
2018年10月21日（日）
野村コンファレンスプラザ日本橋

主催；一般社団法人 くすりの適正使用協議会
共催；独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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本日のプログラム
14:05～14:50 薬のクイズと「副作用のお話」
14:50～15:05 休憩 〈15分〉
15:05～15:40 薬のクイズと

「病気の治療と健康食品のお話」
「薬の正しい情報のお話」

15:40～15:55 まとめ
15:55～16:00 閉会のご挨拶
16:00 閉会

アドバイザー 前半・後半：林昌洋先生（日本病院薬剤師会）

望月眞弓先生（慶應義塾大学薬学部）

後半から ： 田尻泰典先生（日本薬剤師会）
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Ｑ1.薬と飲み物の飲み合わせ
お薬は、牛乳やジュースで薬を飲んでも
良いでしょうか？

赤 飲んでも良い
青 飲んではいけない
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答え 青 牛乳やジュースで飲んではいけない

•薬によっては、牛乳やジュースで飲むと、
効果を出すのを邪魔してしまったり、
強めてしまったりすることがあります。

•薬はコップ1杯の水や
ぬるま湯で飲むことを
お奨めします。
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Ｑ2.薬と食べ物の飲み合わせ
納豆が大好きです。
「血をサラサラにする」薬として、ワルファリンカリウムを
飲んでいます。その薬を飲んでいる間は、
納豆は食べないように言われたのですが、
みそ汁に入れて煮てしまえば、
大丈夫でしょうか？

赤 煮てしまえば大丈夫
青 煮てもダメ
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答え 青 納豆は煮てもダメ

• 納豆菌は発酵過程でビタミンKを
作り出します。

• 納豆を食べると血液中のビタミンKが
増えて、ワルファリンカリウムの作用を
邪魔してしまいます。

• 納豆菌は加熱しても死滅せず、また、
ビタミンKも加熱しても分解しません。
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注意
•お薬を受け取ったときに、
食べ物や飲み物について注意するよう説明を
受けたり、説明書に食べ物や飲み物について
の記載がある場合には、気を付けてください。
食べ物や飲み物が薬の吸収に影響して、薬の
効き目がなくなってしまうことがあります。
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Ｑ3.薬の飲み忘れ
風邪をひいて毎日1日3回毎食後に1錠ずつ薬を
飲んでいます。昼食後の分を飲み忘れたことに
夕食後に気づきました。さて、どうしますか？
赤 夕食後に2錠飲む
青 夕食後は、いつもどおり1錠飲む

飲み忘れ

朝食 昼食 夕食

!?
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答え 青 いつもどおり1錠飲む
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副作用と副作用発現率（％）
副作用のお話



降水確率10％のときに、

傘を持って出かけますか？

赤 傘は持たないで出かける

青 傘を持って出かける

10%

質問１
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お医者さんから、これから飲み始める薬に
ついて、肝機能障害という副作用の発現
率が10％と説明がありました。
この副作用の発現率10％は低いと思い
ますか？

赤 低い
青 高い

10%

質問2
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薬の副作用発現率の%は、
降水確率の%の考え方とは異なります。

副作用について、考えてみましょう！
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副作用と副作用発現率（％）

事例１

副作用と副作用発現率

（高脂血症用薬と横紋筋融解症）



この前、ネットで知りましたが、
高脂血症の薬で「横紋筋融解症」
という大変怖い副作用があるそう
ですね。
私の高脂血症の薬は大丈夫で
しょうか。

何か気になる症状などが
ありましたか？
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いえ、怖いと思って、この薬を
調べたら「0.1％未満」と書かれて
いました。
私が飲んでいる薬では、この
副作用は基本的にはない、
ということですか？

よく調べていますね。
「 0.1％未満」は、この副作用
はない、とは言い切れない
のですが･･････。
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ないと言えないんですか！？

横紋筋融解症って、
どんな副作用なのだろう？！
他にもいろんな副作用がある
みたいだけれど、この薬を
飲んでも大丈夫なのかな？！
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ポイント

薬の作用（効果と副作用）

効果
副作用

医薬品は、
様々な観点から
効果＞副作用

と判断されたときに、
承認され、

使用されます。

薬には、2つの作用があります。

 効果 → 良い点
病気を治したり、症状を軽くしてくれる目的の作用 → 有効性

 副作用 → 好ましくない点
治療目的以外の好ましくない作用 → 安全性 を確認
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例えば・・・

