
号数 発行年月 テーマ ザ・タバコ Ｑ＆Ａなど
1号 平成１９年６月 “かぜ”のお薬との相互作用 ザ・タバコ Ｑ：アレルギーの原因のひとつであるダニ対策を教えて下さい。

2号 平成１９年７月 胃薬の話 妊婦とタバコ
Ｑ：軟膏剤とクリーム剤とどう違うのですか？Ｑ：あまったお薬はどうしたらい
いですか？

3号 平成１９年８月 こどもの夏かぜの話 女性の喫煙
Ｑ：同じ成分の飲み薬と坐薬では、副作用の差はありますか？Ｑ：「とびひ」っ
て何ですか？注意事項も教えて下さい。

4号 平成１９年１０月 定期健康診断で注目したい指標 糖尿病+喫煙=腎症
Ｑ：錠剤には、どうして色をつけるのですか？Ｑ：妊娠中です。特に注意する
薬は何ですか？

5号 平成１９年１１月 インフルエンザについて 千葉！タクシー全面禁煙 Ｑ：アスピリンはピリン系ではないのですか？
6号 平成１９年１２月 糖尿病と足病変について 禁煙川柳 薬の成分表の下に添加物が記載されています。どんな事に注意したらいいで

7号 平成２０年１月 花粉症について COPD
Ｑ：近頃、OＤ錠とか、Ｄ錠というお薬の名前を目にする事が多くなりました
が、どういう薬ですか？

8号 平成２０年２月 メタボについて
喫煙によって効果が変化するこ
とがある主な薬

Ｑ：ステロイド外用剤を使用すると骨がボロボロになると聞いたのですが本当
ですか？Ｑ：ステロイド外用剤を使用すると色が黒く残ってしまうのですか？

9号 平成２０年３月 突発性難聴について 夫からの受動喫煙 Ｑ：病院に行って処方される薬と市販の薬とどうちがうのですか？

10号 平成２０年４月 予防接種について
アルツハイマー病や認知症に罹
患しやすい可能性

Ｑ：ジェネリック医薬品は、なぜ安いのですか？

11号 平成２０年５月 後発医薬品について
禁煙成功者に聞く禁煙お役立ち
グッズ

Ｑ：基準薬局ってなんですか？Ｑ：基準調剤ってなんですか？

12号 平成２０年６月 肝臓の病気について 「受動喫煙」で糖尿病に Ｑ：薬にも使用期限がありますか？
13号 平成２０年７月 痛風について たばこ自販機taspo（タスポ）」 Ｑ：「アディポネクチン」って何ですか？

14号 平成２０年８月 漢方について
「ニコチン依存症」あなたは大丈
夫？

Ｑ：急性腎不全の初期症状を教えて下さい。

15号 平成２０年９月 紫外線について 子どもの喫煙　どう防ぐ！！ 夏バテ予防レシピ
16号 平成２０年１０月 排便の異常について ４０歳で喫煙　４年短命 Ｑ：光にあたると皮膚がかゆくなるのですが？
17号 平成２０年１１月 血液検査の見方 喫煙は女性の敵 医療費助成　中学生まで拡大

18号 平成２０年１２月 長引く咳 禁煙したいと思っている皆さんへ
Ｑ：くすりを飲むのが苦手なので、ついコーヒーやお茶と一緒に飲んでいまし
たが、飲んではいけないくすりがあると聞きました。それはどのようなものが
あるのですか？

19号 平成２１年１月 防ごう！ノロウイルス感染 禁煙の効果 薬クイズ
20号 平成２１年２月 かくれ糖尿病 禁煙を成功させるために Ｑ：あまった薬はどうしたらいいですか？
21号 平成２１年３月 子宮がん検診 軽いタバコほど危ない 花粉症について
22号 平成２１年４月 「咳ぜんそく」にご用心 外国（タイ）のタバコの紹介 浦安市薬剤師会ＨＰ開設しました！

