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総合感冒薬
非細菌性咽頭炎
（アデノウイルス）
NSAIDs

受診勧奨

解熱鎮痛成分
（解熱作用）

高熱

③

漢方薬
葛根湯

筋肉痛・関節痛

抗コリン成分

漢方薬
小青竜湯

インフルエンザ

発熱・悪寒・頭痛

麻黄湯

抗ヒスタミン成分

（発熱・咽頭炎・結膜炎）
咽頭結膜炎
（プール熱）

交感神経興奮成分

異型肺炎
急性気管支炎
（マイコプラズマ） （咳が長期化）

鼻かぜ
（ライノウイルス）
（春・秋）

受診勧奨

去痰成分
気管支拡張成分

激しい咳

鎮咳成分

①くしゃみ・鼻水・鼻づまり

胃食道逆流症
鼻汁が黄色・緑色
（細菌感染）

④咳・痰

受診勧奨

漢方薬

総合感冒薬
解熱鎮痛成分
（鎮痛作用）
抗炎症成分
（抗プラスミン成分など）

漢方薬
桔梗湯

麦門冬湯

五虎湯
ACE阻害薬の副作用

②のどの痛み
⑤
激しい痛み
受診勧奨

かぜの後期症状
消化器症状
腹痛を伴う胃腸炎
吐き気などのある感冒
漢方薬

駆風解毒湯
小柴胡湯
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薬剤性咳

柴胡桂枝湯

PART

2

薬効別 OTC 薬

倦怠感、後期の食欲不振などの消化器症状（下痢や嘔吐）を和らげるために複数
の成分が配合されています。

①くしゃみ・鼻水・鼻づまり
くしゃみ・鼻水は、鼻粘膜にウイルスが付着して感染し、ヒスタミンが遊離し
て鼻粘膜の知覚神経や副交感神経を刺激することで起こるため、抗ヒスタミン成
分や副交感神経を遮断する成分（抗コリン成分）を含む商品を推奨します。
また鼻づまりは、ヒスタミンの作用で鼻粘膜の血管が拡張し、透過性が亢進す
るために起こるので、鼻粘膜血管を収縮させ充血と腫れを抑える交感神経興奮成
分を含む商品を推奨します。
抗ヒスタミン成分は眠気をもよおすため、鼻水があり上気道の炎症が強い人で
眠くならない薬を求められた場合は、漢方薬の小青竜湯を勧めましょう。
鼻水が黄色や緑色を呈したりするような細菌感染が疑われる症状の場合は、受
診を勧めます。

②のどの痛み
のどの痛みが起こるのは、プラスミンが発痛物質ブラジキニンの遊離を促進し
て、遊離したブラジキニンをさらに発痛物質増強作用のあるプロスタグランジン
が増強することにより、のどの粘膜下の知覚神経が刺激された結果で、それを抑
える抗プラスミン作用をもつトラネキサム酸や抗炎症作用をもつ NSAIDs（特に
イブプロフェン）が配合された商品を選びます。
漢方薬では桔梗湯や、体が熱くのどが痛くて腫れている人に駆風解毒湯などを
勧めます（消炎作用、抗菌作用）
。顆粒状の商品は、ぬるま湯にとかし、うがい
をしながらゆっくり飲み込むとよいでしょう。
激しいのどの痛みの場合は、夏ではアデノウイルスなどの非細菌性咽頭炎や咽
頭結膜炎（プール熱）も考えられるので、受診を勧めます。

③発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛・関節痛
かぜウイルスの刺激でプロスタグランジンという発熱物質が産生され、プロス
タグランジンが体温調節中枢を刺激し、設定温度を上昇させるため、発熱や悪寒
が起こります。このプロスタグランジンの産生を抑えるのが NSAIDs で、特にイ
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り、初期の咽頭炎、中期の発熱・頭痛、咳・痰などの呼吸器症状、関節痛、全身
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総合感冒薬には、ウイルスによる上気道感染で起こるくしゃみ・鼻水・鼻づま

2
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ブプロフェンが推奨されます。
高熱の場合、インフルエンザなどが考えられるのですぐに受診するよう勧めま
す。また、②と同じように痛みにはかぜウイルスの刺激で生じた発痛物質ブラジ
キニンと、痛みを増強するプロスタグランジンの産生を抑え、痛みの伝わりをブ
ロックするイブプロフェンが推奨されます。

