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お薬との上手な付き合い方
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お薬と上手に付き合うために

　お薬は、病気の治療や症状の緩和に重要な役割を

果たしています。しかし、使い方を誤ると目的とす

る効果が得られないばかりか、副作用を引き起こす

こともあります。お薬の効果を最大限に活用するに

は、お薬の効能・効果や使用方法を正しく理解する

ことが大切です。

お薬とはどんなもの？

　お薬とは、病気の診断や治療、または予防するこ

とを目的に使われるもので、「医薬品・医療機器等

の品質・有効性及び安全性等の確保に関する法律」

で医薬品として定められています。

　人間には本来、自分自身で病気やケガから回復す

る「自然治癒力」が備わっています。お薬には「自

然治癒力」を助け、病気やケガが早く治るようにし

たり、重くならないようにしたりする働きがありま

す。

　お薬の種類には、内服薬、外用薬、注射薬などが

あります。

お薬の正しい使い方

　お薬の効果が十分に発揮されるためには、有効成

分の血液中の濃度が一定の範囲内にある必要があり

ます。つまり、血液中の濃度が低い場合は効果が発

現せず、逆に高くなり過ぎると副作用を引き起こす

ことがあります。お薬の用量と用法（使い方）は、

血液中の濃度が有効範囲内になるように考えて設定

されていますから、必ず守って正しく使用してくだ

さい。

【内服薬の種類と使い方】
■種　類

○錠　剤：苦みを抑えたり、１日１回で効くように

工夫されたものもあります。また、口腔

内崩壊（OD）錠といって、少しの水分

で口の中で溶ける錠剤もあります。

○カプセル剤：カプセルの中、粉状や顆粒状の薬を

入れたものです。

○散剤（粉薬）：粉末状の粉薬です。湿気を嫌うので、

保管に注意しましょう。

○顆粒剤：散剤よりやや粒子が大きく、においや苦

みを抑えたり、溶けやすくするなどの加

工がされています。

○液　剤：シロップ剤など、成分の一部が沈んでい

るものもあるので、軽く容器を振ってか

ら１回分を計って飲みます。

■服用する際の注意点

○お薬は、通常コップ１杯程度（180cc程度）の水

か白湯で、胃の中までお薬が届くように飲んでく

ださい。

→水なしで飲むと、お薬が食道や胃に長くとど
まって潰瘍を起こすことがあります。

○お薬をミルクやお茶、コーヒー、アルコールなど

で飲むことは避けてください。

→お薬によっては吸収が悪くなり効果が出なかっ
たり、副作用が現れやすくなったりすることが
あります。

○お薬は特別の指示がない限り、噛んだり、砕いた

り、カプセルを外したりして飲まないでください。

○小さい子供の前では、できるだけ飲まないように

してください。

→小さい子供は何にでも興味を示すので、大人が
飲んでいるところを見ると自分も飲んでみたく
なります。

○お薬の用法（服用時間）

・食　　前：食事のおよそ30分前

・食　直　前：食事のすぐ前

・食　直　後：食事のすぐあと

・食　　後：食事のおよそ30分後

・食　　間：食事のおよそ２時間後

・◯時間毎：食事に関係なく、指示された時間毎に

飲む

・寝　る　前：寝る直前又は30分前

・頓　　服：症状が出た時に飲む

※お薬を飲み忘れたときの注意点

　お薬によって１日に飲む回数が異なり、それぞ

れ対処方法が異なりますので、詳しいことは医

師・薬剤師にお尋ねください。なお、２回分のお

薬を一度に飲むことは絶対にしないでください。

【外用薬の種類と使い方】
○貼付剤：患部を治療する湿布薬と全身への作用を

期待する狭心症治療薬などがあります。

○塗り薬：皮膚などに塗る軟膏・クリームなどがあ

ります。

○噴霧剤：皮膚や粘膜にスプレーする薬です。患部

に使用するときは患部より４～５cm離

してスプレーしましょう。

○吸入薬：主に、気管支を広げて呼吸を楽にしたり、

喘息発作を予防するときなどに使われま

す。

○点眼薬：容器の先に目やまつ毛が触れないように

さしたあと、まばたきせず、しばらく目

を閉じます。２種類以上の目薬をさすと

きは、５分以上間隔をあけましょう。

○坐剤・膣剤：肛門や膣などに入れる薬です。薬を

少し手のひらで温めてから薬を取り出し、

人差し指を薬の底にあて、先のとがった

方から肛門や膣内に深く挿入します。

○その他：点鼻薬、点耳薬、浣腸液など様々な種類

のものがあります。

　使用前には手指をよく洗って清潔にし、それぞれ

使用上の注意をよく読んで正しく使用してください。

お薬の保管と処分法

　お薬を保管したり処分したりする場合は、いくつ

かの注意点があります。

【お薬の保管法】
■温度管理

　お薬の一般的な保管温度は、室温保存の場合が

30℃以下（直射日光のあたらない涼しい場所）、

