
期間中にお買物して頂いた方全員 あみだくじゲームにチャレンジ！ 

良く効く栄養剤、レバコールサンプルを出た本数分差し上げます。 

そして、お買上げ金額が 5,000円以上の方には春のお花をプレゼント！ 

さらに、お買い上げ金額が 1万円以上の方には天然の活性水素水(※) 

（カタライザー小瓶と銀河水 500mlのセット 1,490円）をプレゼント！ 

（それぞれ数に限りがあります。無くなり次第終了です。） 

ご来店お待ち申し上げます。 

※炎症がある時は活性酸素が増えています。菌やウイルスを殺菌するために活性酸素は必要ですが、余分な活性酸素

は細胞を傷つけます。奇跡の水（ルルドの水など）といわれる水に水素原子が多いのは湧き水の中に水素が溶け出て

いるからで、汲んで持ち帰ると水素が揮発して普通の水になります。 

カタライザーの機能を研究している九州大学によると、カタライザーの活性水素は金属ナノコ

ロイドといわれる超微粒のミネラルの中に取り込まれて守られ、必要な時に、必要な場所で使

われるから抗酸化力が強いのではないかと言われています。 

 

◎ 水曜日と日曜日はお休み 

◎ 3 月 20 日の土曜日 

（春分の日）は 

10 時～17 時まで営業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊地薬局 
にゅ～す 

☎055-976-4118 No.６４（2021.03） 

三島市南二日町 22-1 発行人：小針 容美 

https://www.kikuchi-pha.jp/ 
メール便がご不要の方は、お申し出頂くとありがたく存じます 

「日水清心丸」1 丸 3,630 円(税込)の在庫が終了し、 

1 丸 4,180 円(税込)になりました。 

そして「日水清心丸」は製造中止になったため 

今の在庫が無くなり次第終了します。 

日水清心丸は 1980 年発売の山王清心丸から始まり、1994 年から日水清心丸に変わり 40 年の長きにわたり皆様にご愛

顧いただいております。 

牛黄は中国で新型コロナの指定薬になり、清心丸も中国国内商品が優先製造になったため、牛黄をはじめ各動物性生薬

の価格が高騰しています。当店も旧価格の在庫が終了したため、1 丸 4,180 円(税込)に変更になりました。 

新価格の日水清心丸も製造中止になったため、在庫が無くなり次第終了します。 

日水清心丸をご愛用頂いているお客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

新型コロナウイルスで出てくる言葉「サイトカインストーム」ってなぁに？ 

サイトカインストームとは「免疫の暴走」です。人は身体の中に害になる悪者（細菌やウイルスなど）が侵入するとそ

の悪者を退治するためにそれぞれの免疫細胞に「悪者が入ってきたぞ！」と情報を伝えます。その情報を受け取った

免疫細胞たちが悪者を攻撃して退治します。免疫細胞の仲間にはそれぞれ役割があります。私はルミン A というお薬

はマクロファージを元気にするというお話をしますが、そのマクロファージも免疫細胞の仲間の一つです。免疫細胞

たちはそれぞれの役目を担当しているのですが、戦う免疫細胞とは別に、悪者が退治出来たら「もう攻撃をやめてい

いよ！」と戦う免疫細胞たちにブレーキをかける役目の免疫細胞が存在しています。それは「制御性 T 細胞」と言い

ます。その免疫細胞（制御性 T 細胞）は実は腸内環境と関係しているのではないかと考えられています。腸内環境が

悪化している身体には、制御性 T 細胞が少なく、「サイトカインストーム=免疫の暴走」を起こしやすい状態にあるこ

とが予想されます。 

 

順天堂大学医学部の小林 弘幸（こばやし ひろゆき）教授は「新型コロナに感染して重症化する人の原因は、本来、

身体を守るはずの免疫細胞が暴走する「サイトカインストーム」である。免疫の暴走を食い止めるには、制御性 T 細

胞が欠かせない」とおっしゃっています。 

 

