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薬剤師会の主な活動



豊岡市内の保険薬局



これはなんの写真でしょうか？

やなぎの木
（アスピリン）

ケシの花
（モルヒネ）



くすりの語源

「奇し（くすし）きもの」･･･不思議な、霊妙な
他より優れている
もの

らく

薬 ＝ くさかんむり ＋ 楽

「草木によってからだの調子がよくなる、楽になる。」



注射薬 直接体の中に入れるくすり

くすりの種類とかたち



目ぐすりについて



めぐすり容器の歴史

江戸期の目洗薬（めあらいくすり）

「井上目洗薬」：炉甘石、梅肉、樟脳、蜂蜜、氷砂糖を

混ぜてペースト状にして、紅絹（もみ）の

小袋で巾着状に包んで蛤の殻にいれた。



明治維新以降のめぐすり
「精錡水」：日本初のガラス製容器、液もれを防ぐ

ためコルク栓を用いた。



「大学目薬」
主成分は硫酸亜鉛、ホウ酸、単純なガラス管
を改良し、先端に脱脂綿を巻いたガラス棒を
スライドさせて点眼する。



明治時代～昭和初期に眼科医院で

用いられためぐすり容器



「アドラ」：主成分はアドレナリン（アド

ラを点眼すると瞳孔が開き、瞳が大きく「名
眸美人（めいぼうびじん）：澄み切って美し
いひとみ」になったとか・・・。 ゴムのつ
いたスポイトで薬液をすいあげて滴下する。



さらに点眼容器は進化し、自動点眼器が発明。

戦後の昭和37年にはガラス製はわれやすい、

重い、コストが高いなどの理由からプラチック

製の容器が開発された。



現代のめぐすり容器
年齢、性別、障害など人それぞれの違

いを超え、あらゆる人が利用できるよ

うに様々な工夫がなされている。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
容器胴部が長くなり、また中央部両側にディンプル（くぼみ）を設ける事により、持ちやすく、軽い力でも点眼しやすくなりました。ディンプルボトルの開発においては、医療機関のご協力を得ながら、患者様の使いやすさを何度も調査・確認してきました。その結果、この容器胴部にくぼみがある事が、持ちやすく、点眼しやすいとの評価を得ております。 



（ 垂直方向 ）

（ 表面張力：大→

１滴量：減 ）

（４５°方向 ）

（ 表面張力：小→

１滴量：増 ）

点眼角度と１滴量

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【ストーリー】・	では、点眼角度と1滴量について、図を用いてご紹介したいと思います。《クリック》・	この図は、点眼容器のノズルの先端と点眼薬の1滴量を示しています。この図の上には点眼容器の本体があって、�そこを押すと点眼液が落ちてくることになります。・	この状態が穴の直径ということになりますが、《クリック》・	この液が更に外側に広がりますと、この部分がノズル先端のフラット部の外径、直径とよばれる部分になります。・	点眼時に容器が垂直ですと、液はここまで広がることになります。この液は表面張力で点眼容器にぶら下がっています。・	液が大きくなり、重力が表面張力に勝ったときに、点眼液がポトッと落ちることになるのです。・	よって、点眼容器が垂直だった場合、表面張力の大きい液ほど1滴量が大きく、表面張力が小さな液ほど1滴量は小さく�なることになります。・	では、この点眼角度が変化するとどうなるのでしょうか？　ここでは、45度に傾けた場合をひとつの例として、�わかりやすい図で確認してみたいと思います。《クリック》・	これは表面張力の大きな液（例：ＣＲＶ）の点眼容器を45度に傾けた時の様子です。液は表面張力によって、このような�状態になります。《クリック》・	表面張力はノズル先端の水平の距離に比例します。点眼容器に角度をつけると、この水平距離が小さくなるため、�表面張力の大きな液の場合は、1滴量は逆に小さくなってしまいます。・	よって、表面張力の大きな点眼液では、点眼角度をつけると垂直に点眼する時よりも、1滴量が小さくなる傾向があります。《クリック》・	反対に表面張力の小さな液（例：ラクリミン、プロラノンなど）の点眼容器を傾けるとどうなるのでしょうか？・	点眼容器を傾けると、表面張力が小さい液はノズル先端部分で液が水平方向に広がります。《クリック》・	結果として、表面張力の小さな点眼液では、点眼角度をつけると垂直に点眼する時よりも、1滴量が大きくなる傾向が�あります。 ・	以上を簡単な図でご説明しましたが、実際の様子をＶＴＲで確認いただきたいと思います。



