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2018年に500万
人の高齢者が
薬物有害事象
で受診

42％の高齢者
が5剤以上を
服用

過去20年間で
ポリファーマ
シーが300％
増

薬物有害事象
のため毎日750
人が入院

10年間の不要
な入院で620
億ドル

薬物有害事象
で次の10年で
15万人死亡







エスシタロプラム（レクサプロ）
1 エスシタロプラムについて
2 鍵となる事実
3 服用できる人、できない人
4 いつ、どのように飲むか
5 副作用
6 副作用への対処法
7 妊娠、授乳
8 他の薬剤との相互作用
9 よくある質問



1 エスシタロプラムについて
エスシタロプラムはSSRIとし
て知られている抗うつ薬です
うつ病の治療のために使用さ
れることが多く、不安、強迫
性障害、パニック障害に使用
されることもあります。（以下
略）

2 鍵となる事実
・作用するのに通常4～6週間
かかります
・悪心や頭痛といった副作用
は一般的です。通常は軽症
で1～2週でおさまります。（以
下略）



3 服用できる人、できない人
エスシタロプラムは18歳以上
の成人が服用できます。
服用する前に医師と以下を
チェックしましょう。
・過去にエスシタロプラムま
たは他の薬にアレルギー反
応を起こした
・てんかんがある、または電
気けいれん療法を受けてい
るー発作のリスクが高まるか
もしれません
・心臓に問題がある－心拍
数を上げる/変動させるかも

しれません （以下略）



・うつ病に対して他の薬を飲
んだことがある－まれにエス
シタロプラムとの相互作用で
血圧が上昇することがある
・妊娠を希望、すでに妊娠ま
たは授乳している
・緑内障－エスシタロプラム
が眼圧を上げる可能性があ
る (以下略）

4 いつ、どのように飲むか
1日1階飲んでください。食べ
物といっしょでもかまいませ
ん。
同じ時間であれば1日のうち
いつ飲んでもかまいません
（以下略）



エスシタロプラム錠は5mg
から20㎎があります。
成人では通常1日10mgです。
しかし、少量から初めて最
大20㎎になることもありま
す。液体の場合、１滴が1㎎
です。10滴なら10mg、20滴
なら20㎎です。

飲むのを忘れたら
忘れた分とあわせて2倍量
を服用しないでください
飲むのを忘れて寝る前に
思い出したらすぐ飲んでく
ださい。翌日は通常通りに
してください(以下略）



飲み過ぎたら？
過量となる量は人によって
違います。

以下ならすぐ医師に電話し
てください
うっかり飲み過ぎて以下の
症状が起きたら
・不穏
・気分が悪い（嘔吐）
・ふるえ
・どきどきする
・てんかん発作

救急病院に行く必要がある
場合、自分では運転しない
でください
エスシタロプラムの包装ま
たは添付文書、残りの薬を
持参してください



5 副作用
他の薬と同様、エスシタロプ
ラムで副作用を起こす人も
いますが、たいていは副作
用がないか、あってもわず
かです。
エスシタロプラムの一般的
な副作用のいくつかは慣れ
れば次第に回復します

一般的な副作用
一般的な副作用は10人中1
人以上に起こる可能性があ
ります
服用は続けて、つらくて治ま
らないようなら医師か薬剤
師に話してください。
・口のかわき
・大量の汗
・眠れない
・眠気 (以下略）



重大な副作用
重大な副作用はまれで、1000
人中1人未満に起きます

すぐに救急病院に行ってくだ
さい
・痛みのある勃起が4時間以
上続く セックスをしていなくて
も起こることがあります
・ひどいめまい、気を失う
（以下略）

すぐに医師に電話してください
・頭痛、錯乱が続く、筋肉のけ
いれん
・自傷、自殺について考える
・錯乱、震えを伴う38度以上
の発熱
・血液を吐く、尿に血が混じる、
黒または赤の便
（以下略）



医師の予約をとってください
・体重増加、または減少
・生理不順、生理が重い、生理
中でないのに出血がある

重大なアレルギー反応
まれですが重大なアレルギー
反応（アナフィラキシー）を起こ
すことがあります

すぐ医師を読んでください
・発疹（かゆくて赤く、腫れあ
がった、水疱を伴う、皮がはが
れた）
・喘鳴がある
・胸やのどが苦しい
(以下略）



これらは副作用のすべてでは
ありません。すべてのリストは
薬の包装の中に入っている
リーフレットを見てください

副作用をうたがったら「UK
safety scheme」に報告するこ
とができます

6 副作用の対処法
・口がかわく：砂糖を含まない
ガムやお菓子を食べる
・汗をかく：ゆったりした服を着
て扇風機などで涼しくする、よ
くならなければ医師に相談し
てください。別の抗うつ薬を試
す必要があるかもしれません
・眠れない：朝に服用する
（以下略）



7 妊娠と授乳
あなたとあなたの赤ちゃんの
ために、妊娠中も健やかで
いることが重要です
エスシタロプラム服用中に妊
娠したら医師に話してくださ
い。医師の指示がなければ
薬をやめないでください
エスシタロプラムはわずかで
すがまだ生まれていない赤
ちゃんに問題が生じるリスク
の上昇と関係しています
ですが妊娠中にうつ病の治
療が行われなければ、これ
も問題の起こる可能性を高
めます
健やかにいるために薬が必
要ならエスシタロプラムを服
用する必要があります
（以下略）