冷所保存の場合が15℃以下(冷蔵庫内)とされていま

す。室温が30℃を超えると、お薬は変質しやすく

なりますので、高温になる場所に放置することは避

けましょう。

■保管場所

○乳幼児や小児の手の届かない所に保管します。乳

幼児が口に入れてしまうと、重大な薬物中毒につ

ながることがありますので、十分に注意してくだ

さい。

○誤用を避けるため、食品や農薬、殺虫剤、防虫剤

など薬以外のものと区別して保管してください。

【お薬の処分法】
　有効期限を過ぎた薬や見た目に異常のある薬は、

使用せずに可燃物として処分し、包装容器は可燃の

ものと不燃のものがありますので、自治体で定めら

れた方法にしたがって処分してください。よくわか

らない時は、病院や薬局の薬剤師にご相談ください。

かかりつけ薬局とおくすり手帳

　多くの病院・診療所では院外処方が実施されてい

ます。患者さんはお薬を受け取る保険薬局を自由に

選択できるので、ご自宅の近くで気軽に足を運ぶこ

とができる「かかりつけ薬局」を決めておくと便利

です。「かかりつけ薬局」では、「おくすり手帳」

を発行し、お薬の服用情報（薬歴）を管理してくれ

ます。もし、複数の医療機関を受診して処方せんが

複数発行された場合でも、「おくすり手帳」を持参

することで、お薬の重複や飲み合わせによる副作用

の問題がないかを調べてもらうことができます。ま

た、市販薬や健康食品、サプリメント等との飲み合

わせの相談にも応じてもらえます。

※「おくすり手帳」に関する注意

おくすり手帳は何冊も持たず、必ず１冊にまとめ

ましょう。

お薬と上手に付き合うために
覚えておきたいこと

■お薬の用法・用量をきちんと守る。
■自己判断でお薬をやめたり、調節したりしない。
■他人のお薬をもらったり、自分のお薬をあげたり
しない。
■病院でもらったお薬の余りを取り置きしない（同
じ症状であっても、自己判断で使わない）。
■アレルギーや副作用を起こしたことがあるお薬は
服用しない（おくすり手帳に記入して、医師や薬
剤師に伝える）。
■薬の使用中に異常を感じたら、すぐに医師や薬剤
師に相談する。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
について

　先発医薬品（新薬）は、最初に開発・発売された

お薬で、開発メーカーは特許期間中、独占的に製

造・販売することができます。その特許期間が満了

した後に、開発メーカー以外の製薬メーカーが、先

発医薬品と同じ有効成分を製造・販売したものを

ジェネリック医薬品（後発医薬品）といいます。

　ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて、研究

開発費がかからない分安価で、患者さんは医療費を

低く抑えることができます。先発医薬品の処方を受

けた場合でも、処方箋の「変更不可欄」に「レ」や

「×」などの印がない場合には、薬局でジェネリッ

ク医薬品に変更して調剤してもらうことができます。

　以上、「お薬との上手な付き合い方」をまとめま

したが、説明が十分でないところもあるかと思いま

す。お薬について気になることや疑問点などありま

したら、どうぞお気軽にかかりつけの病院・薬局の

薬剤師にご相談ください。



お薬との上手な付き合い方

厚生連だより 大分 ３

お薬と上手に付き合うために
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みを抑えたり、溶けやすくするなどの加

工がされています。
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■服用する際の注意点

○お薬は、通常コップ１杯程度（180cc程度）の水

か白湯で、胃の中までお薬が届くように飲んでく

ださい。
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※お薬を飲み忘れたときの注意点
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きは、５分以上間隔をあけましょう。
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少し手のひらで温めてから薬を取り出し、
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　使用前には手指をよく洗って清潔にし、それぞれ
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す。室温が30℃を超えると、お薬は変質しやすく

なりますので、高温になる場所に放置することは避

けましょう。

■保管場所
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らない時は、病院や薬局の薬剤師にご相談ください。

