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概要概要概要概要    
 
 

現代は、ユビキタス情報社会といわれるように、必要とされる情報は、時間、場所に関
係なく迅速に取り出され、活用されている。医療用医薬品の安全性、有効性等に関する
情報も然りである。ただ、医薬品はその本質上、関わる人の多さ、医療に対する考え方
の時代的変化等に影響されるので、その情報は多様である。 
 
個別医療用医薬品情報「くすりのしおり」は、医療担当者が患者に服薬指導する際の補
助手段として、１９９３年に開発され、世に提案された。現在では、６９００強の医薬
品について作成され、くすりの適正使用協議会のホームページで提供されている。しか
し、１２年を経過した今、「くすりのしおり」の利用者である医療担当者そして患者か
ら、時代の変化に呼応した情報内容にすべきではないかとの要請がなされた。 
 
こうした背景のもと「くすりのしおり」あり方検討会（座長：大野 善三・日本医学ジ
ャーナリスト協会会長）が設置され、協議会の運営委員も加わって、精力的に討論を行
い、以下のように、「くすりのしおり」のあり方をまとめた。 
 
1. 患者と医療担当者間のコミュニケーションの促進ツールとしての役割を十分に果た
せるよう、情報内容のレベルアップを図ること 

２．具体的には、 
 １）「医薬品の適正使用には患者の協力が必要」の要請を行う 
 ２）医薬品の働きと効果、用法・用量、副作用について情報内容を詳細にする 
 ３）多剤併用の注意、医薬品の保管を追加する 
 ４）「くすりのしおり」より詳細な情報が存在することを紹介する 
 
新しい「くすりのしおり」が、医療担当者そして患者に十分に活用されることで、お互
いのコミュニケーションが一層促進され、患者中心の医療、患者参加型の医療が推進さ
れることを心から願うものである。 



Executive Summary 
The reason for referring the modern society to a ubiquitous society is mainly due to 
the effortless information acquisition we needed for the expansion of our social 
activities regardless of time and a place. Safety and efficacy information of 
pharmaceuticals is not an exception. The pharmaceutical information is varied due 
to the nature of medical supplies, the influence of the time changes for medical care 
and a great number of people involved in the pharmaceuticals, such as patients, 
healthcare providers and drug manufacturers .  
 
The drug information sheets of individual prescription drugs, so called 
“Kusuri-no-Shiori”, have been developed by the RCJ(RAD-AR Council,Japan) as one 
of the supplemental tools for the enhancement of the medicine guidance from the 
healthcare providers to the patients since 1993. As of September in 2005, the 
information sheets of individual pharmaceuticals is 6,900 in number, offered in the RCJ 
homepage. Recently, the patients and healthcare providers, main users of 
“Kusuri-no-Shiori”, sometimes address their requests for the renewal of the contents 
corresponding to a change of the times since it has already passed for 12 years since the 
development.            
 
Under these circumstances, the RCJ organized a committee, chaired by Zenzo Oono, 
chairman of the Japan Medical Journalist Association, and composed of the external 
medical experts, consumer representative, and RCJ members, for the renewal of the 
sheets responding to the requests of the patients and health care providers. Based on 
their deep discussion of the members, the committee reported on their ideal method of 
new “Kusuri-no-Shiori and recommended the improvement of the contents to achieve a 
role enough for the enhancement of the medical guidance and communication between 
the patients and healthcare providers.The recommended reversion of 
“Kusuri-no-Shiori”is as follows:  

1) Emphasize the patient participation type medical care by introducing the sentence, 
saying that the cooperation of the patients is indispensable for the reasonable use 
of medical supplies. 