エスシタロプラムと授乳
もし医師やhealth visitorがあ
なたの赤ちゃんは健康だと言
えば、授乳中も薬を続けられ
ます
エスシタロプラムは少量です
が母乳に混ざり、ごくまれに
副作用と関係します
あなたが健やかでいるため
にエスシタロプラムの服用を
続けることが重要です。母乳
もまたあなたと赤ちゃんの両
方にとって有益です
もし赤ちゃんがいつものよう
に飲まなかったり、異常に眠
そうだったり、その他心配なこ
とがあれば、すぐに医師また
はhealth visitorに相談してく
ださい
（以下略）



8 他の薬との相互作用
ある薬とエスシタロプラムは相
互に反応し、副作用の可能性
を高めます
以下の薬を飲んでいたら、エス
シタロプラムを開始する前に医
師に伝えてください
・心拍に関係する薬－エスシタ
ロプラムが心拍を速めることが
あります
・うつ病の他の薬－めったに使
われないうつ病薬がエスシタロ
プラムと相互作用を起こし血圧
を非常に高めるかもしれませ
ん（以下略）

エスシタロプラムとハーブやサ
プリメントとの混合
エスシタロプラム服用中はセン
ト・ジョーンズ・ワートを飲まな
いでください（以下略）



重要
ハーブ、ビタミン、サプリメン
トを含め、他の薬を飲んでい
たら医師または薬剤師に伝
えてください

9 一般的な質問
・エスシタロプラムはどのよう
に作用するのか？
・いつ気分がよくなるのか？
・どのように感じるのか？
・どのくらいの期間飲むの
か？（以下略）



・自動車やバイクの運転はできるのか？
・避妊薬に影響があるのか？
・妊娠に影響があるのか？
・性生活に影響があるのか？
・お酒を飲んでもよいのか？
・避けたほうがよい食べ物や飲み物はある
のか？
・他に治療法はあるのか？
・レクリエーション薬は影響するのか？

関連する病気
・臨床的うつ
・成人の全般性不安障害
・強迫性障害
・パニック障害



有用な情報源
・抗うつ薬：リアルストーリーのビデオ
・Depression Alliance：チャリティー団体
・Depression UK：チャリティー団体
・うつ病：リアルストーリーのビデオ
・エスシタロプラム：フォーラム
・Mind：チャリティー団体
・Samaritans：支援のチャリティー団体



Implicit assumption
暗黙の考え



Common question:
よくある質問

How effective is this 
drug likely to be for my 
condition?
この薬は私の病気にどのくらい効くの？





成人のうつ病に対するレクサプロvsプラセボ



臨床試験の対象者は？ ランダム化試験



うつが軽減？
・うつ病尺度の変化
（0-60）

・うつ病尺度の点数
（0-60）

・うつ病尺度の変化
（0-76）

・うつ病尺度の点数
（0-76）



患者の評価

医師の評価
・うつ病重症度
の変化（1-7）

うつ病重症度
（1-7）

測定されていない



副作用

最も重篤

重篤

小児、十代、若者
の自殺企図

躁エピソード



閉塞隅角緑内障

内出血、出血

低ナトリウム

てんかん

生命にかかわる病気



FDAにより強
調されたよく
ある有症状
副作用

オーガズ
ムの遅れ

悪心

不眠

眠気

疲労

多汗

性衝動の
減少



オーガズムが
得られない



Drug Fact Boxを用いて薬の益と害を示す:2つのRCT



現在、米国の一般市民は、処方薬の有効性と副作用に関して、

入手可能で正確な情報を欠いている。その代わりに、人々は新

製品に対する熱狂を生み出すように作られた何十億ドルものマ

ーケティング手法にさらされており、押しつけがましいマーケティ

ング手法や情報の選択的な提示に対して脆弱なままである。対

照群が薬の益を劇的に過大評価したことは驚くにあたらない。わ

れわれの研究によると、ドラッグファクトボックスは、消費者が薬

剤の効きめを評価し、現在の症状に対するよりよい薬剤の選択

をもたらし、予防目的の投薬における益の過大評価を修正した。

Schwartz LM, Woloshin S, Welch HG. Using a Drug Facts Box to Communicate 
Drug Benefits and Harms: Two Randomized Trials  Ann Intern Med. 2009;150:516-527



FDAのリスクコミュニケーション諮問委員会および議会は、

FDAに「Drug Fact Box」の実施を検討するよう求めた。残念な

がら、FDAはエビデンスを検討するためにさらに3～5年が必要

だと言った。その潜在的な公衆衛生上のインパクトを考えると

、医師と一般市民はより良い医薬品情報を得るためにそれほ

ど長く待つ必要はないはずだ。今すぐアクセスできるようにす

べきだ。

Schwartz LM, Woloshin S. The Drug Facts Box: Improving the 
communication of prescription drug information. Proc Natl Acad Sci 

USA. 110 Suppl 3:14069-74, 2013 Aug 20.



実際、FDA自身の「エビデンスに基づくユーザー・コミュニケー

ション・ガイド」には、「治療の選択肢に関連するリスクと利益

の数値的推定値を患者に提供することが不可欠だ」と書かれ

ている。もしFDAが、FDAが承認する薬について知っているこ

とと知らないことを明確かつ簡潔に伝えることができないなら、

別の独立した団体が彼らのためにそれをすべき時である。

Schwartz LM, Woloshin S. The Drug Facts Box: Improving the 
communication of prescription drug information. Proc Natl Acad Sci 

USA. 110 Suppl 3:14069-74, 2013 Aug 20.