めぐすりのたび
～点眼しためぐすりはいったいどこへ？～

涙のながれ 涙腺

涙点

鼻涙管

のどの奥

まばたきで
目頭に集まる



めぐすりのながれ

めぐすり

結膜嚢

目のそと 目の奥 のどの奥



「めぐすりは1回に何滴いれたら

いいでしょう？」



めぐすりの使い方

人差し指で下まぶたを軽く引き目から
くすりの先端を離して点眼します。



小児への点眼方法



× 誤った使い方

点眼口の先端が
目に触れている



点眼容器への涙液の逆流

正しい使い方

誤った使い方

点眼容器へ
涙液を吸い込む



「途中でめくすりが出なくなりました。

先を針でついたりしてみたんですが･･･。
前もこんなことが

ありました。」

製造メーカーへ送り調査
結果･･･めやに



点 眼 方 法



涙嚢部圧迫・閉瞼の効果







涙 の は た ら き



眼の表面の構造について



ドライアイの症状



ドライアイ目薬の効果

粘膜へ
涙へ



のみ薬について



のみぐすりのたび
～のんだくすりはいったいどこへ？～

くすりをのむ

胃を通過

腸で吸収

肝臓で処理

血液へ

身体の組織（患部へ）

肝臓で再び処理

腎臓で処理 体外へ
（尿、便など）

注射・点滴など



のみくすりののみかた
Q.くすりはどの飲み物でのむのがよい？

３．水

２．お茶

１．コーラ



「くすりはコップ１杯程度の水、または

ぬるま湯でのむようにつくられています。」



用法 飲む時間

食 前 食事をする30分前

食 後 食事が終ったあと30分以内

食 間 前の食事から２～3時間後

寝る前 寝る直前または30～60分前

頓 服 必要な時だけ

その他 「何時間ごとに」と指定

くすりと食
事の関係は

とても
大切です!

くすりの用法・用量とは

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
くすりの用法（飲み方・飲む回数・飲む時間）・用量（飲む量や数）は、そのくすりの特性や、飲む目的・吸収のされ方等によって決められています。指示された用法・用量を守らなければ、効果が十分に出なかったり副作用が出たりすることがあります。また、くすりは、胃の中に食物があるかどうかによって飲み方・効き目が変わります。空腹時はくすりの吸収が良くなるが、逆に胃を刺激し胃の具合が悪くなることもあります。食事を摂らないときはどうすればいいの？　お薬は服用しないと医師の期待する効果が得られないため服用することが大切です。血糖値を下げるお薬や、胃粘膜に負担をかけるお薬、を除いて、たいていのお薬は服用して大丈夫と思われます。あらかじめ食事を摂らない場合の服用法を薬剤師に相談しておくようにしてください。�　また服用方法を決めるときには、一般的に食事の回数が３回（朝・昼・夕）で４～５時間は間隔があいていることを想定しています。食事回数の少ない方、食事の間隔が不規則な方は医師・薬剤師に相談するようにしてください。



血 中 濃 度



かかりつけ薬剤師とは



【厚生労働省保険局医療課 診療報酬説明会資料より】

かかりつけ薬剤師・薬局





残 薬 と は



残 薬 の 例



薬 の 管 理 方 法



後発薬品の使用推進





くすりのやくめ

体が疲れ、自然治癒力
が弱まり、自分の回復力
だけでは病気やけがに
抵抗することができない
ときにばい菌を殺したり
熱を下げたりして１日
でも早く健康をとりもど
すための助けになるもの。

くすりの適正使用協議会資料より



おくすり手帳 ５つの「い」いこと

～あなたのお薬手帳、活用していますか？～

い 医療機関にかかる時は必ず持って行きましょう。

い 言いたい事や伝えたいことを書いておきましょう。

い 一般用医薬品（薬局などで購入する薬）
健康食品も記録して。

い いつも携帯、いつも同じ場所に保管して。

い 一冊にまとめましょう。

「お薬手帳」を活用しましょう



心とからだを健康に
一日でも長く、自分の足で動くことができる

ように。

一日でも長く、病気に抵抗できるからだを保
つことができるように。

（のんでいるくすりが増えないように）

心配ごとや悩みごとを気軽にはなすことがで
き、一日でも長く、心も健康にいられるよう
に。

笑顔



参考文献など
・参天製薬くすりのしおり
・くすりの適正使用協議会
・北多摩薬剤師会資料

お・わ・り
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