2) Supply precise scientific information of mode of action, dose and indication, and 
side effects of individual pharmaceuticals 

3) Provide with additional information of the precaution of combination use of 
multiple pharmaceuticals and storage  

4) Provide the patients and healthcare providers with the information of the 
existence of more precise pharmaceutical information source other than 
“Kusuri-no-Shiori” 

The committie do hope the progress of patient participation type medical care by the 
extensive use of new Kusuri-no-Shiori”and subsequent facilitation of the 
communication between patients and healthcare providers. 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    
    
患者が求めている医薬品情報を調査研究するため、日本 RAD-AR協議会（（現）くすり
の適正使用協議会）が設置した「患者向け医薬品情報研究会」（座長 高橋則行・東京
医科大学附属病院薬剤部長）は、１９９３年８月、医療現場におけるインフォームド・
コンセント実践の引き金として利用可能な個別医薬品情報「くすりのしおり」の作成を
提案した。 
この提案を踏まえ当協議会は、製薬企業の多大な協力の下「くすりのしおり」を整備し、
社会に提供している。今日では６９００品目を超える医療用医薬品の情報が協議会のホ
ームページに掲載され、利用に供されている。 
 
ところで、近年、医療を取り巻く情況は一段と変化してきている。患者の認識は、特に
そうである。例えば、医療チームの一員であるとの自覚を持ち、主体的にまた積極的に
治療に参加する姿勢が顕著になってきている。こうした認識の変化を背景に、量的だけ
でなく質的にも整備された医薬品情報を求めるようになっている。 
これに呼応するかのように、２００５年、厚生労働省は、添付文書に警告欄が設けられ
ている医薬品等について、当該製薬企業が直接、患者にその情報を提供するようにとの
方針を打ち出した。 
 
こうした確実に変化している現実を見るとき、１２年前に提案され実践されている「く
すりのしおり」について、その変化に呼応した見直しが必要ではないかとの考えが示さ
れた。 
 
そこで、新しい時代に相応しい「くすりのしおり」のあるべき姿を検討するために、本
検討会が２００５年１月に協議会内に設置された。爾来、５回に亘る検討会がもたれ、
有識者、患者、医師、薬剤師（病院勤務及び開局）、製薬企業団体人（大手企業及び中
小企業）等が夫々の立場から、真剣にまた精力的にあるべき姿について意見交換を行い、
このたび具体的あり方を取りまとめることができた。ここにその結果を報告する。 
 
 
    
１１１１．．．．海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける医薬品情報医薬品情報医薬品情報医薬品情報のののの提供提供提供提供についてについてについてについて    
    
検討会は、参考とすべく海外における医薬品情報提供の実情を調査し、以下のように整
理した。 
 
患者向けの医薬品情報（CMI:consumer medicines information）の提供の実際は、国
によるというよりは地域特異性がある。概観すると、アメリカは「民間」（voluntary）
ベース、ヨーロッパは「法的」（legislative）ベース、そしてオセアニアは「準法的」
(enlightened legislative)ベースである。 
 
少し詳細に述べると、アメリカは、政府（FDA）が示す一定の方式に従って作成され
た医薬品情報が、薬局を経由して患者に提供されている。これら情報を作成するのは民
間情報関連企業（information vendors）である。ただし、こうした情報提供には、 
２００６年までに患者の９５％に提供されなければ、FDA が法的に対応するとの期間
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限定の制約が付いている。 
なお、例外として、使用上特に注意を要する医薬品については、数は少ないものの、
FDAが当該企業に情報提供するよう命じている。 
 
ヨーロッパは、詳細な内容の情報（PIL：patient information leaflet）を製薬企業が作
成し、製品包装内に入れて患者に提供することが、法的に義務化されている。つまり、
患者用添付文書（PPI:patient package insert）による情報提供である。 
オセアニアは、ヨーロッパに準じている国が多い。 
 
