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「スイッチOTC薬」について 
薬剤部 部長 浦川 修 

 
スイッチOTC薬って、ご存知ですか。これまでは医師の判断でしか使用できなかった医

薬品を、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる医療用と同じ成分の入った一
般用医薬品のことです。 

OTCとは「Over The Counter」の略で、街の薬局のカウンター越しに売られる薬を示
します。以前は医療用であったものが、薬局でも買えるように販売が許可され、市販薬
（OTC）にスイッチされたことからスイッチOTC薬と言います。スイッチOTC薬は、医療
薬でのみ使用が認められている成分の中で、使用実績があり、比較的副作用が少なく、安全
性の高い成分を市販薬に配合したものです。風邪薬にも配合されている解熱鎮痛剤の「イブ
プロフェン」、胃腸薬「H2ブロッカー」、湿布など外用薬として筋肉痛・関節痛薬などに
用いられている「インドメタシン」、水虫の薬など様々な薬があります。今後は、その使用
割合が増えることが国の医療費抑制につながるとして、さらに種類も数も増えていくものと
思われます。 
スイッチOTC薬は、ちょっと体調が悪い時に自分で治すことのできる便利な一方、正し

く使用しないと副作用などが起こることもあります。他の薬との飲み合わせの問題、使って
はいけない症状もあります。実際に入院された方が、頭痛時は解熱鎮痛剤の「イブプロフェ
ン」を、腰痛時は整形外科から処方された他の鎮痛剤を服用されていたことがありました。 
市販薬を購入される場合は、症状だけではなく現在服用されている薬、過去の副作用の経

験、アレルギーの有無などを伝えるようにしましょう。できればいつも行く「かかりつけ薬
局」を持ち、適切なアドバイスを受け、病院から処方されている薬の飲み合わせをチェック
してもらうようにして下さい。 



 つぼ療法とは、変化の現れたつぼに刺激を与えることで、正常な状態に戻すというものです。よくテレビなど
でみかける鍼治療もつぼ治療の一種です。一見、何の関係もないところに鍼を打ち込んでいるようですが、実は
身体の異常と密接な関係のあるつぼの位置に鍼を打ち込んでいるのです。 人間の体には三百六十五のつぼがあ
り、 十二ある経絡に沿って配列されています。 

 東洋医学の神秘などと言われる「つぼ」ですが、最近では、様々な研究により、実態が解明されつつあります。
その中で分かってきたのが、（神経が集中している場所が「つぼ」らしい）ということです。「つぼ」は神経の
交差点のようなもので、神経の流れが滞りやすいポイントなのです。肉体的・精神的な負荷が加わると神経の流
れが悪くなり、様々な不調を招く原因となります。「つぼ」を刺激し、神経の通りを改善し、身体の機能を回復
させるのが、「つぼ療法」の考え方です。 

親指をツボに当て、人
差し指の骨のキワに
引っかける様にして押
し上げる。 

中指の骨をたどっていくと、
くぼみに当たる。その少し
薬指側がツボ。手首の方か
ら指先に向かって骨を押し
上げるようなイメージで
しっかり押す。 

足の第２指の骨をた
どっていくと、少しく
ぼんだ所がある。そこ
がツボ。くぼみの縁を
足先に向かって押し上
げる 

後頭骨の下で、僧帽筋
と胸鎖乳突筋の間。首
の後ろの髪の生え際辺
りにある。両手の親指
をくぼみの縁に押し当
て、頭の中心に向かっ
て押し上げる。 

小鼻が最も出っ張ったと
ころの付け根のくぼみが
ツボ。人さし指の腹をツ
ボに当て鼻の中心に向
かって押す。 

 つぼとはズバリ！「最も重要な」という意味を持っています。「肝心要」や、「つぼを得た」という言
葉はここからきています。東洋医学では体内をエネルギーが循環する道筋のことを 「経絡（けいらく）」
と呼びます。そして内臓に病気が発生するとその臓に関係する経絡に異常が発生します。その中で特に反
応が強い場所が 「経穴（けいけつ）」、いわゆる 「つぼ」なのです。 