23号 平成２１年５月 骨粗しょう症 肺年齢を知ろう
Ｑ：「薬の保管についての注意点を教えて下さい。」Ｑ：「子ども用の解熱鎮痛
薬を買う際の注意点を教えて下さい。」

号外 平成２１年５月 新型インフルエンザ対策
24号 平成２１年６月 禁煙支援 新型インフルエンザ情報
25号 平成２１年７月 熱中症 喫煙者の身体は病気の宝庫 ダニの基礎知識
26号 平成２１年９月 バセドー病 手作りマスク
27号 平成２１年１０月 高血圧 ★空気清浄機に注意★ 新型インフルエンザに伴う学級閉鎖などについて



号数 発行年月 テーマ ザ・タバコ Ｑ＆Ａなど

28号 平成２１年１１月 がん検診
メタボリックシンドローム対策に
禁煙は必須です

ピンクリボン運動

29号 平成２１年１２月 薬物乱用はダメ！ゼッタイ！ 妊娠中にタバコを吸うと インフルエンザで重症化するおそれのある「ハイリスク群」
30号 平成２２年１月 ロタウイルス・ノロウイルス 副流煙の害 かぜとお薬との相互作用
31号 平成２２年２月 花粉症 ４匹のカエルで禁煙 新型インフルエンザワクチン優先接種費用を全額助成
32号 平成２２年３月 潰瘍性大腸炎 肺がんを起こすリスク Ｑ：乳がんが気になります。自分で確認したいのですが、教えて下さい。
33号 平成２２年４月 加齢黄斑変性症 フィルターたばこ　がんリスクと同 Ｑ：アスピリンはピリン系ではないんですか？

34号 平成２２年５月 口臭は病のシグナル
ニコチン依存症のスクリーニング
テスト

Ｑ：最近、MRSAっていう言葉を耳にしますがなんでしょうか？

35号 平成２２年６月 脂肪肝に要注意
子どもがタバコを吸うと何故いけ
ないか？

薬学生実務実習開始

36号 平成２２年７月 室内でも熱中症
世界禁煙デーにあたっての厚生
労働大臣メッセージ

37号 平成２２年８月 光線過敏症 肺腺がんリスク２倍に アタマジラミ
38号 平成２２年９月 胃腸薬　症状年齢で選びやす 半数「高校までに」吸い始め 急性膵炎
39号 平成２２年１０月 働き盛りご注意　くも膜下出血 受動喫煙で血圧が上昇 ゆめ半島千葉国体が開催されます
40号 平成２２年１１月 特定健康診査 禁煙してみませんか！ 健康フェア
41号 平成２２年１２月 そのいびき大丈夫？ 禁煙イイことNO.10 子ども医療費助成受給券発行対象年齢拡大のお知らせ
42号 平成２３年１月 ノロウイルスＱ＆Ａ ニコチンが含まれる電子タバコ
43号 平成２３年２月 生活習慣病で肝臓疾患 受動喫煙で６８００人死亡 受動喫煙で６８００人死亡
44号 平成２３年３月 花粉症 タバコの怖さ・・・一酸化炭素 ビタミン剤について
45号 平成２３年４月 大人のアトピー タバコ代 くすりは指示された時に正しく服用しましょう
46号 平成２３年５月 春に多い自律神経の不調 COPD治療　まず禁煙から がんばろう”うらやす”
47号 平成２３年６月 血尿 タバコがペットに与える影響とは？
48号 平成２３年７月 災害の備えと知識 浦安市における学校プール水放射性物質の測定結果
49号 平成２３年８月 熱中症対策 浦安市情報・放射性物質関連情報
50号 平成２３年９月 どうしてがんになるのか？ ９月９日は「何の日」かご存じですか？救急救命法
51号 平成２３年１０月 慢性腎臓病 たばこ最新情報 地震恐怖症
52号 平成２３年１１月 髄膜炎菌 結核予防週間・高齢者季節性インフルエンザ予防接種開始
53号 平成２３年１２月 なぜ放射線でがん治療するのか？ ＲＳウイルスの感染・健康フェアのお知らせ
54号 平成２４年１月 子どもの花粉症 無煙タバコ ＥＤ
55号 平成２４年２月 乾燥肌　上手に付き合おう 胎児・乳幼児・小児への影響 薬の保管について