因みに、我国は、「任意」ベースと言える方式で患者に医薬品情報が提供されている。
例を挙げると、（独）医薬品医療機器総合機構はホームページで情報（添付文書等）を
提供しているが、その内容は医療担当者（医師及び薬剤師）向けで難解ではあるものの、
患者はフリーアクセスで入手できる。また、「くすりのしおり」も患者はフリーアクセ
スで入手できる。ただし、「くすりのしおり」の役割は、医療担当者を経由して患者に
提供されるという服薬説明書（PMI:patient medication insturuction）である。なお、
１９８５年から世に出ている「お医者さんからもらった薬が分かる本」の類は、「民間」
ベースと言えるかも知れない。 
 
 
 
２２２２．「．「．「．「くすりのしおりくすりのしおりくすりのしおりくすりのしおり」」」」のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
    
検討会は、「くすりのしおり」の現状を分析するとともに、その課題について以下のよ
うに整理した。 
 
（（（（１１１１））））    現状現状現状現状    
「くすりのしおり」は協議会ホームページで提供されており、誰でもがアクセス可
能である。現状について以下のように認識した。 
１１１１））））    役割役割役割役割についてについてについてについて    

１１１１．．．．で述べたように「くすりのしおり」は、医療担当者が服薬指導に際し説明
の補助手段として用いることを前提としている。つまり、PMIである。 

２２２２））））範囲範囲範囲範囲とととと内容内容内容内容についてについてについてについて    
範囲は、医療用医薬品（薬価基準収載医薬品）である内用薬と外用薬が大部分で 
あり、それに若干数の注射薬が加わっている。２００５年８月現在、６９００品 
目強が収載されている。 
内容は、患者と医療担当者との対話促進に重要と考えられる８項目、例えば作
用、副作用などから成り、各医薬品についてそれぞれの項目の説明情報が A４
版１枚に収まる程度の量で記載されている。 

３３３３））））特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて    
  中学３年生でも理解できるよう平易かつ簡潔な文章で記されていること、英語
版が用意されていること、また、視覚障がい者が容易に利用できるよう画面の
文字の拡大、画面の背景色を変えられること、文字の音声化が可能なこと等、
ユニバーサルデザインの発想がふんだんに取り入れられている。 

４４４４））））利用実績利用実績利用実績利用実績についてについてについてについて    
  協議会ホームページへのアクセス件数は１２万（年）、（社）日本薬剤師会・医
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薬品情報 BOX における FAX 取り出し件数が３．７万（年）、同 PDF ファイ
ルへのアクセス数が１．１万（年）であるので、少なくとも年間１７万件の利
用があると考えられる。なお、（社）日本医師会・進化型レセプトコンピュー
ターシステム（ORCA：online receipt computer advantage）にも提供され、
医師による「くすりのしおり」の利用促進が図られている。 

 
（（（（２２２２））））    課題課題課題課題    
        （（（（１１１１））））の現状を踏まえて議論を行った。そこで挙げられた改善、追加等すべき課題
をまとめた。 
１１１１））））役割役割役割役割についてについてについてについて    
  協議会ホームページにフリーアクセスできることから、患者が随時、任意に入
手できること、医療現場で医療担当者が患者にそのまま手渡す例があること等
を勘案すると、「くすりのしおり」は PPIとも考えられる。関連して、インタ
ーネット時代に相応しい情報提供方式、例えば双方向性の情報交換方式（ユー
ザー患者が質問事項を選択しながら順次回答を得ていく方式）を取り入れるこ
とも考えられる。 

 
２２２２））））内容内容内容内容についてについてについてについて    
 ①「くすりのしおり」の項目の中には、患者がもっと詳しくして欲しい、また、
不充分であると考えているものがある。 

  近年、年代を問わず IT 利用に長けている者、特に２０代～３０代、が増加し
ており、かかる者である患者は、医薬品情報について要求レベルが高く、専門
化レベルのものを要求する傾向にあることから、可能な範囲で質、表現方法の
レベルを上げた情報を「くすりのしおり」に盛り込むべきである。また、特に、
「この薬の働きは」について医療担当者からも充実を図る必要があるとの意見
がある。なお、情報のレベルが上ることでのメリットも考えられる。つまり、
患者が十分に理解出来なかったり、不安・心配を覚えたときには、医療担当者
への質問が増え、結果として患者と医療担当者間のコミュニケ－ションの促進
が期待されるからである。 

