
株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

中部
エリア かかりつけ薬剤師を持ちましょう薬局MAP薬局MAP池田市

正しい薬の使い方
水や白湯と一緒に飲む

● コップ一杯の水か白湯（ぬるま湯）で飲む。
薬の成分が水で薄められ、粘膜への刺激
を少なくします。

● お茶、ジュースなどほかの飲み物を水代わ
りにする人もいますが、薬の作用が抑えら
れたり、逆に効きすぎたり、副作用の危険
が高まる場合があるのでやめましょう。ア
ルコールで飲むことは必ず避けましょう。
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

南部
エリア

かかりつけ薬剤師を持ちましょう薬局MAP薬局MAP池田市

くすりの名前をチェック

　くすりには製薬会社個別の「商品名」
とくすりの成分につけられた「一般名」
があります。両方を聞いておきましょ
う。服用期限もお忘れなく。

チェックポイント

くすりと上手に
つきあうために

効果チェック

　このくすりは何に効くのか。
当たり前のようで勝手な自己
判断をしてしまいがちです。

副作用チェック

　どんなくすりも副作用はあります。不
安がるのではなく、知識をもっていれば
危険な副作用を避けたり、素早く対処
することができます。

飲み合わせチェック

　くすりとくすり、くすりと食べ物（飲み
物）の飲み合わせにも要注意。牛乳や
ビールで飲むと効果のなくなるものも
あります。医療機関や薬局で用意して
いる「おくすり手帳」などを活用して、く
すりと上手につきあいましょう。

「食前｣｢食後｣｢食間｣
っていつ？

薬のQ&A

Q

食前・・・食事の約30分前
食間・・・食後２時間程度
いずれも胃に食べ物がなくなった
状態のときです。胃に食べ物が入っ
ていると吸収が悪くなるものです。

食後・・・食後30分以内
胃の食べ物と一緒にゆっくり吸収
して効く薬です。胃に食べ物が
入っていないと胃を荒らしたりす
る薬は「食後」の服用となります。

A
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池田市薬剤師会 池田市の身近な薬屋さん

ぜひ池田市薬剤師会のホームページへ

薬局・薬剤師活動のご紹介

http://www.ikeda-pa.or.jp/

池 田 市 薬 剤 師 会池 田 市 薬 剤 師 会
〒563-0024 池田市鉢塚1丁目2番1号　　072・750・3838

（令和2年7月現在）

薬局で健康相談事業を行っています。

　薬局は、みなさまの身近にあり、薬の専門家の薬剤師
がおり、信頼できます。
ちょっとしたこと何でもご相談ください。薬剤師には、守
秘義務があり安心です。
池田市薬剤師会は、幅広い相談にも対応できるよう薬剤
師の研修などに力をいれます。

あなたのそばに
頼りになる

薬局・薬剤師がいます。

一般社団法人一般社団法人

学校でも学校薬剤師として
活動しています。

　市内幼稚園・小・中・高等学校には必ず学校薬剤師が
配属されています。
水道水検査・夏のプール水検査・教室の空気検査などを
行っております。
また近年生徒の喫煙をはじめ、大麻・覚せい剤などの薬
物乱用が広がってきております。
日本の将来を担う児童や学生を守るため、学校薬剤師
は、薬物乱用防止・お薬教育も行います。

もうおなじみですが
薬局で処方せんの調剤を行っております。

　病院・医院で処方せんを受け取ったら薬局にお持ちくだ
さい。処方せんに基づき医薬品を交付（調剤）いたします。

●患者さん個人の使用記録(薬歴)をつくり、きめ細か 
　  い薬剤管理・服薬指導を行います。

●処方せんの薬だけでなく一般用医薬品・健康食品と
　  の「のみあわせ」の指導も行います。

●調剤されたお薬の記録を「お薬手帳」に記載し患者
　  さんにお渡ししています。
自分専用の薬剤師を指定できる「かかりつけ薬剤師制
度」があります。

お薬手帳を常時携帯しましょう。

　もともと神戸の震災後に生まれたお薬手帳ですが、その
後の震災(東日本大震災・熊本地震)でお薬手帳の有用性
が見直されました。お薬手帳があれば、現在服用中のお薬
がすぐわかります。
　どの医療機関を受診されるときもお医者さんに必ずお
薬手帳をみせてください。もちろん薬局でもお薬手帳をみ
せてください。お薬手帳により重複や相互作用（同時に服
用すると副作用がでる。）を防ぐことができます。

在宅でも薬剤師は、
他職種と連携し活動しています。

　寝たきりになっても、介護保険を利用して在宅で暮ら
す患者さんが増えています。
　薬剤師は、薬の専門家としてご自宅を訪問し、薬の管
理・剤形の提案（口の中で溶ける錠剤・散剤など）一包化
の提案・など行っています。介護保険の限度枠外サービ
スです。