④咳・痰
外界からの刺激物質やかぜウイルスの吸入により気道が炎症を起こすとサブス
タンス P という化学伝達物質が放出され、それが咳受容体を刺激し、さらに延髄
の咳中枢が刺激されるため呼吸筋が収縮し、咳が出るようになります。
咳を緩和するためには、咳中枢に抑制的に働く成分であるジヒドロコデインリ
ン酸塩、チペピジンヒベンズ酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
や、交感神経を興奮させて気管支を拡張する成分である dℓ- メチルエフェドリン
塩酸塩を含むものを推奨します。痰の緩和には、気道粘液の分泌を高めて粘つい
た痰を薄める成分を含むものを選びます。気道粘液分泌を高めるアンブロキソー
ル塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩、痰の成分を分解するリゾチーム塩酸塩、セミ
アルカリプロティナーゼなどの成分があります。

⑤かぜの後期症状、消化器症状、腹痛を伴う胃腸炎、吐き気などのある感冒
かぜをひいてから数日たち、ウイルスが胃や腸にまで達すると胃腸の粘膜が炎
症を起こすため、食欲不振や胃の痛み、吐き気、下痢などを起こすことがあります。
微熱があり、口が苦い、食欲がない、吐き気がするなど、これらの症状の緩和
には、小柴胡湯や柴胡桂枝湯などの漢方薬が推奨されます。小柴胡湯は体の虚弱
な人に不向きです。また、これらの副作用としては膀胱炎様症状、間質性肺炎の
報告があります。間質性肺炎の初期症状には咳や息切れ、呼吸困難、発熱などが
あり、かぜの症状と似ているため十分に注意しましょう。
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フルエンザが疑われるため、至急受診を勧めます。

¡服用する方は大人ですか？ 子どもですか？ 高齢者ですか？
総合感冒薬の解熱成分のサリチル酸系（アスピリン、アスピリンアルミニウム、
サリチルアミド、エテンザミド）は、水痘（水ぼうそう）やインフルエンザなど
の感染時に解熱目的で用いると急性脳症などを伴うライ症候群を引き起こす可能
性があるため、15歳未満の小児が服用することがないよう注意します。小児の
解熱成分にはアセトアミノフェンを勧めます。
また、小児の用法をもつ総合感冒薬・鎮咳去痰薬・鼻炎用薬を販売する際は、
2歳未満の乳幼児には医師の診療を優先してやむを得ない場合にのみ服用させる
よう、15歳未満の小児には保護者の指導監督のもとに服用させるよう指導しま
しょう。

¡治療中の病気はありますか？
高血圧、心臓病、甲状腺機能亢進症、糖尿病、前立腺肥大症などの基礎疾患の
ある人は、成分によって服用に注意が必要です。たとえば、dℓ-メチルエフェド
リン塩酸塩などの交感神経刺激作用による副作用を起こすことがあるので、注意
して薬を選びましょう。起こりうる副作用としては心悸亢進、血圧変動、血糖値
上昇、排尿困難などがあります。

¡卵白アレルギーはありますか？
卵白アレルギーのある人には、リゾチーム塩酸塩を含む総合感冒薬を選択しな
いようにします。リゾチーム塩酸塩は卵白由来成分のため、同アレルギーの人が
服用した場合、高熱を伴った発赤・水ぶくれを起こし、さらには皮膚や口、目の
粘膜にまで重篤なアレルギー症状が出現することがあります。
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突然発熱し、全身がだるい、関節に痛みがある、結膜に充血がある場合はイン
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¡高熱がありますか？
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¡
ピリン系（イソプロピルアンチピリン）で副作用が出たことがあります
か？
OTC薬でピリン系はイソプロピルアンチピリンだけですが、ピリン系で何らか
の副作用を経験したことのある人には販売してはいけません。有名なピリン疹の
ほか、呼吸困難や血管浮腫、全身性じん麻疹などの重篤なアナフィラキシー様症
状を起こすことがあり、大変危険です。