かかりつけ薬局とおくすり手帳

　多くの病院・診療所では院外処方が実施されてい

ます。患者さんはお薬を受け取る保険薬局を自由に

選択できるので、ご自宅の近くで気軽に足を運ぶこ

とができる「かかりつけ薬局」を決めておくと便利

です。「かかりつけ薬局」では、「おくすり手帳」

を発行し、お薬の服用情報（薬歴）を管理してくれ
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造・販売することができます。その特許期間が満了

した後に、開発メーカー以外の製薬メーカーが、先

発医薬品と同じ有効成分を製造・販売したものを
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は、お薬の効能・効果や使用方法を正しく理解する

ことが大切です。

お薬とはどんなもの？

　お薬とは、病気の診断や治療、または予防するこ

とを目的に使われるもので、「医薬品・医療機器等

の品質・有効性及び安全性等の確保に関する法律」

で医薬品として定められています。

　人間には本来、自分自身で病気やケガから回復す

る「自然治癒力」が備わっています。お薬には「自

然治癒力」を助け、病気やケガが早く治るようにし

たり、重くならないようにしたりする働きがありま

す。

　お薬の種類には、内服薬、外用薬、注射薬などが

あります。

お薬の正しい使い方

　お薬の効果が十分に発揮されるためには、有効成

分の血液中の濃度が一定の範囲内にある必要があり

ます。つまり、血液中の濃度が低い場合は効果が発

現せず、逆に高くなり過ぎると副作用を引き起こす

ことがあります。お薬の用量と用法（使い方）は、

血液中の濃度が有効範囲内になるように考えて設定

されていますから、必ず守って正しく使用してくだ

さい。

【内服薬の種類と使い方】
■種　類

○錠　剤：苦みを抑えたり、１日１回で効くように

工夫されたものもあります。また、口腔

内崩壊（OD）錠といって、少しの水分

で口の中で溶ける錠剤もあります。

○カプセル剤：カプセルの中、粉状や顆粒状の薬を

入れたものです。

○散剤（粉薬）：粉末状の粉薬です。湿気を嫌うので、

保管に注意しましょう。

○顆粒剤：散剤よりやや粒子が大きく、においや苦

みを抑えたり、溶けやすくするなどの加

工がされています。

○液　剤：シロップ剤など、成分の一部が沈んでい

るものもあるので、軽く容器を振ってか

ら１回分を計って飲みます。

■服用する際の注意点

○お薬は、通常コップ１杯程度（180cc程度）の水

か白湯で、胃の中までお薬が届くように飲んでく

ださい。

→水なしで飲むと、お薬が食道や胃に長くとど
まって潰瘍を起こすことがあります。

○お薬をミルクやお茶、コーヒー、アルコールなど

で飲むことは避けてください。

→お薬によっては吸収が悪くなり効果が出なかっ
たり、副作用が現れやすくなったりすることが
あります。

○お薬は特別の指示がない限り、噛んだり、砕いた

り、カプセルを外したりして飲まないでください。

○小さい子供の前では、できるだけ飲まないように

してください。

→小さい子供は何にでも興味を示すので、大人が
飲んでいるところを見ると自分も飲んでみたく
なります。

○お薬の用法（服用時間）

・食　　前：食事のおよそ30分前

・食　直　前：食事のすぐ前

・食　直　後：食事のすぐあと

・食　　後：食事のおよそ30分後

・食　　間：食事のおよそ２時間後

・◯時間毎：食事に関係なく、指示された時間毎に

飲む

・寝　る　前：寝る直前又は30分前

・頓　　服：症状が出た時に飲む

※お薬を飲み忘れたときの注意点

　お薬によって１日に飲む回数が異なり、それぞ

れ対処方法が異なりますので、詳しいことは医

師・薬剤師にお尋ねください。なお、２回分のお

薬を一度に飲むことは絶対にしないでください。

【外用薬の種類と使い方】
○貼付剤：患部を治療する湿布薬と全身への作用を

期待する狭心症治療薬などがあります。

○塗り薬：皮膚などに塗る軟膏・クリームなどがあ

ります。

○噴霧剤：皮膚や粘膜にスプレーする薬です。患部

に使用するときは患部より４～５cm離

してスプレーしましょう。

○吸入薬：主に、気管支を広げて呼吸を楽にしたり、

喘息発作を予防するときなどに使われま