その他の活動

　池田市禁煙推進ネットワークの参加・池田市健康
フォーラムの参加・休日急病診療所薬局出務など活動し
ています。

市外局番は  072  です

以下は有料広告です

薬局・薬店名 電話番号 所在地

アカネ薬局 750・3400 宇保町 5-9
ユニーブル池田 106

アカネ薬局室町店 737・7162 室町 2-2- Ａ

アピス薬局池田店 748・1518 呉服町 2-20
クレハ 220 ビル 102 号

アルカ池田緑丘薬局 760・4058 緑丘 2-2-18

井口堂薬局 786・9588 井口堂 1-9-26
アーユス井口堂 1F

池田クレハ薬局 751・5322 室町 2-42

石橋赤壁薬局 761・8038 石橋 1-12-4

ウエルシア薬局池田城南店 753・4911 城南 3-1-10

エキマエ薬局 737・4423 呉服町 1-1
サンシティ池田 1F

エムケー薬局 750・3371 城南 1-7-9

かるがも薬局池田店 768・7502 呉服町 1-1-136 
サンシティ池田 1F

くまさか薬局 761・1030 石橋 1-9-1
宮下ビル 1F

クローバー薬局 760・5660 井口堂 1-10-22

ケイ薬局 751・7327 畑 2-1-2

こうだ薬局 753・7473 神田 1-17-13

コスモ薬局 750・0022 旭丘 1-10-8

サカエマチ薬局 750・0222 栄町 9-11

順心堂石橋薬局 762・6066 石橋 2-4-3

城南つばさ薬局 750・3836 城南 2-1-22 
城南館 1F  B

水月薬局 761・1997 鉢塚 3-10-13

すまいる薬局 761・2285 井口堂 3-2-3

末吉薬局 753・9522 旭丘 1-10-9 
ときわマンション 1F

薬局・薬店名 電話番号 所在地

すみれ薬局 753・0026 栄町 7-13

そうごう薬局池田駅前店 734・8351

大学薬局 751・4654 菅原町 3-1-118
ステーション N ビル 1F

たつなみ薬局池田駅前店 750・1221 満寿美町 1-26

大日薬局空港店 760・3781 石橋 4-17-16

たんぽぽ薬局池田店 750・3961 城南 1-7-10

豊島赤壁薬局 763・3525 豊島北 2-3-19

天神赤壁薬局 760・4320 豊島北 2-3-14

なの花薬局建石町店 750・0130 建石町 7-10

のぞみ薬局 737・5748 天神 1-6-1-101

萩原薬局　 752・0056 伏尾台 3-4-1-119 
伏尾台マンション 1F

畑「夢」薬局 751・8157 畑 2-4-3-102 
エレガンス村上 1F

呉服町 1-1
サンシティ池田 3F 302

はむろや薬局 751・4226 西本町 1-16

ひまわり薬局池田店 750・6208 城南 1-2-3 
エルセントロ 1F

ひむか薬局城南店 752・8862 城南 3-1-15 
ザ・ライオンズ池田 I 棟 101

平成漢方薬局 761・2637 鉢塚 3-15-2 
メゾンさつき 1F

マスヤ薬局 761・8831 石橋 2-2-14

みずいろ薬局 734・7226 菅原町 2-9-1F

もとにし薬局 761・8540 石橋 1-3-9

薬局漢方サツキ 090・3700・
4624

栄本町 10-8

ヤマグチ薬局 753・0110 栄町 1-1 
阪急池田ブランマルシェ 2 番館 131
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また近年生徒の喫煙をはじめ、大麻・覚せい剤などの薬
物乱用が広がってきております。
日本の将来を担う児童や学生を守るため、学校薬剤師
は、薬物乱用防止・お薬教育も行います。

もうおなじみですが
薬局で処方せんの調剤を行っております。

　病院・医院で処方せんを受け取ったら薬局にお持ちくだ
さい。処方せんに基づき医薬品を交付（調剤）いたします。

●患者さん個人の使用記録(薬歴)をつくり、きめ細か 
　  い薬剤管理・服薬指導を行います。
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自分専用の薬剤師を指定できる「かかりつけ薬剤師制
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　どの医療機関を受診されるときもお医者さんに必ずお
薬手帳をみせてください。もちろん薬局でもお薬手帳をみ
せてください。お薬手帳により重複や相互作用（同時に服
用すると副作用がでる。）を防ぐことができます。

在宅でも薬剤師は、
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の提案・など行っています。介護保険の限度枠外サービ
スです。

その他の活動

　池田市禁煙推進ネットワークの参加・池田市健康
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萩原薬局　 752・0056 伏尾台 3-4-1-119 
伏尾台マンション 1F
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エレガンス村上 1F

呉服町 1-1
サンシティ池田 3F 302
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