全身にある「つぼ」ですが、ここでは、
「万能つぼ」と言われている場所いくつ
かを紹介したいと思います。 

頭痛・胃痛・歯痛・のどの痛みなど緊急の鎮痛作用に
効果大。ニキビ・吹き出物・アトピー・いびき・便
秘・肩こり・耳鳴り・無気力など幅広い症状に有効 

自律神経のバランスを整えるつぼなので、落ち込みや
イライラ、憂うつ、不眠など心の疲れからくる様々な
症状に効果的 

全身の疲労を回復させるつぼ。血行を促すため、冷え
性・のぼせ・背中の痛みなどの他、婦人科系のトラブ
ル全般に効果的 

頭痛・熱っぽい・だるい・咳・のどの痛み・鼻づまりな
ど、風邪の様々な初期症状の緩和に効果的 

労宮（ろうきゅう） 

湧泉（ゆうせん） 

風池（ふうち） 

鼻水・鼻づまり・鼻血・花粉症・鼻炎・蓄膿症など鼻の
様々な症状を和らげるほか、肌の乾燥・シワ・たるみ・
シミの予防などにも有効 

迎香（げいこう） 

大腸兪（だいちょうゆ） 
胃腸のトラブル・便秘・下痢に即効性がある。生理不
順・腰痛・ぎっくり腰・背中の痛みやこわばりにも有
効 

合谷（ごうこく） 

背骨と左右の骨盤を結
んだ線の交わるところ。
背骨を上からたどり、
骨盤のラインとぶつ
かったところの左右の
キワ。身体に中心に向
かって押す。 

健康管理部 保健師 杉山 久美子 



糖 尿 病 情 報 誌 （ さ よ ひ め 桜 の 会 だ よ り ）                                    
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やせていても糖尿病？ 
 日本人の糖尿病と体型について 

やせ～ふつう体型 

 日本人は農耕民族であり、数千年にわたり穀物を中心にした食生活をしてきま

した。長年、インスリン分泌は少量でよかったためインスリンを分泌する膵臓の

β細胞もそれに適応してきたという説があります。そして、狩猟民族で肉食中心

の生活であった欧米人と比較してインスリン分泌能力が弱いといわれています。 

 よって、加齢などでインスリン分泌低下が進行すると、やせ～ふつう体型でも 

2型糖尿病になってしまうことがあります。 

やや肥満体型 

 インスリン分泌能力が弱いので、食べ過ぎ・肥満・運動不足によって内臓脂肪

が増加したり、高脂肪食などによって筋肉・肝臓・脂肪細胞でのインスリン感受

性低下によるインスリン抵抗性が加わったりすると、インスリンの相対的不足

（糖の処理に必要なインスリンを必要な時に分泌できない）状態になります。 

 そのため、やや肥満体型でも日本人の場合は糖尿病になってしまう場合があり

ます。 

肥満体型 

 狩猟民族である欧米人の場合は、インスリンの分泌能力が高いので、高度肥

満にならないと糖尿病にはなりません。 

 日本人にくらべ大きな体つきの欧米人を見ることがありますが、インスリン

分泌能力が高いので、食べれば食べるだけ体内で余ったブドウ糖が中性脂肪に

なり、脂肪細胞に蓄えられて高度肥満となるのです。 

 欧米人の場合はそこまでになってから２型糖尿病になる人が多いのです。 

（参考引用文献：糖尿病ケア2011年秋季増刊） 

社会保険浦之崎病院 看護師（筑後佐賀糖尿病療養指導士） 池田 直美 
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※ 急患は随時受付いたします。受付にお申出ください。 
※ 休診日は日曜日･祝祭日･年末年始です。 

佐賀県伊万里市山代町立岩417 
社会保険浦之崎病院 

TEL  0955-28-3100 

月 火 水 木 金 土

内科外来 胸部外科（午前）

１診 （野口、古川、蒲原、諸隈）

第1午前 　　 尾山 小杉 第1・3　 　深堀 第2　    　福森

第2・3・4　 　  深堀 （午前） 第2・4　　 夏秋 第1・3　午前  林

第1・3　中城

第2・4　中山

第1　  門司
第2　　鈴木
第3    斎藤
第4    佐藤

御塚

（午前）

第1・3　　三根

第2・4午後  塚本

萩原

第1・3午後　上野

第1・2・3　中城

第4　　　　 萩原

外科外来
（午前中）

中城 中城

平成２５年６月の医師担当表

皮膚科

耳鼻咽喉科

眼科

大竹

３診

２診

第2・4    大野

整形外来

夏秋

萩原内視鏡

第2・4　　 楠元

深堀

藤澤
（午前）

池田

永田
(午前）

池田

第1・3    中尾

夏秋 夏秋

田中

大竹

萩原

第1・3　午前　秋山

第2・4   午前　江頭

田中
第1・3     福野

第2・4　   田中

萩原

福野 福野

第2・5　 萩原
第4　 　  山下

 第1馬塲 　 第3志田

受 付・診 療 時 間 の ご 案 内 
曜 日 受付時間 診療時間 

皮 膚 科 

眼   科 

 

 

耳鼻咽喉科 

整 形 外 科 

 

 

外   科 

内   科 

     木     （午後）  １３:００～１６: ３０   １４:００ ～１７: ０0 

   水      （午前） 8：00～１１:３０      ９:００～１２:００  

 月～金   （午前）    ８:００～１１:３０         ８:３０～１２:００ 

  土    （午前）    ８:００～１１:３０      ８:３０～１２:１５  

                （午前） ８:００～１１:３０     １０:００～１２:３０ 

                （午後）１３:００～１３:３０        １４:００～１５:３０ 

      ※午後の診察は予約のみ 

                    （午前）    ８:００～１１:３０     ８:３０～１２:００  

        （午後）１３:００～１６:００       １４:００～１７:００  

      土    （午前）    ８:００～１１:００     ８:３０～１２:１５ 

 月～金 〈 

     月       （午後）１３:００～１６:００        １４:００～１７:００ 

     木    （午前） ８:００～１１:２０            ９:３０～１２:３０ 

毎週火、金 

完全予約制 

午後予約制 


