ ３２００円 （税抜）

きりとり線

若甦錠Ｓ 480錠（４ヵ月分）
240錠（２ヵ月分）
120錠（１ヵ月分）

11,000円＋税
 6,500円＋税
 3,600円＋税

　　　http://www.alterna-inc.jp/

フローラメディカ店には、

初心者から安心して学べる

アロマテラピー教室をはじめ、

ハーブ、ベビービクスなど

日常を豊かにする講座から資格取得ができる講座

までさまざまな講座があります。詳細は、

ホームページにてご案内しております

若甦をのむとどうして
身体がホカホカ温まるの？
若甦をのむとどうして
身体がポカポカ温まるの？

？
？

ほかぽか

ほかぽか

胃の裏側には自律神経が
集まった太陽神経そうが
あります。
ここを温めると、その他
の臓器の血液の流れも良
くなって、身体全体の調子
が良くなっていくのです。

身体を芯から温めると･･･

疲れが!

肩こりが!

冷え性が!

す～っと楽になってきた!

若甦(じゃっこう)のお話

すごい!!

①

自律神経の乱れにも
良いって聞いたけど？

？
？

② ③

自律神経は人体の37兆個の細胞を

コントロールしている神経です。

自分の意思とは無関係に必要に応

じて、自動的に調整されます。

イラ

イラ
ほっ

交感神経＝活動的 副交感神経＝リラックス

バランスが良いと 病気にもなりにくい!

若甦は上手にバランスをとる

手伝いをしてくれるんだよ！

病院のお薬とは
どう違うの？

？
？

元　気元　気 病　気病　気

おくすり

？

みんなここを小さくする事に
一生懸命。でも病院のお薬は、

病気を打ち消すけど健康自体
は伸びない。

よ～し!
元気いっぱい満たすぞ!!

元　気元　気 病
気
病
気

ほらね!病気が小さくなった!
若甦は健康を伸ばして、病気
を打ち消すんだよ。

ここを大きくしてやれば･･･

空とぶほうき　秋号　スペシャル特典
　　　　　【有効期限　2019/10/15 ～ 12/25】

　サンプル引換え券
”ビフィズスα”もしくは　”コンチーム”どちらかサンプル差し上げます。　

「コンチーム」

・ ビフィズス菌 ・ 乳酸菌 ・ 納豆菌の３

種の整腸生菌に乾燥酵母、 消化酵素、

制酸剤やビタミンを配合。

・ ３種の整腸菌が腸内の善玉菌を増や

し悪玉菌の増殖を抑えます。

・ 乾燥酵母が胃腸の働きを整えるとと

もに乳酸菌の増殖を促進します。

　　　１８０錠 ・ ・ ・　９５０円 （税抜）

　　　３６０錠 ・ ・ ・ １８００円 （税抜）

　　　６００錠 ・ ・ ・ ２８００円 （税抜）

 ※腸内細菌の種類や数は、 食事や生活習慣、 人種、 年齢などによって異なるため、

『腸内環境』 も人それぞれ。    『腸内環境』 を整えるには短くて 2 週間、 長くて

1 年程かかると言われています。 本格的に始める前にまずは 2 週間程、 同じ菌を摂

り続けて自分に合った菌かどうか確かめてみるといいかもしれません ( ビフィズス菌

は胃酸に弱い為、 食後に服用するのがおすすめです。） 