また、国立国際医療研究センター病院/国際感染症センター長/国際診療部長 大曲 貴夫（おおまがり のりお）先生

も、新型コロナウイルスに感染して重症化するのは、血液に血栓ができ、免疫系の獲得免疫のバランスが崩れて暴走

すること（サイトカインストーム）が原因になるとおっしゃっています。 

 

パワーラクト（ラクトフェリン）は 

NK 細胞（ウイルスと戦う細胞）を元気にします。 

内臓脂肪が気になる方、目や口が乾くシェーグレ
ン症候群にお悩みの方はパワーラクトを！ 
60mg30 包：2,916 円 60mg60 包：5,400 円 

150mg30 包：6,696 円 150mg60 包：12,960 円  

（全て税込） 

 

 

カタライザーは腸内の有毒ガス・アンモニアを吸
着分解します。 

1 日 1 回～2 回 30cc～100cc 
50ml：1,080 円 900ml：17,280 円（全て税込） 

 

 

↑金属ナノコロイドのイメージ 

教えてください！ 

Q：整腸剤の効能効果に便秘・下痢・軟便と表示されているのは

なぜ？ 

A：便秘は善玉菌が減少して悪玉菌が増えている状態。 

下痢（軟便も含む）は善玉菌も悪玉菌も減少している状態。 

なので、便秘も下痢も善玉菌を増やすことが重要なのです！ 

バイタレジーナは小腸で枯草菌（納豆菌など）を
増やし、枯草菌が元気になると乳酸菌が増え、乳
酸菌が元気になると大腸のビフィズス菌が増え
ます。枯草菌を入れて自分の善玉菌を効率よく増
やしましょう！ 
60 カプセル（1～2 ヵ月分）：9,720 円（税込） 

 

 

菊地薬局のホームページ随時更新中！左の QR コードからアクセスしてくださいネ！ 

昔の「アブサン日記」や「ボク風太ニャニャ～！」なども見ることができますヨ❤ 

今できることは？しっかり養生して、免疫力を整えること！自分の身体は自分で守る！ 

★肺を強くして咳や肺炎を防ぐ！ ★怖い血栓を防ぐ！ 

冬虫夏草「仙寿」 
10 粒（￥2,160）・50 粒（￥10,800） 

100 粒（￥19,440） （全て税込） 

ドリンク 30cc1 本〈カプセル 20 粒分￥3,240〉 

田七人参「三七人参」 
150 粒（￥16,200） 

300 粒（￥32,400） 

600 粒（￥54,000）（全て税込） 

インスタグラムも再開しました。ネコ中心、時々健康情報❤ ゆるーくマイペースに更新しています。 

春のフラワー祭り 
5,000 円以上お買い上げで 

春のお花をプレゼント（写真はイメージです） 

免疫の暴走「サイトカインストーム」を防ぐためには腸内環境が大切！！ 

菊地薬局では皆様の腸の具合や生活習慣をお聞きし、その方に必要なお薬やサプリメントをご提案します。 

ルミン A 100γ 
50 錠（￥5,500） 

120 錠（￥10,450） 

400 錠（￥30,800）（全て税込） 

★マクロファージを元気にする！ 

「生の酵素青汁」は 

生野菜の酵素が豊富で腸の酪酸菌を増やします 

これからの野菜は農薬使用量が増えます。血液をキ
レイにするために「生の酵素青汁」を！ 
60 包：7,560 円 180 包：21,600 円（税込） 

ファイバープラスはレタス 1 個分の食物繊維とビフィズス
菌・乳酸菌・酪酸菌・フェカリス菌・アシドフィルス菌 5 種
類の善玉菌を配合。 

便のカサを増やして便秘解消にはファイバープラスと便秘
薬「便秘薬おん」を併用。 

軟便の人はファイバープラスを 1 日 1 包飲用。 
ファイバープラス 1 包：158 円 60 包：7,560 円 

便秘薬おん 1 包：110 円 30 包：2,805 円（全て税込） 

お知らせ 

https://www.kikuchi-pha.jp/


 