¡車の運転はしますか？ お仕事は危険を伴いますか？
抗ヒスタミン成分によって眠気が起こりやすいので、車の運転や高所で作業す
る人などには注意が必要です。また抗コリン作用も併せもつため、閉塞隅角緑内
障や前立腺肥大症の人には販売しないようにします。

¡生薬のカンゾウをとりすぎていませんか？
生薬のカンゾウを含む総合感冒薬ではカンゾウの成分であるグリチルリチン酸
による偽アルドステロン症が起こることがあります。ナトリウム貯留によるむく
みや血圧上昇、低カリウム血症に注意が必要です。カンゾウは多くのOTC薬や漢
方薬に配合されたり、食品にも甘味料として使用されているので重複摂取に気を
つけます。グリチルリチン酸として1日40mg以上または、カンゾウを1日1g以上
摂取する場合は注意が必要です。

¡喘息を起こしたことはありませんか？
総合感冒薬の中の解熱鎮痛成分のアスピリン（ほかのNSAIDsにも同様に注意
が必要）には、喘息を誘発する作用があるため注意しましょう。

¡胃腸は弱いほうですか？
胃腸が弱く解熱鎮痛薬を服用するといつも胃があれる人にはアセトアミノフェ
ンや漢方成分のジリュウ、ゴオウ、ケイヒを含む薬を選びましょう。空腹時を避
けて、食後に多めの水で飲むことを伝えます。
また、便秘がちの人には、コデインリン酸塩や抗ヒスタミン成分、抗コリン成
分を含有するものは避けるようにします。
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とが大切です。

¡かぜを予防する、早く治すために
手洗い・うがい：帰宅時には手洗い・うがいをするようにしましょう。
室内環境：ウイルスは乾燥と低温に強いので、冬は適度な湿度（60％前後）
と室温（20 〜 24℃）を保ちましょう。
睡眠・食事：体の抵抗力を高めるために十分な睡眠とバランスのよい食事をと
りましょう。粘膜を強くするビタミン A やビタミン B 群、免疫力を上げるビタミ
ン C などを積極的にとりましょう。
水分補給：かぜをひいて熱がある場合、十分に水分を補給しましょう。イオン
飲料（電解質ミネラル含有）は吸収がよいので上手に利用しましょう。また、
「安静・栄養・休養」に努めましょう。
嗜好品：かぜをひいたときは、アルコールやタバコは症状を悪化させることが
あるので控えましょう。服薬中にアルコールを摂取すると、薬物の作用が遅延し
たり促進したりすることがあります。
受診勧奨：OTC薬を3日位服用しても改善しない場合は受診を勧めましょう。
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ものであり、かぜにかからないよう日ごろから体力と抵抗力を高め、予防するこ
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かぜはウイルス感染により起こりますが、医薬品は対症療法で症状を緩和する

PART
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分類

主な商品名（例）

特徴・注意・効能効果

総合感冒薬
コルゲンコーワIB錠 など 【特徴】
（発熱・寒気が強い （指定第2類医薬品）
イブプロフェン配合。イブプロフェンは解熱
とき）
効果が大きく、胃腸障害がほかの NSAIDs
に比べ少なく、炎症を伴う痛みにも有効
【注意】
15 歳未満には使用しない
解熱鎮痛成分は、まれにスティーブンス・
ジョンソン症候群（SJS）や中毒性表皮壊死
症（TEN）などの重篤な副作用が起こる
心臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
などの人には勧めない
全身性エリテマトーデス（SLE）などの自
己免疫疾患にかかっている人は無菌性髄膜炎
などの副作用が出やすい
【効能効果】
かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭
痛、咳、痰、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関
節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
エスタック総合感冒、ベ 【特徴】
ンザエースA など
アセトアミノフェン配合。アセトアミノフェン
（指定第2類医薬品）
はほかのNSAIDsとは作用機序が異なるため、
末梢の胃腸機能や腎機能に影響がなく安全性
が高い
【注意】
解熱鎮痛成分は、まれにSJSやTENなどの
重篤な副作用が起こる
心臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
などの人には勧めない
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
プレコール持続性カプセ 【特徴】
ル、タイムコールP錠
イソプロピルアンチピリン配合。解熱作用は
など
強いが、鎮痛作用は弱い
（指定第2類医薬品）
【注意】
解熱鎮痛成分は、まれにSJSやTENなどの
重篤な副作用が起こる
心臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
などの人には勧めない
ピリン疹に気をつける
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
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主な商品名（例）