56号 平成２４年３月 RSウイルス感染症
禁煙開始から時間の経過に伴っ
て得られる効果

エピペン

57号 平成２４年４月 がん予防に生活習慣改善 最新たばこ情報 アートメークにご注意を
58号 平成２４年５月 お薬手帳 世界禁煙デー　（５月３１日） 小学生の排便
59号 平成２４年６月 ４０歳過ぎたら、大腸がん検診を 喫煙が子どもの与える影響 女性の尿もれ
60号 平成２４年７月 てんかん、正しく知ろう 浦安市内で禁煙治療ができる医療機関配合剤（合剤）とは
61号 平成２４年８月 紫外線　子どもの肌と目　特に注意女性の喫煙について 熱中症にご注意を！！
62号 平成２４年９月 飲み過ぎで糖尿病状態に 健康フェア浦安のお知らせ



号数 発行年月 テーマ ザ・タバコ Ｑ＆Ａなど
63号 平成２４年１０月 こむら返り 世界の禁煙政策 学校薬剤師募集
64号 平成２４年１１月 健康食品と薬 たばこに関する技術 児童虐待防止啓発キャンペーン
65号 平成２４年１２月 マイコプラズマ肺炎 COPD　最大の予防は禁煙！！ インフルエンザ
66号 平成２５年１月 危ない睡眠　気をつけて ガムたばこと健康に関する情報についてお薬手帳
67号 平成２５年２月 せき　重病の可能性も ノロウイルス予防対策 学校薬剤師募集
68号 平成２５年３月 更年期って？ 爪のおしゃれ障害
69号 平成２５年４月 新たな国民病「ロコモ」とは？」 吸い続ければ余命短縮 薬の血中濃度とか？
70号 平成２５年５月 食物アレルギーについて 検診にいきましょう
71号 平成２５年６月 ダニ媒介感染症 タバコの煙の怖さ 進化するばんそうこう
72号 平成２５年７月 熱中症　短時間でも油断しないで たばこ　PM２.５の塊 平熱を確認しよう
73号 平成２５年８月 腎性貧血 たばこの正体 海外旅行で感染症
74号 平成２５年９月 市販軟膏の使い方 だみ声の原因はタバコ 未成年者へ、お酒を軽くすすめないで！！
75号 平成２５年１０月 定期診断でストレス自覚 認知症メモリーウォーク
76号 平成２５年１１月 若年性脳卒中 薬剤師と介護保険 高齢者等実態調査
77号 平成２５年１２月 食べ過ぎ・飲みすぎに注意 ニコチンの正体
78号 平成２６年１月 咳 大学における禁煙
79号 平成２６年２月 冷える冬の快眠 インフルエンザ
80号 平成２６年３月 過活動膀胱 手荒れケアのクリーム
81号 平成２６年４月 お薬手帳 ヒトメタニューモウイルス感染症 がん検診
82号 平成２６年５月 がん予防 たばこ死者　年間６００万人
83号 平成２６年６月 あなたの副腎疲れていませんか？元気のひけつ！おつまみ
84号 平成２６年７月 高尿酸血症　怖い治療中断 ニコチン依存症
85号 平成２６年８月 良い眠りへのアドバイス 睡眠〇×クイズ
86号 平成２６年９月 糖尿病　放置すると命に危険／歯周病と糖尿病／認知症と糖尿病
87号 平成２６年１０月 成人女性に多い橋本病 ＷＨＯより、電子タバコ情報 薬と健康の週間
88号 平成２６年１１月 熱・のどの痛み・・扁桃炎 ガムたばこ 浦安健康フェア
89号 平成２６年１２月 糖尿病患者３億８２００万人 危険ドラッグ
90号 平成２７年１月 寒い冬に快眠して、すっきり起きる工夫たばこをすうと・・・
91号 平成２７年２月 乾燥肌　クリームで対策 電子たばこ
92号 平成２７年３月 尿路結石　女性も用心 COPDの怖さを知って
93号 平成２７年４月 口内炎　放置は禁物 肺の病気「COPD」 かかりつけ薬局
94号 平成２７年５月 中耳炎　進化する治療法 喫煙が細菌増殖を促進
95号 平成２７年６月 あれ　目が真っ赤！原因は 受動喫煙　健康への害を考えて
96号 平成２７年７月 手のしびれ たばこの害　味と匂い 発がんリスク新指標
97号 平成２７年８月 子どもの睡眠障害増加 ニコチン依存症は病気 デング熱
98号 平成２７年９月 検診結果　数値の見方や活用法は電子たばこ発がん物質 子ども誤飲　薬が最多
99号 平成２７年１０月 元気のひけつ　ホルモン力 健康食品　賢く選ぼう 健康フェアのお知らせ