 ②近年、相互作用による有害事象がよく取り沙汰されている。当該医薬品の効き
目が、他のもの（大衆薬も含めて）と同時に服用することで、強くなったり、
弱くなったりすることがあることを認識させる必要がある。 

③「この薬の使い方は」には具体的用法・用量は記載されておらず、「必ず指示
に従い・・・飲んでください」の記載に止まっている。複数の診療科を受診し
ている患者が、用法・用量を取り違えて、重篤な副作用を引き起こした医療事
故も発生していることから、目の前の患者に、指示されている服用方法を医療
担当者が記入するとともに、当該医薬品の認められている用法・用量を明記し
ておく必要がある。 

 
また、一つの医薬品で用法・用量が異なる適応症を複数有する場合、例えば、
非ステロイド性解熱・鎮痛・消炎剤は、適応症ごとに用法・用量が異なってお
り、誤解を生じやすい。その対応策として、適応症ごとに複数の「くすりのし
おり」を用意することも考えられるが、適応症が異なっても薬理作用に違いが
あるわけではないので、複数の「くすりのしおり」が存在すると、却って誤用
等の間違いを引き起こす可能性があることを忘れてはならない。 
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   ④「この薬を使ったあと気をつけていただくことは（副作用）」の記載について

は、十分な検討が必要である。 
    （社）日本薬剤師会が受けている一般市民からの薬相談の内訳として、有害事

象（副作用）に関連するものが最も多い状況にある。実際、平成１５年度、 
１６年度の質問内容別件数の４０％以上が副作用関連のものである。また、製
薬企業に持ち込まれる患者・一般生活者からの相談についても、副作用の不安
に関するものが多いとされている。患者・一般生活者が、医薬品の副作用につ
いて如何に多くの疑問や不安を抱えているかが窺い知れる。このことは、医療
機関からの副作用関連の情報が、患者にとって満足出来るものでなく、患者と
医療担当者間のコミュニケーションが、未だ十分とは言えない状況にあること
を示していると考えられる。コミュニケーション促進ツールとしての「くすり
のしおり」の役割を思うとき、副作用関連の記載については十分なる配慮を持
ってあたるべきである。 

 
コミュニケーションの促進を図るには、「患者さん自らも医療へ参加する」、「出
来る範囲で自分も医療に協力する」という意識を高めてもらうことが大事であ
る。副作用に不安を抱く一般の人からの電話相談のときに、「薬のリスクを抑
え、ベネフィットを最大限に発揮させることが大切であり、副作用かなと感じ
られる症状に気付いた場合は、医師または薬剤師に伝え、副作用の進展を避け
るようにすることが大事である。これは患者の責任でもある」と説明すること
で、医薬品の副作用について納得してもらえ、不安の解消にも繋がるケースが
多い。医療への患者の参加あるいは協力が大事であることについて、「くすり
のしおり」に何らかの形で言及しておくことは意義がある。 

 
伝えるべき副作用については、重篤なもの、あるいは死亡にまで至る可能性が
あるものを重要視すべきである。事実、先頃、厚生労働省は「重篤副作用総合
対策検討会」を設置し、医薬品による重篤な副作用の治療法、判別法などをま
とめた「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の作成作業に着手し、重篤な副作
用の防止、早期発見に役立てたいとしている。実際の医療の場では、医師また
は薬剤師が副作用を説明し、患者に注意を促しているものの、過去には医師が、
重篤な副作用の情報を薬剤師が安易に出し過ぎると、批判したことがあったこ
とは事実である。しかしながら、近年、発現する可能性がある副作用に関して
は、はっきりと患者に伝えるべきとの流れに変わってきている。このような流
れを考慮した時、重篤な副作用を回避することに的を絞った注意喚起を、副作
用名の表示を含めて、しっかりと行うことが大事である。 