風太と学ぼう！！（8） 
風太が菊地薬局のお薬や健康食品のことを八重子先生に教えてもらうコーナー！ 

8 回目のテーマは「5-アミノレブリン酸（5-ALA）」についてです。一緒に勉強しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③アミノレレ？アレレー？アラ！思い出した！ 去年の静岡新聞の夕刊の一

面にアラ（5-ALA）のことが大きく出たってジュンちゃんとしゃべってたね。 

 

④そうなの！風太って寝てても人の話をよく聞いててすごい

ね！ 

長崎大の先生がアラ（5-ALA）のことを研究していて、新型コ

ロナウイルス増殖の抑制効果があることが確認されたのよ。 

⑤へー！すごいね！はやくいいお薬ができるといいね。 

⑥そうね。アラ（5-ALA）は、動物や植物の体内に含まれるユニークな天然のアミノ酸で、エネルギ

ーを作るために必要なミトコンドリアを元気にしてくれるのよ。ミトコンドリアが元気になると基

礎代謝が上がって体温も上がってくるのよ。 

⑪ボクももうすぐ 11 才でオジサンだからミトコンドリア少ないね！補充しなきゃダメかな！？ 

やえこ先生今月もありがとう！！ 

⑦そうか！だから運動前にアラ（5-ALA）を摂ると代謝が上がっていいんだね。

低体温の人にもいいね。ボクもポッチャリだから必要かも！？ 

⑨やった～！！やえこ先生にほめられた～！！ 

そーだ！聞きたいこともう一つあったんだ。アラ（5-ALA）と赤血球って関係があるって本当なの？ 

 

⑩すごいね！風太！いい質問よ！実はアラ（5-ALA）はヘモグロビン（=赤血球の主な成分）とチト

クロム（=ミトコンドリアの活性化に必要な成分）の構成に不可欠な成分なのね。動物も人間も赤

血球がないと死んでしまうから、赤血球の材料にアラ（5-ALA）が優先的に使われるの。だから年

と共に減っていくミトコンドリアを元気にするためにアラ（5-ALA）が必要なのよ。 

 
① やえこ先生！ウシ年がはじまった

ね！今年モウ（も）がんばるぞー！ 
②がんばって勉強しましょうね！ 

今回のお題は「5-アミノレブリン酸（5-ALA）」です。 

 

 

⑧風太はポッチャリがイヤなの？少しぐらいポッチャリの方が健康的でいいじゃない！ 

 

5-アミノレブリン酸（5-ALA）は体内診断薬、化粧品、サプリメントに利用されていま

す。当店のお客様も「疲れにくくなった」「手のガサガサが良くなった」「朝の目覚め

が良くなった」「ぐっすり眠れた」と体感されています。今回キラリス ALA の新商品「キ

ラリス ALA-ON」が発売されました。アラ（5-ALA）にリラックス成分・テアニン（抹茶

や玉露などに含まれる成分）を配合することで睡眠の質の向上が期待できます。 

1 日に望ましい 5-ALA の量 10mg～20mg を摂取するには赤ワインで約 100 杯以上、バナ

ナでは約 300 本以上が必要です。5-ALA は腸内でも合成できず食事からの摂取も困難

なためサプリメントで補うことをお薦めします。 

 

 

 

 

 

 

 

ねこじゃらしで遊ぶコタロウ。まだまだ「お子ちゃま」です。（右の写真） 

キラリス ALA 

32 粒：4,860 円 96 粒：13,824 円  

キラリス ALA―ON 

30 包：6,480 円 （全て税込） 

 

ヒロミのちょっと一服 （8） 
沼津市出身で芥川賞を受賞した宇佐美りんの「推し、燃ゆ」を読みました。 
高校生のあかりがアイドルグループ「まざま座」の上野真幸を推す（応援する）熱狂的なファンで、
CDや推し（好きなアイドル）のグッズをたくさん買い、コンサートに行き、そのためにアルバイトを
する、“推しを推す”ことで生きているあかり。SNSでも推しのことを書いて同じ“推しを推す”同士
で繋がっている。でも、その推し・上野真幸がファンを殴ったことからこの物語は始まります。“推し”
を通してあかりの日常や心の葛藤を綴る言葉の表現力がすごいなと感じました。 

