『新型コロナウイルス感染拡大の中で、一人一人が自宅で取りくめる統合医療によるセルフケア』

Part 2

種々の相補・代替医療（Complementary and Alternative medicine :CAM）によるセルフケア
CAM
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メディカルハーブ

植物由来のフラボノイ
ドには抗ウイルス作用
があるとされ、従来から
風邪症状に用いられる
方剤の構成生薬にはフ
ラボノイドを含むもの
が多い。
1)ドクダミ（十薬）
；疫力
を高める。瀉下作用があ
るので体力が衰えた人
の大量摂取には注意
2)甘草；主成分のグリチ
ルリチンによる低カリ
ウム血症・高血圧に注
意。１日の投与量は８グ
ラムを超えない。
ドクダミと甘草の服用
方法；熱湯抽出し、お茶
にして飲むのが良い

サプリメント

インフルエンザや感冒

風邪症状初期から、数
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されいる。したがって、
新型肺炎の発症リスク
低減にこれらの成分が
有用と考えられる。
1)ビタミンＤ：1,000 IU/
日
2) ビ タ ミ ン Ｃ ： 1,0002,000mg/日
3)亜鉛：13-20mg/日

カイロプラクティ
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ヨーガ

消化力を高めるヨーガ:

ヨーガのポーズ
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（Part 1 参照）
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