す。

○点眼薬：容器の先に目やまつ毛が触れないように

さしたあと、まばたきせず、しばらく目

を閉じます。２種類以上の目薬をさすと

きは、５分以上間隔をあけましょう。

○坐剤・膣剤：肛門や膣などに入れる薬です。薬を

少し手のひらで温めてから薬を取り出し、

人差し指を薬の底にあて、先のとがった

方から肛門や膣内に深く挿入します。

○その他：点鼻薬、点耳薬、浣腸液など様々な種類

のものがあります。

　使用前には手指をよく洗って清潔にし、それぞれ

使用上の注意をよく読んで正しく使用してください。

お薬の保管と処分法

　お薬を保管したり処分したりする場合は、いくつ

かの注意点があります。

【お薬の保管法】
■温度管理

　お薬の一般的な保管温度は、室温保存の場合が

30℃以下（直射日光のあたらない涼しい場所）、

冷所保存の場合が15℃以下(冷蔵庫内)とされていま

す。室温が30℃を超えると、お薬は変質しやすく

なりますので、高温になる場所に放置することは避

けましょう。

■保管場所

○乳幼児や小児の手の届かない所に保管します。乳

幼児が口に入れてしまうと、重大な薬物中毒につ

ながることがありますので、十分に注意してくだ

さい。

○誤用を避けるため、食品や農薬、殺虫剤、防虫剤

など薬以外のものと区別して保管してください。

【お薬の処分法】
　有効期限を過ぎた薬や見た目に異常のある薬は、

使用せずに可燃物として処分し、包装容器は可燃の

ものと不燃のものがありますので、自治体で定めら

れた方法にしたがって処分してください。よくわか

らない時は、病院や薬局の薬剤師にご相談ください。

かかりつけ薬局とおくすり手帳

　多くの病院・診療所では院外処方が実施されてい

ます。患者さんはお薬を受け取る保険薬局を自由に

選択できるので、ご自宅の近くで気軽に足を運ぶこ

とができる「かかりつけ薬局」を決めておくと便利

です。「かかりつけ薬局」では、「おくすり手帳」

を発行し、お薬の服用情報（薬歴）を管理してくれ

ます。もし、複数の医療機関を受診して処方せんが

複数発行された場合でも、「おくすり手帳」を持参

することで、お薬の重複や飲み合わせによる副作用

の問題がないかを調べてもらうことができます。ま

た、市販薬や健康食品、サプリメント等との飲み合

わせの相談にも応じてもらえます。

※「おくすり手帳」に関する注意

おくすり手帳は何冊も持たず、必ず１冊にまとめ

ましょう。

お薬と上手に付き合うために
覚えておきたいこと

■お薬の用法・用量をきちんと守る。
■自己判断でお薬をやめたり、調節したりしない。
■他人のお薬をもらったり、自分のお薬をあげたり
しない。
■病院でもらったお薬の余りを取り置きしない（同
じ症状であっても、自己判断で使わない）。
■アレルギーや副作用を起こしたことがあるお薬は
服用しない（おくすり手帳に記入して、医師や薬
剤師に伝える）。
■薬の使用中に異常を感じたら、すぐに医師や薬剤
師に相談する。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
について

　先発医薬品（新薬）は、最初に開発・発売された

お薬で、開発メーカーは特許期間中、独占的に製

造・販売することができます。その特許期間が満了

した後に、開発メーカー以外の製薬メーカーが、先

発医薬品と同じ有効成分を製造・販売したものを

ジェネリック医薬品（後発医薬品）といいます。

　ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて、研究

開発費がかからない分安価で、患者さんは医療費を

低く抑えることができます。先発医薬品の処方を受

けた場合でも、処方箋の「変更不可欄」に「レ」や

「×」などの印がない場合には、薬局でジェネリッ

ク医薬品に変更して調剤してもらうことができます。

　以上、「お薬との上手な付き合い方」をまとめま

したが、説明が十分でないところもあるかと思いま

す。お薬について気になることや疑問点などありま

したら、どうぞお気軽にかかりつけの病院・薬局の

薬剤師にご相談ください。
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～看護の心を　　　　　
　　　みんなのこころに～
ふれ