 
⑤その他 
 医薬品によっては尿やコンタクトレンズの着色等を起こすものがあり、注意喚
起の観点からこの情報を「生活上の注意は」に、盛り込む必要がある。 
 また、医薬品はきちんと保管する必要があるので、そのための注意書きを記載
すべきである。なお、使い残しについても、適切に処理してもらうよう注意す
る必要がある。 

 
３３３３））））そのそのそのその他他他他    
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   ①後発品も含めて、同一成分の医薬品について「くすりのしおり」を用意する場
合は、当該企業間で記載内容について協議して調整を図ることが望まれる。つ
まり、副作用の注意等に関する記載が異なることは避けるべきである。 

   ②近年、厚生労働省は、後発医薬品の使用促進を指導している。同じ医薬品なら
安価なものを使用してもらいたいとの考えによる。薬価は、医薬品情報の一つ
であり、これも「くすりのしおり」に盛り込んで提供する必要がある。 

   ③「くすりのしおり」掲載のホームページの管理・維持に関わる経費について、
協議会の会員企業以外の企業に、ある程度の負担をお願いすべきである。 

 
 
 
３３３３．．．．新新新新しいしいしいしい「「「「くすりのしおりくすりのしおりくすりのしおりくすりのしおり」」」」にににに向向向向けてのけてのけてのけての提案提案提案提案    
    
現行の「くすりのしおり」の利用者を追跡したところ、多くは薬剤師、ついで医師など
の医療担当者であった。患者への服薬説明の際に参考とされるケースが多いことが窺え
る。 
また、全てではないにしても患者が、より詳しい「くすりのしおり」を求めていること
も事実である。しかし、種々の相談窓口に寄せられる患者・一般生活者の問い合わせ等
を分析すると、患者と医療担当者間のコミュニケーションが未だ満足できる情況にない
ことが示唆される。こうした種々の情況を勘案して、コミュニケーションの促進ツール
としての役割を担っている「くすりのしおり」について、その内容のレベルアップにつ
とめ、より多くの医療担当者に、また患者に、頻回に利用してもらえるようにすること
が大切であると結論された。具体的には、患者の医療に対する意識の向上に合わせて「く
すりのしおり」の情報の質、表現方法のレベルを上げること、ただし、量については服
薬説明書としての役割を重視して、従来どおり A4版１枚に収まる程度で差支えないこ
と等である。 
なお、「くすりのしおり」は、医薬品の安全性及び有効性に主眼を置いた服薬指導に用
いられるものであることから、価格については触れないこととする。 
 
新しい「くすりのしおり」について検討して得られた結果の要点をまとめると、次の様
である。 
(ⅰ)働きと効果に関する記載の充実を図る。（ⅱ）用法・用量を創設するとともに患者
個人の適正使用を進める観点から、医療担当者が指示する具体的内容を記入する。（ⅲ）
副作用については、重篤な副作用への進展防止の観点からの情報を提供する。その際、
初期症状の記載の後に該当する副作用名を併せ記載する。（ⅳ）「くすりのしおり」の内
容より詳しい情報の存在の案内を付記する。 
 
以上の見地に立って、検討会は次のような修正を加えた新しい「くすりのしおり」を提
案する。 
 
１）「くすりのしおり」の頭書に、患者参加型の医療のための協力お願い文を記載する 
２）医薬品の働きについて、その内容と表現のレベルアップを図るなど記載を充実する 
３）多剤併用の注意を促す文を記載する 
４）医療担当者が記入する患者個別の用法・用量の記載欄を設ける 
５） 添付文書にある「用法・用量」を記載する 