薬効別 OTC 薬

特徴・注意・効能効果
【特徴】
アスピリンアルミニウム配合。OTC 薬の総
合感冒薬で、解熱鎮痛成分としてアスピリン
が配合される医薬品は少なく、コデジール顆
粒を含めわずかである
【注意】
アスピリン喘息の誘発の可能性があるので喘
息の既往歴がある人には避ける
15 歳未満の小児は、水痘症やインフルエン
ザにかかっているときに服用するとライ症候
群を起こす可能性がある
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和

総合感冒薬

2

鎮咳・去痰成分配合薬 パブロンエースAX微粒、【特徴】
（咳・痰が強いとき） エスタックイブファイン 去痰成分のアンブロキソール塩酸塩配合。医
など
療用医薬品のムコソルバンＲのスイッチ成分。
ブロムヘキシン塩酸塩の活性代謝物なので、
（指定第2類医薬品）
ブロムヘキシン塩酸塩を含む商品とは併用し
ない。気道粘液の分泌を促進する
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
パブロンエース錠、パブ 【特徴】
去痰成分のブロムヘキシン塩酸塩配合。医療
ロンS など
用医薬品のビソルボン Ｒ のスイッチ成分。ア
（指定第2類医薬品）
ンブロキソール塩酸塩と同じ作用で、気道粘
液の分泌を促進する
リゾチーム塩酸塩配合。痰のムコ多糖溶解性
去痰薬
【注意】
リゾチーム塩酸塩は卵白アレルギーのある人
には使用しない
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
①パイロンα など
（指定第2類医薬品）
②パイロンS錠 など
（第2類医薬品）

PART

コデジール顆粒 など
（指定第2類医薬品）

2

【特徴】
①カンゾウエキス末、オウヒエキス配合
②ナンテンジツ乾燥エキス、カンゾウエキス
末配合
鎮咳成分、のどの粘液分泌を促進する成分、
のどの繊毛運動を活発化して痰を出しやすく
する成分が配合されている
【注意】
カンゾウが配合されているものは、カンゾウ
として1日1g以上摂取する場合、偽アルド
ステロン症になるおそれがあるので長期連用
しない
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
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主な商品名（例）

特徴・注意・効能効果

エスタックイブ、ストナ 【特徴】
アイビー など
ジヒドロコデインリン酸塩配合。延髄の咳中
（指定第2類医薬品）
枢に直接作用し抑制する。鎮痛作用もある
【注意】
胃腸平滑筋れん縮により便秘があらわれるこ
とがある
気道分泌抑制作用、呼吸抑制作用がある
麻薬性鎮咳成分で依存性がある
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和

2
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分類

①コンタック総合感冒薬 【特徴】
（カプセル）、新タウロ感 ①非麻薬成分のデキストロメトルファン臭化
冒ブルー など
水素酸塩水和物（＝コデインと同じ強さ）
（指定第2類医薬品）
配合
②新コルゲンコーワかぜ ②非麻薬成分のチペピジンヒベンズ酸塩配合
カプセル など
③非 麻薬成分のノスカピン塩酸塩水和物配
（指定第2類医薬品）
合。即効性の鎮咳作用で、強さはコデイン
③新エスタック「W」 など
より弱い
（指定第2類医薬品）
※非麻薬成分には気道分泌抑制作用、呼吸抑
制作用はない
《鎮咳薬の強さ》
ジヒドロコデイン＞コデイン≒チペピジン≒
デキストロメトルファン＞ノスカピン
ジヒドロコデインリン酸塩は、気道分泌抑制
作用や鎮咳作用が強いので、喘息や痰が切れ
にくい場合は、チペピジンヒベンズ酸塩やデ
キストロメトルファン臭化水素酸塩水和物が
配合されている医薬品のほうが適している
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
パ ブ ロ ン ゴ ー ル ドA錠、【特徴】
新ルルAゴールド など dℓ- メチルエフェドリン塩酸塩配合。気管支
拡張作用により咳を鎮め、痰の排出を容易に
（指定第2類医薬品）
する
【注意】
甲状腺機能障害・心臓病・高血圧の人は交感
神経刺激作用により血圧が上昇し、心拍数が
増加するため、基礎疾患の症状が悪化するお
それがある
肝臓のグリコーゲンを分解して血糖値を上昇
させる作用があるので、糖尿病を悪化させる
おそれがある
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
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PART