100号 平成２７年１１月 慢性副鼻腔　原因アレルギーかも まちのくすりやさんバックナンバー
101号 平成２７年１２月 ノロウイルスについて
102号 平成２８年１月 今さら聞けない食塩と健康 PM2.5と受動喫煙 ＲＳウイルス　今年も大流行！



号数 発行年月 テーマ ザ・タバコ Ｑ＆Ａなど
103号 平成２８年２月 副鼻腔炎に手ごわい型 手洗い、うがい対策の基本
104号 平成２８年３月 サプリ・食品と薬の飲み合わせに注意貧血
105号 平成２８年４月 目指せ　元気な１００歳 禁煙に役立つ日常生活の工夫 調剤報酬改定について
106号 平成２８年５月 骨粗しょう症予防に食べ合わせ 薬剤師に気軽に相談しよう
107号 平成２８年６月 女性の頻尿 妊娠中喫煙の母赤ちゃん低体重にヘルシーライフカムカムフェアのお知らせ
108号 平成２８年７月 おなかが張る プールに関する疾病について
109号 平成２８年８月 歩いて病気予防　目安は？ たばこ代
110号 平成２８年９月 スポーツと脳しんとう 受動喫煙で死亡
111号 平成２８年１０月 内臓脂肪、歩けば燃焼 かみたばこ、かぎたばこ 第３７回健康フェアのご案内
112号 平成２８年１１月 睡眠薬必要ですか 禁煙応援キャンペーン 高齢者インフルエンザのお知らせ
113号 平成２８年１２月 腸の善玉菌を増やそう 受動喫煙
114号 平成２９年１月 めまいを見極める 自分でできる感染予防
115号 平成２９年２月 家庭の医薬品　減税 喫煙が生存率に与える影響 2017年スギ・ヒノキ花粉飛散予測総合コメント
116号 平成２９年３月 肛門の痛み・出血 頭すっきりストレス解消
117号 平成２９年４月 アレルギー 食道や胃腸にも 無煙タバコ製品「スヌース」
118号 平成２９年５月 しびれの原因　隠れた病気？ タバコは百害あって一利なし
119号 平成２９年６月 ５月３１日は世界禁煙デー
120号 平成２９年７月 夏かぜと間違えやすいやすい肺炎千葉県薬剤師会受動喫煙防止宣言
121号 平成２９年８月 成分まとめて薬を減量　配合剤 無煙たばこ　スムース
122号 平成２９年９月 カフェイン中毒 禁煙外来について
123号 平成２９年１０月 休日は意識してリラックス マダニ感染症防ぐには
124号 平成２９年１１月 秋のダニ対策　念入りに 肺がん意識　女性低く 鎮咳薬の種類
番外編平成２９年１１月 薬剤師の出身地
125号 平成２９年１２月 認知症予防の食事術 美容と健康のために禁煙を ノロウイルスに注意
126号 平成３０年１月 痛風 禁煙補助剤について
127号 平成３０年２月 高齢化で増加する便秘 スヌースについて
128号 平成３０年３月 不眠症　原因探り治療 若年性認知症コールセンター
129号 平成３０年４月 みぞおちの痛み　要注意 おくすり手帳
130号 平成３０年５月 心房細動　発症　健診データ 健診のお知らせ
131号 平成３０年６月 結膜炎 日本の喫煙対策
132号 平成３０年７月 帯状疱疹 タバコ　余命
133号 平成３０年８月 甘くない糖尿病 始めよう、骨盤底筋体操
134号 平成３０年９月 コレステロール タバコやめれば１０年長生き
135号 平成３０年１０月 平成３０年度健康フェア浦安
136号 平成３０年１１月 過呼吸慌てず対応 受動喫煙
137号 平成３０年１２月 皮膚科の薬 最近のたばこ事情
138号 平成３１年１月 漢方自己判断の服用禁止 たばこ
139号 平成３１年２月 ビタミンＤ欠乏症の子　増加中 受動喫煙とは？
140号 平成３１年３月 こむら返り くすり豆知識
141号 平成３１年４月 認知症　早期の気づきを 受動喫煙症