 6

６） 重篤な副作用を記載対象とし、その進展の防止に主眼を置いた「注意喚起」と「そ
れらの初期症状」を記載するとともに、その末尾に対象「副作用名」を（ ）付け
で記載する 

７） 「保管その他」に関する記載欄を設ける 
８） 欄外に「詳細情報の存在」の案内を記載する 
９）「薬価」の記載欄は設けない 
別表に、上記を反映した新しい「くすりのしおり」フォーマット（簡単な記載要領を付
記）、及びそれに従って作成した新しい「くすりのしおり」を例示する。 
 
 
 
なお、課題として指摘されたが今回の提案には含めなかったものを示すと次の様である。 
 
（１）「くすりのしおり」の情報提供手段を「インタラクティブ Q＆A 方式」にしては

との提案については、協議会内でさらに検討する。 
（２） 後発医薬品を含め同一成分の「くすりのしおり」について、それらの内容を揃

えるなどの調整を図る必要があるとの意見については、協議会内で更に検討す
る。 

（３） 掲載に関する経費を応分に負担するとの意見については、協議会内で更に検討
する。 

 
 
 
４４４４．．．．新新新新しいしいしいしい「「「「くすりのしおりくすりのしおりくすりのしおりくすりのしおり」」」」にににに期待期待期待期待するものするものするものするもの    
    
医療に対する患者・一般生活者の意識の高まりを強く感じるにも拘わらず、医療担当者
（医師及び薬剤師）から患者への医薬品情報の伝達は未だ十分とは言えない情況にある。
その背景として、医療担当者は医療に誠心誠意努力しているのだが、患者の思いを十分
に理解できていない、その結果、お互いのコミュニケーションがうまく取れていないと
いう情況が察知される。検討会が今回提案した新しい「くすりのしおり」が、時代に即
したコミュニケーションツールとしての役割を臨床現場で発揮するならば、必ずや患者
と医療担当者間のコミュニケーションが促進され、患者中心の医療、患者参加型の医療
の推進に貢献すると考える。 
 
また、患者中心の医療の推進には、医師と薬剤師の緊密な連携（医薬連携）を確立する
ことも重要な手段である。薬剤師から医師への患者情報のフィードバック、地域単位で
のチーム医療の推進等が実践され、あるいは試みられているものの、医薬品に関しては、
その説明を、医師、薬剤師がそれぞれ別個に行うなど、役割分担に応じた双方の連携が
必ずしもスムーズでない現状が窺える。それの解決方法として、「くすりのしおり」を
仲立ちとする連携が有用であると考える。 
 
いずれにしても、医療担当者にそして患者に新しい「くすりのしおり」を十分に活用し
てもらうことを期待する。 
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おわおわおわおわりにりにりにりに    
 
検討会の報告をまとめるに当って、医療現場における医薬品情報の提供に関する課題を
海外での事例を含めて、多くの角度から分析、討議する貴重な機会を与えられたことに
一同厚く感謝するとともに、この報告が、また提案が、「くすりのしおり」の更なる発
展と利用につながり、延いては、良質かつ安心な医療の確保につながることを心から願
うものである。 
 
 
 
                                    以上 
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くすりのしおりフォーマット 
くすりには効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最
大限に引き出すことが大事です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 

商品名商品名商品名商品名    
主成分の一般名（片仮名）  （英名） 
剤形 
シート記載 

（剤形写真） 

この薬の働きと効果について 
（簡単な作用機序、薬効薬理、効能・効果をわかり易く記載する） 
（制癌剤等で告知上の問題がある場合、効能の表現に留意する） 
（治療対象の病名を記載する場合、通常・・の治療に用いられ・・、あるいは代表的なものとして・・の治
療に用いられ・・と表現する） 

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください 
・以前に薬を使用して、発疹、かゆみ、アレルギー症状などが出たことのある方、（続いて禁忌、その他特に
注意すべき事について記載する）（併用禁忌薬については記載しない） 
・妊娠または授乳中の方 
・他に薬を使っている方（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて
ほかに使用中の医薬品に注意してください） 