分類

主な商品名（例）

2

薬効別 OTC 薬

特徴・注意・効能効果

総合感冒薬

新ルル-A錠 など
（指定第2類医薬品）

2

PART

ベンザエースA錠 など 【特徴】
抗炎症成分配合薬
（のどの痛みが強い （指定第2類医薬品）
抗プラスミン成分のトラネキサム酸配合。炎症
とき）
を促進しブラジキニンの遊離を促進するプラ
スミンの働きを抑え、のどの痛みを緩和する
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
【特徴】
消炎酵素剤のリゾチーム塩酸塩配合
【注意】
卵白アレルギーの人には、過敏症を起こすお
それがあるので勧めない
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和

抗コリン成分・抗ア ストナジェルサイナスS、【特徴】
レルギー成分配合薬 新 ル ル Aゴ ー ル ド D X ベラドンナ総アルカロイド配合。副交感神経
など
（鼻水に効く）
遮断作用（＝抗コリン作用）あり
（指定第2類医薬品）
【注意】
抗コリン作用による目の調節障害や散瞳によ
り異常なまぶしさを感じることがある
抗コリン作用により（膀胱平滑筋の弛緩と膀
胱括約筋の緊張が起こり）尿がさらに出にく
くなるおそれがある。前立腺肥大症の人は尿
閉に注意
抗コリン作用により房水流出路（房水通路）
が狭くなり眼圧が上昇し、緑内障を悪化させ
るおそれがある
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
ストナデイタイムカプセ 【特徴】
ル、リリース総合感冒薬 抗アレルギー薬であるH1ブロッカーのメキタ
ジン配合（メキタジン4mg/日）
。医療用医薬
など
品のゼスラン R、ニポラジン R のスイッチ成分。
（指定第2類医薬品）
第2世代抗ヒスタミン薬で、持続性（12〜
16時間）があり、眠気が少ない
【注意】
光線過敏症に注意する
抗コリン作用をもつ
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和
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2

主な商品名（例）

特徴・注意・効能効果

吸入・塗布剤
（外用薬）

ヴイックスヴェポラッブ 【特徴】
（指定医薬部外品）
胸やのど、背中に1日3回塗ることで有効成分
が体温で温められ蒸気となり、鼻と口から吸
入され呼吸を楽にする。また、血行を改善し
て身体を温め、かぜに伴う諸症状を緩和する
外用薬のため生後6 ヶ月以上の乳幼児から高
齢者まで使用できる
【注意】
年齢に応じ1回の使用量が異なるため、用法
用量に注意する
目のまわりや粘膜には使用しない
【効能効果】
鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の
緩和

パップ剤
（外用薬）

カ コ ナ ー ル か ぜ パ ッ プ 【特徴】
など
有効成分が体温によって温められ揮散して、
（指定医薬部外品）
鼻の粘膜やのどに直接作用し、かぜの諸症状
を緩和するパップ剤
2歳以上から使用できる
【注意】
用法用量を守る
目のまわりや粘膜、損傷部位には使用しない
【効能効果】
鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の
緩和

総合感冒薬

PART

分類

漢方薬

「クラシエ」漢方麻黄湯 【特徴】
エキス顆粒 など
麻黄湯（初期）（胃腸・強）＊1
発汗作用と利尿作用により寒気や発熱、関節
（第2類医薬品）
の痛みに優れた効果をもつ。眠くなりにくい
カンゾウ・マオウ含む ＊2
【効能効果】
体力充実して、かぜのひきはじめで、寒気が
して発熱、頭痛があり、咳が出て身体のふし
ぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり
カコナール2 など
（第2類医薬品）
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【特徴】
葛根湯（初期）（胃腸・強）＊1
かぜのひきはじめで肩・首のこわばりがある
ときに用いる
カンゾウ・マオウ含む ＊2
【効能効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初
期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、
頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