 
「推し、燃ゆ」を読んで、嵐の活動休止と重ねてしまうところがあります。 
嵐の活動休止後の 1月 25日は桜井君の誕生日で、今までは、それぞれのメンバーの誕生日には 
5人からファンへビデオメッセージが送られていたのですが、今年は 4人のビデオメッセージに 
変わっていました。そのメッセージの中で桜井君は「リーダーからはプライベートでおめでとう 
メッセージがくると思います」と話していました。 
このビデオメッセージをみて、あー、本当に活動休止になったんだなと実感しました。 
そして、花粉症のこの時期のＣＭといえば大野君の「アレ～グラ～！！」ですね。アレグラ人 
サトシーラは 8年の任務期間を終え、アレグラ星へ帰還しました。変わって後輩アレグラ人チネラー（知念侑季）が花粉か
ら地球を守る任務につきました。サトシーラがアレグラ星から地球そして日本にカムバックするのはいつなのでしょうか。 

ジュンの気まぐれ日記（47） 

今までにないほどのお城ブーム（マニア限定）です。「お城博士ちゃん」としていろいろな番組に出演している栗原 響大

（ひびき）君（10 歳）は、数あるお城の中でも大好きなお城の一つに三島の「山中城（北条氏が築城、豊臣秀吉により落

城）」をあげているそうです。 

先日、その山中城にて、寄付を呼び掛けるクラウドファンディングの協力者を対象

にしたイベントがあり、寄付をした妹の同行者として参加してきました。予想を上

回るほどの寄付が集まったらしく、関東、関西からもたくさんの人が集まり盛大で

した。もちろん！ゲストとして響大君も参加していました。可愛かった～。 

山中城の魅力の一つは眺望の素晴らしさです。三島、沼津、富士から静岡方面ま

でと駿河湾、そして富士山が見渡せることです。この日箱根はあいにくの霧と霧

雨で、残念ながら富士山は見ることはできなかったのですが、市街地と駿河湾は

見ることができ、格別にきれいでした。そしてもう一つの魅力は、独特の形状の

障子堀（しょうじぼり＝右の写真）です。普段この堀の中に入ることは禁止され

ているのですが、この日は入ることができ、響大君も感激していました。 

日本遺産で日本百名城にも選ばれた山中城。幻想的な霧雨の中、戦国ロマンに浸

ることができた一日でした。 

ボク風太ニャニャ～！ （22） チュール詐欺！？ 

ネ～ね～チュールサギって知ってる？ ネコもイヌもチュール 大好きだから「チュール！！」ってきこえると  

ワクワク ドキドキ ソワソワ して チュール もらえるの おりこうさんにして待つんだよ。でも サギ  

だから チュールもらえなくてかなしくなるんだって。チュールっておいしいの？ なんでそんなにチュール  

好きなのかな～？ ボク ぜんぜん チュール 興味ないよ。 

「やせがまんじゃないよ！！」 ボク “カリカリ派”だよ！！  

缶詰のゴハンもあんまし食べない。カリカリ だいすき～♥ =^_^= 

コタロウのつぶやき（8） 
ボクは 3月 13日で５才になりました。おかあちゃんのおうちにきて 
はやいもので まる４年です。 
そして 最近 ボクはインスタデビューしました。 
ボクの”ぷらいべーと”はのせないでほしいです。 

風太の視線の先には文子（左の写真） 
文子のカリカリ（ゴハン）と風太のカリカリ
は健康のために種類が違うのですが、いつ
も同じだと飽きてしまうらしく、お互いの
カリカリ（ゴハン）を狙っています。 
文子が食べているカリカリのおこぼれをテ
ーブルの上で待っている風太。 モーニン風太！お寝坊さん！朝だよ！ 

人生で 2番目に嬉しかったこと「山中城の
障子堀に入れることになったこと」を実現
してきました！！ 
夢を叶えてくれた＃山中城さん本当にあ
りがとうございました。 
（響大君のツイッターより写真(左)とコ
メントを掲載させていただきました） 