用法・用量 
・・・・あなたのあなたのあなたのあなたの服用方法服用方法服用方法服用方法はははは≪≪≪≪（医療担当者記入欄）                                                                                                    ≫≫≫≫    
・通常、成人は１回 錠（主成分として  ｍｇ）を、１日 回服用しますが、年令、症状により適宜増減
されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 

（用法・用量が異なる適応症を複数有する医薬品の場合、１製品につき 1 つの「くすりのしおり」を用意す
ることを原則とするが、誤解を引き起こさぬように記載方法に配慮すること。また、適応症ごとに複数の
「くすりのしおり」を用意する方が、取り違え等の間違いを引き起こす可能性が明らかに少ないと判断さ
れる医薬品については、適応症ごとに複数の「くすりのしおり」を用意する） 

・飲み忘れた場合：（次からの服用法を具体的に記載する）（絶対に）２回分を一度に飲んではいけません。（当
該医薬品の特性から、「絶対に」の表現が相応しくないと判断される場合、「絶対に」を省略する。 

・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 
生活上の注意 
（本剤を使用している間に注意すべきことを、簡単な理由を含めて記載する） 

 （副作用から外れるもので、患者さんに不安を及ぼす変化、例えば医薬品そのものが尿の着色を引き起こす
場合等について告知しておく） 

 （本剤に限らない普遍的な注意事項や、添付文書に記載のない一般的な生活上の注意は記載しない） 
（医療担当者の記入欄として１行の空欄を用意すること） 
目的の効果以外に、望ましくない作用（副作用）が出る場合もあります 
  主なものとして、・・・・・・・・・等が報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師ま

たは薬剤師に相談してください。 
（発生頻度の高いものにつき症状または副作用名を記載する。添付文書上、副作用の項の文頭に主たるもの
として発生頻度つきで記載されている副作用を参考とする） 

 
まれに下記のような症状が現れ、（ ）内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 
（死亡もしくはそれに準じる重篤な副作用で、患者が自覚できる初期症状を３ワード以内、続けて括弧付け
で副作用名を付記する。ただし臨床検査値の異常値は除く） 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも普段と異なる症状が出た場合は、医師または薬

剤師に相談してください。 
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保管その他 
・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 
（特に保管上の注意を要することがある場合、注意事項を記載する） 
その他特記事項 
（緊急連絡先等、医療担当者記入欄） 

 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師に問い合わせてください。また、「患者向医薬品
ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり    
くすりには効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最
大限に引き出すことが大事です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 

商品名商品名商品名商品名：：：：○○○○○○○○○○○○○○○○錠 1mg    
主成分  ：       （      （英名）） 
剤形   ：白色～微黄白色の錠剤、直径 7.1mm、厚さ 2.3mm 
シート記載：   
この薬の働きと効果について  

脊髄及び脳神経に作用することにより、筋肉の緊張を緩和します。 
肩こりや腰の痛み、手足のつっぱり、こわばりや、麻痺などの症状を改善します。 
通常、頸肩腕症候群､腰痛症、痙性麻痺の人に用いられます。 

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください 
・以前に薬を使用して、発疹、かゆみ、アレルギー症状などが出たことのある方 
・妊娠または授乳中の方 
・他に薬を使っている方（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含め
てほかに使用中の医薬品に注意してください） 

用法・用量 
   ・ あなたのあなたのあなたのあなたの服用方法服用方法服用方法服用方法はははは≪≪≪≪                                                                                                                                                                                                        ≫≫≫≫    

・通常、成人は１回１錠（主成分として１ｍｇ）を１日３回服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症
状により適宜増減します。必ず指示された服用方法に従ってください。 

・飲み忘れた場合：気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場 
合（○時間以内）は、忘れた分は飲まないで１回分を飛ばしてください。２回分を一度に飲んではいけ
ません。 
・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 