高脂血症用薬

効果と副作用のバランス

効果を検討 副作用を検討

病気になった時の
命や生活への影響によっても

の大きさはかわる

副作用が起こった時の
命や生活への影響によっても

の大きさはかわる
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副作用発現率（%）とは？

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

副作用発現率が0.1％とは、
1，000人中、1人が副作用になる
かもしれない、ということ。

総数 ； 1,000人

1人
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副作用の経過と重症度

例） 横紋筋融解症の症状

● 軽症のときには・・・

手足・肩・腰・その他
の筋肉が痛む
手足がしびれる
手足に力がはいらない
こわばる、全身がだるい

…→ 尿の色が赤褐色に
なる

● 重症になると・・・
治らない腎障害
･･･→ 血液透析を

ずっと受ける
呼吸障害、
高カリウム血症、
代謝性アシドーシス
･･･→ 播種性血管内凝固、

多臓器不全など

･･･ →死亡

副作用は、始めは軽症で、だんだん重症化します。

重症化のスピードは、副作用の種類によって異なります。
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例えば・・・

高脂血症用薬

効果と副作用のバランス

効果を検討 副作用を検討

病気になった時の
命や生活への影響によっても

の大きさはかわる

副作用が起こった時の
命や生活への影響によっても

の大きさはかわる
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ポイント

早期発見の大切さ

早期発見・治療
初期

重症

治療しても…

早期に発見して、お薬を中止又は減量
すると、多くの副作用はなくなるか、
あるいは軽減されます。

早期に対処すると、回復できる可能性
がより高くなります。

もしも治療が遅くなってしまうと、
重症化したり、回復できなくなる場合
もあります。

副作用かなと思ったら、すぐに医師、薬剤師に相談してください。
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自分自身でできること

いつもと異なる症状に一番早く気付くことが

できるのは、自分自身やご家族です！

自分や家族のお薬の副作用を

知っておくことが大切です。

副作用がひどくなるのを防ぐには、

早期発見が大切です。
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インターネットから入手できる情報源の紹介

 医薬品から調べる方法；
例）くすりのしおり、患者向医薬品ガイド

 副作用から調べる方法；
例）重篤副作用疾患別対応マニュアル
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くすりのしおりとは…？

URL;http://www.rad-ar.or.jp/siori/kensaku.cgi

製品名を入力

企業名を入力

製品名の索引から
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くすりのしおりとは…？

URL;http://www.rad-ar.or.jp/siori/ 27



くすりのしおりとは…？

URL;http://www.rad-ar.or.jp/siori/ 28



患者向医薬品ガイドとは・・・？

一覧をクリック
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患者向医薬品ガイドとは・・・？

URL；
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/guide-for-patients/0001.html 30



患者向医薬品ガイドとは・・・？

副作用があらわれる部位

副作用の名前
主な自覚症状



副作用名

副作用がみられる
薬の種類

副作用の自覚症状

副作用の特徴、原因等

生じるタイミング等
早期発見と早期対応のポイント

重篤副作用疾患別対応マニュアルとは…？
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重篤副作用疾患別対応マニュアルとは…？

現在、77種類の重篤な副作用について作られています。



本日のお持ち帰り資料
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医師・薬剤師とのかかわり方

★ 現在、飲んでいる薬を伝える。
（他病院・他科から処方された薬も含む）

★ 過去の薬による副作用・アレルギー歴

を伝える。

★ いつもと異なる症状について相談する。

同様の作用がある薬を飲むと過量投与となったり、
飲み合わせで、副作用が生じやすくなります。

副作用・アレルギー経験者は、似たような薬で
副作用・アレルギーを生じる可能性が高くなります。

副作用？ 病気が進行した？ あるいは、別の病気？
判断はとても難しく、対処方法も様々です。

「お薬手帳」に
書いてあれば、
提示でいいね！
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副作用被害にあわれた方を支援する制度があります

医薬品の副作用により、
重篤な健康被害が生じた場合に、
医療費や年金などの給付を行う
公的な制度があります。

詳しくは、PMDAのホームページ「医薬品副作用被害救済制度」
をごらんください。

☆ 医師の指示、あるいは注意書きを守って正しく使用された

場合が給付の対象となります。

☆ 入院治療が必要な程度の疾病や、日常生活が著しく制限さ

れる程度の障害がある場合に給付の対象になります。

☆ 抗がん剤や免疫抑制剤等、給付の対象とならない医薬品が

あります。
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