号数 発行年月 テーマ ザ・タバコ Ｑ＆Ａなど
142号 令和元年５月 「口内炎」続いたら受診を お知らせ
143号 令和元年６月 梅雨こそ注意　アレルギーの原因にも低所得者層に最大の利益 風しん抗体検査・風しんの第５期予防接種のお知らせ
144号 令和元年７月 更年期の女性の不調 ザ・タバコ
145号 令和元年８月 便秘の薬　脱「江戸時代」 タバコのリスク　発がん物質
146号 令和元年９月 「たん」は病気情報の宝庫 健康フェア浦安
147号 令和元年１０月 長引くかゆみ　疲労からも 健康フェア浦安
148号 令和元年１１月 気管支ぜんそく Ｕセンター
149号 令和元年１２月 てのこわばり インフルエンザ
150号 令和２年１月 認知症２割占める「レビー小体型」ザ・タバコ
151号 令和２年２月 食事で血糖値急上昇「かくれ高血糖」ザ・タバコ
152号 令和２年３月 外反母趾 感染症ひとくち情報
153号 令和２年４月 新型コロナウイルス
154号 令和２年５月 ウイルスが体に入ると、なぜ病気になるのか「あまのがわ」でコロナを予防 新型コロナウイルス感染症(covit-19)　緊急事態宣言発令中
155号 令和２年６月 過活動ぼうこう マスク熱中症に注意
156号 令和２年７月 レビー小体型認知症の症状「幻視」の世界へようこそ正しい「医療情報」どう選ぶ？
157号 令和２年８月 糖尿病の薬 かくれ脱水
番外編令和２年８月 新型コロナウイルス感染症におけるポビドンヨードうがい液に関する報道について
158号 令和２年９月 健康食品 コロナと禁煙
159号 令和２年１０月 除菌99％ 摂食障害
番外編令和２年１０月 薬剤師の出身地 part2
160号 令和２年１１月 床ずれ予防 たばこ増税
161号 令和２年１２月 ３０代でもう動硬硬化リスク タバコとコロナ
162号 令和３年１月 睡眠薬適正に使って 女性の健康と喫煙
163号 令和３年２月 矯正できない病的近視 マスクで肌あれ
164号 令和３年３月 スポーツと貧血 新型コロナ　浦安情報
165号 令和３年４月 手足のふるえ　病気かも 防ぐことができる死因第1位　喫煙
166号 令和３年５月 ３０代でもう動脈硬化リスク 新型コロナワクチンＱ＆Ａ