生活上の注意 
・ 眠気があらわれることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。 

・アルコールはこの薬の副作用（眠気など）を強めることがあります。飲酒はなるべく避けてください。 
・ 

目的の効果以外に、望ましくない作用（副作用）が出る場合もあります 
主なものとして、眠気、口がかわく、けん怠感、めまい・ふらつきなどが報告されています。このよう
な症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 

まれに下記のような症状が現れ、( )内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 

・冷や汗が出る･気分が悪い･息苦しい（ショック） 
・息切れがする･足がむくむ（心不全） 
・息をするとき喉がヒューヒュー鳴る、息苦しい（呼吸障害） 
・白目や皮膚が黄色くなる･体がだるい･食欲がない（肝機能障害）など 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも普段と異なる症状が出た場合は、医師または薬

剤師に相談してください。 
保管その他 

・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 

その他特記事項（緊急連絡先等、医療担当者記入欄） 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師に問い合わせてください。また、「患者向医薬品
ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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参考文献参考文献参考文献参考文献    
    
 
高橋則行、木島 昴、佐谷圭一ほか．医薬品の正しい使い方の推進と患者に提供する医
薬品情報．日本 RAD-AR協議会；１９９３．ｐ．７９－１３５． 
 
海老原格、藤原充雄、和田有一．「くすりのしおり」をよく理解してもらうために．臨
床医薬 ２０００；１６：２７－３８． 
 
田中靖政、上原鳴夫、海老原格ほか．「対話のある医療」をめざして．日本 RAD-AR協
議会；１９９７ 
 
海老原格．医療消費者と医薬品情報を考える．JAPIC Journal．２００４；５：２２－
２９． 
 
平成１５年度日本薬剤師会会務並びに事業報告．１２．医薬品情報活動の推進．（１）
国民への医薬品等情報の提供サービスの実施．２００４；５１． 
 
平成１６年度日本薬剤師会会務並びに事業報告．１２．医薬品情報活動の推進．（１） 
国民への医薬品等情報の提供サービスの実施．２００５；６７． 
 
志賀信之．「くすりのしおり」アンケート集計報告．RAD-AR News ２０００；１１
（３）：４－５． 
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「「「「くすりのしおりくすりのしおりくすりのしおりくすりのしおり」」」」ありありありあり方検討会委員方検討会委員方検討会委員方検討会委員    
 
 
大野善三（座長） 日本医学ジャーナリスト協会 会長 
辻本好子     ささえあい医療人権センターCOML 理事長 
大野 誠     日本体育大学 大学院 博士課程 健康科学・スポーツ医科学系 
         教授 医学博士（内科） 
七海 朗     （社）日本薬剤師会 常務理事 
林 昌洋     （社）日本病院薬剤師会 常務理事 
佐藤眞一     日本製薬工業協会 くすり相談対応検討会 副委員長 
中沢敏之     医薬工業協議会  くすり相談委員会 委員長 
 
 
くすりの適正使用協議会 
海老原 格    理事長 
中下善彦     くすりのしおり小委員会委員長  
酒井利章     くすりのしおり小委員会副委員長 
松田偉太朗    事務局長 
中村政記     理事長付 
                                  （敬称略） 
 

 
開催日 

 
第１回 平成１７年１月３１日 
第２回 平成１７年３月１４日 
第３回 平成１７年４月２８日 
第４回 平成１７年６月２１日 
第５回 平成１７年８月２２日 
 
 
  開催場所 
 
くすりの適正使用協議会 会議室 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2005.9 2000) 

 

くすりのくすりのくすりのくすりの適正使用協議会適正使用協議会適正使用協議会適正使用協議会    

    

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 第 23 中央ビルディング 5階 

Tel：03（3663）8891 Fax：03（3663）8895 

ホームページ：http://www.rad-ar.or.jp/ E-mail:info@rad-ar.or.jp 
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