あい看護体験

未来の看護師を目指して
　５月14日、鶴見病院にて別府鶴見丘高校より４名

の高校生を迎え、ふれあい看護体験を行いました。

　この取り組みは看護に対する理解を深めるととも

に、｢看護の日｣・｢看護週間｣について普及啓発を行う

ものです。患者さんのお世話を体験することで看護の

心に触れ、看護について関心を高めることにより、体

験者の看護職への就職促進を図ることを目的としてい

ます。

実際に看護体験を行って
　鈴木院長より委嘱状並びに激励の挨拶があった後、２班

に分かれ、３・６病棟を回りながら、看護の仕事について

の説明や現場での様々な体験などが紹介されました。高校

生が入院患者さんの血圧測定・検温などを体験したり、コ

ミュニケーションをとることで患者さんから感謝や激励の

言葉をいただくなど医療の現場を肌で感じていました。

是非、未来の看護師へ
　すべての体験を終えた後、増田看護部長、黒木看護科長、

釘宮看護次長、３・６病棟の看護師長を交え、意見交換会

を行いました。

　意見交換会では、看護

を体験した高校生から｢実際に患者さんとふれあう中で

コミュニケーション力が必要なことを知った｣や「実際

に働く看護師の意見や考えを聞くことができ、とてもよ

い経験ができた」など、多くの感想が出ていました。

　最後に増田看護部長が「今日の体験を活かし、是非、

看護師になってください」と激励の言葉をかけ、意見交

換会は終了しました。

　今回の体験をきっかけとし、看護師への道を選択され

ることを期待しています。

看護体験をした
高校生

看護体験の様子

鈴木院長より委嘱状
を受ける高校生

患者さんと会話する様子

意見交換会の様子



厚生連だより 大分

職員全体研修会の開催

元リッツ・カールトン日本支社長
高 野 　登氏

ＪＡ大分中央会 経営支援部部長（監査士）
渡 邉 智 文氏

　５月11日㈯、鶴見病院５階研修ホールにて職員全体研修会を行いました。大分県厚生連では、
毎年全職員を対象にした研修会を行っており、今年も多数の職員が研修会に参加しました。

　研修会では、元リッツ・カールトン日本支社長　高野　登氏、ＪＡ大分中央会　経営支援部部長
（監査士）渡邉智文氏がそれぞれ講演を行いました。
　高野氏は「いのちの現場とおもてなしの心」～医療従事者における接遇とは～という演題で
講演を行い、渡邉氏は「コンプライアンス研修」～不祥事の未然防止について～という演題で
研修を行いました。職員は皆、熱心に講義を聴いており、実りのある研修会となりました。

６



★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★
ふれあいエステティック

日本エステティック協会のみなさん

ハンドマッサージを受ける利用者

　６月15日㈬、日本エステティック協会の

会員がシェモア鶴見を訪問し、利用者にハ

ンドマッサージやメイクを行ってくれまし

た。

　ハンドマッサージやメイクを受けた利用

者は、自然と笑顔になり、楽しいひととき

を過ごしました。

厚生連だより 大分

見て・聴いて・知ろう
市民公開講座の開催

　４月27日㈯、トキハ別府店７階大会議場にて鶴見病院主催の公開講座を開催しました。
　初めに放射線治療科医長　大塚　誠氏　が「がんを放射線でなおす」と題し、現代の放射線治療

について、講演を行いました。続いて、特
任副院長　赤嶺晋治氏　が「がんになったら
どうしたらいいの？」と題し、もしがんに
なったらどうすればよいのか、またその後
の流れなど、患者さんの目線に立った講演
を行いました。
　次回は、８月にトキハ別府店で開催予定
ですので、是非ご参加ください。講演をする大塚医長 講演をする赤嶺特任副院長

もっと知ろうがんのこと
vol.2

市民公開講座の様子

７



　６月に入り、梅雨
の季節がやってきま
した。気温とともに

湿度も高くなり、部屋にこもり
がちの６月ですが、一歩外に出
ればキレイなあじさいが咲いて
いたりします。この時期だから
こそ、気持ちが開ける行動をこ
ころがけ日頃気づかない小さな
幸せを見つけてみてはいかがで
しょうか。（S.T）
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健康管理センター

４月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 3651名
（うちJA 4名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《４月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

人権の
おはなし

　近年の情報化や国際化等による社会の変化に伴い、

様々な人権問題の中で、特に、プライバシー（個人情

報等）の保護、犯罪被害者とその家族の人権問題、

ネット社会の人権問題、性同一性障害（心と体の性が

一致しない状態）や同性愛等の人権問題が社会の課題

となっています。

　人はみな、かけがえの

ない存在であり、様々な

個性や可能性を持ってい

ます。そして、誰もが

「一人の人間として自分

らしく生きる」権利を

持っています。私たちが

自分らしく生きられる社

会とは、一人ひとりの人

権が尊重される社会です。

　先月、５月号の外来診療予定表（7P）で氏名と形成外科受付時間の誤植が
ありましたので訂正致します。

【お詫びと訂正】

矢　野　貴　文　→　矢　野　貴　史　先生　です。
受付けは11時まで → 受付は 10時 まで　です。


