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※ 

大分落ち着いてきましたが、風が強いと花粉や砂ぼこり、排気ガス、

大気汚染物質など

っています。鼻などの粘膜にとどまる花粉などに比べ、

物質は直径がかなり小さいので、空気に混じって肺の最も奥の肺胞まで侵入

し、

しましょう。ビタミンＡ・Ｅ・Ｃは

食事から摂取

が認められています。

そろ

れん草などの

の呼吸器障害が出にくくな

す

を向上させると言われています。

十分な酸素を体に取り込む重要な働きをしています。肺の機能が低下する

と浅い呼吸になり

かかわる肺炎や肺がん、風邪、気管支ぜんそくなどの病気にもかかりやす

くなります。特に喫煙者や高齢者は肺の機能が低下

気汚染の影響を受けやすくなっています。

康にかかわ
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 質問がございましたら、各店薬剤師におたずね下さい！
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大分落ち着いてきましたが、風が強いと花粉や砂ぼこり、排気ガス、
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物質は直径がかなり小さいので、空気に混じって肺の最も奥の肺胞まで侵入
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して

十分な酸素を体に取り込む重要な働きをしています。肺の機能が低下する

取り込む酸素の量が少なく呼吸が速くなります。命に

かかわる肺炎や肺がん、風邪、気管支ぜんそくなどの病気にもかかりやす

、大

健

ましょう。 


