No.1９２ 2020年７月号

★ 漢字当てはめクイズ ★
問

題 中央の○に当てはまる漢字を下の欄から選び
解答してください。すると５つの熟語が完成します。
＜正解すると抽選で図書カードがもらえます＞

三

隠

談

例）右下図の中央に当てはまる漢字の答えは｢愛｣です
【・恋愛・敬愛・愛情・愛護・愛読】

林

例

恋

料化義務化（無料配布禁止等）」が2020年7月から運
用開始されます。

【クイズ応募のきまり】
● 締 切／2020年８月14日
● 発 表／本紙 1９４号 予定
● あて先／〒085-0055
釧路市治水町6番2号
はるか薬局 クイズ係
（Eメール/ayumichozai@a-haruka.co.jp）

はるか通信 No.１90 2020年5月号 はるか薬局 eお楽しみクイズf当選者発表

【正解】は、
「炭」
でした。
【当選者】山崎

プラスチックの資源循環の推進戦略として、消費者の
ライフスタイル変革を促すことを目的とした「レジ袋有

答

クイズの答え、住所、氏名をハガキ、また
はEメールでご応募下さい。はるか通信への
感想、はるか薬局へのご意見などもお書き下
さい。正解者の中から抽選で3名様に図書カ
ードをお送りします。
なお、頂いたご意見ご感想を、後のはるか
通信の記事として匿名で掲載させて頂く場合
もございますのでご了承下さい。

〜はるか薬局では７月１日以降も、
必要な方にレジ袋を無償で提供いたします〜

情

読 護

合・密・束

約

敬

地球環境保護のために、
マイバッグのご持参をお願いします

玄二様、増田加代子様、水本

和子様

たくさんのご応募ありがとうございました。
以上の３名様に図書カードをお送りします。

保険薬局もその対象で、これまで提

バッグのご持参をお願いします。マイ

供していたレジ袋は無償提供できな

バッグは他の方との取り違えを避け

くなりますが、皆様に必要な薬を安全

るため、薬剤師からお薬受け取りの際

に、確実に使っていただくため、はる

にお渡しください（原則、受付でのお

か薬局では国が定める基準を満たし

預かりは致しません）。

たバイオマスレジ袋に変更し、当面の

ただし、お呼び出しの際に不在だっ

間、ご希望の方には無償で提供を続け

た場合など、あらかじめこちらでバイ

ることにしました。

オマスレジ袋に入れさせていただく

しかし、人類が排出するプラスチッ
クごみによる地球環境、ことに海洋汚
染は深刻なもので、このままでいけば

〜はるか薬局緊急時電話番号〜
0154-31-7811または

☎ 090-3775-3026

夜間、
日曜祝日等の閉店時で緊急の
対応を要する場合にご利用下さい。

お知り合いの薬剤師・薬学生の方を
ご紹介下さい 奨学金制度もあります
※詳しくは、
あゆみ調剤までご連絡下さい。

☎ 0154-31-7811

こともあります。
ご不明な点がございましたら、職員
にお尋ねください。

2050年までに魚の量より、漂流する
ごみの量の方が多くなるともいわれ
ています。
こうした状況を踏まえ、はるか薬局
をご利用の皆様には、できるだけマイ

（事務：菅原 理恵）

気をつけましょう！

「コロナ予防に効果あり」の広告

もちろん、ビタミンや乳酸菌等の摂

たものが非常に少ない現状にあり、新

取自体は、人間の健康維持に有用と思

しい治療薬・ワクチンの開発がなによ

われますが、新型コロナウイルスを抑

りも待ち望まれているところです。

え込む作用＝抗ウイルス作用がある
かどうか、現状では不明です。

（※ 新型インフルエンザ治療薬「アビ
ガン」が使用される場合もあります

消費者庁では、インターネット広告において新型コロナウイ

また、そもそも科学的根拠の不確か

が、日本では新型コロナウイルス感染

ルスに対する予防効果をうたう商品の表示について、適正化す

な食品・雑貨を、未知の新興感染症が

症の治療薬としてはまだ承認されて

るよう事業者に要請するとともに、一般消費者にも注意喚起を

もたらしている社会不安に乗じて宣

いません）

おこなっています。

伝するケースには、特に注意が必要で
す。

規則正しい生活を心がけて免疫力

新型コロナウイルスの性状がいま

なお、消毒用エタノールや次亜塩素

だ明らかでないのに、商品の予防効果

酸ナトリウム液による消毒・拭き取り

なお、現在の日本において、新型コ

「３密」を避けつつ、手洗い励行・マス

をうたうこと、つまり「新型コロナウ

は、感染対策として有効ですが、次亜

ロナウイルス感染症に効果があると

ク装着などの衛生面に配慮した生活

イルスに対し、予防効果のある○○○

塩素酸ナトリウム液は吸い込むと有

して承認された医薬品は「ベクルリー

様式が、引き続き、重要であると思わ

○」などという広告は、根拠がないの

害なので、空間に噴霧することは避け

点滴静注」
（一般名：レムデシビル）の

れます。

でだめ、ということですね。

ましょう。

みと、医薬品ですら有効性が認められ

い わ ゆ る 健康食品
ビタミン C、ビタミン D
乳酸菌・ビフィズス菌
茶カテキン

空間除菌剤（首下げ型、据置型）
アロマオイル

マヌカハニーサプリ
ポリフェノール

マイナスイオン発生機

オリーブ葉エキス
霊芝
青汁
たんぽぽ茶
天然藁納豆
水素水など水素サプリ

除菌・抗菌スプレー

△
！

根拠のない商品に
ご注意ください

広告表示について改善要請のなされた商品には、以下のようなものがあります。

を保つとともに、
「密閉・密集・密接」の

ウイルス対策用
ブレンド！
ウイルス対策

質も
有害物
どんな る！
き
除去で

光触媒で
ウイルスガード！

新型
ウイルス
新型コロナ対策 に効く！！
サプリで免疫力 サプリメント
アップ！

！
△

「身につけるだけで空間
除菌」等の広告表示に
ご注意ください
（消費者庁ホームページより 一部改編し掲載）

ウイルス
空間除菌

（薬剤師：岡部 正史）
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