PART

分類

主な商品名（例）

2

薬効別 OTC 薬

特徴・注意・効能効果

総合感冒薬

2

PART

小青竜湯エキス顆粒Aク 【特徴】
ラシエ など
小青竜湯（初〜中期）（胃腸・中）＊1
鼻水・鼻炎・咳にひきはじめから用いる
（第2類医薬品）
カンゾウ・マオウ含む ＊2
【効能効果】
体力中等度またはやや虚弱で、うすい水様の
痰を伴う咳や鼻水が出るものの次の諸症：気
管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻
炎、むくみ、感冒、花粉症
ク ラ シ エ 桔 梗 湯 内 服 液 【特徴】
など
キキョウ（鎮咳去痰作用）とカンゾウ（消
（第2類医薬品）
炎・鎮痛作用）の2成分からなる
証（体質）にはそれほどこだわらず、のどの
炎症に用いられる
カンゾウ含む ＊2
【効能効果】
体力にかかわらず使用でき、のどが腫れて痛
み、ときに咳が出るものの次の諸症：扁桃炎、
扁桃周囲炎
サトウ駆風解毒湯エキス 【特徴】
顆粒 など
のどが腫れて痛んで熱が出る、暑がり、口が
（第2類医薬品）
渇きやすいなどの症状を伴う場合に適する
カンゾウ含む ＊2
【注意】
含嗽しながらゆっくり飲む
【効能効果】
体力にかかわらず使用でき、のどが腫れて痛
むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
ツムラ漢方桂枝湯エキス 【特徴】
顆粒 など
桂枝湯（初期）（胃腸・弱）＊1
かぜのひきはじめや体力が衰えたときに用いる
（第2類医薬品）
カンゾウ含む ＊2
【効能効果】
体力虚弱で、汗が出るものの次の症状：かぜ
の初期
香蘇散料エキス顆粒「ク 【特徴】
香蘇散（初期）（胃腸・弱）＊1
ラシエ」 など
胃腸が弱く神経質の人の初期のかぜに効く
（第2類医薬品）
カンゾウ含む ＊2
【効能効果】
体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸
の弱いものの次の諸症：かぜの初期、血の道症
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主な商品名（例）

特徴・注意・効能効果

ツムラ漢方小柴胡湯エキ 【特徴】
ス顆粒 など
小柴胡湯（後期）（胃腸・強〜中）＊1
発熱と悪寒が交互にあらわれ、舌に白い苔が
（第2類医薬品）
つき、食欲不振などを伴うかぜの後期の症状
に用いる
カンゾウ含む ＊2
【注意】
副作用として頻尿、排尿痛、血尿、残尿感な
どの膀胱炎様症状が起こることがある
インターフェロンとの併用で間質性肺炎があ
らわれることがある
【効能効果】
体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞお
ちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦
みがあり、舌に白苔がつくものの次の諸症：
食欲不振、吐き気、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、
疲労感、かぜの後期の諸症状

2

総合感冒薬

PART

分類

ツムラ漢方内服液柴胡桂 【特徴】
枝湯S など
柴胡桂枝湯（後期）（胃腸・中）＊1
寒気がして吐き気があるかぜの後期症状に用
（第2類医薬品）
いる
カンゾウ含む ＊2
【注意】
膀胱炎様症状が起こることがある
まれに重篤な間質性肺炎の副作用がある
【効能効果】
体力中等度またはやや虚弱で、多くは腹痛を伴
い、ときに微熱・寒気・頭痛・吐き気などの
あるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期か
ら後期の症状
生薬成分配合

新 小 児 ジ キ ニ ン シ ロ ッ 【特徴】
プ、エスタック総合感冒、 カンゾウ、ショウキョウ、ケイヒなどの生薬
改源かぜカプセル など 成分を配合
（指定第2類医薬品）
【効能効果】
かぜの諸症状の緩和

＊1 漢方薬では顧客の体質を「虚実」の証に分け、証に応じた薬を選ぶ。
●虚証：体力が虚弱でやせ型の胃腸が弱いタイプ
●
実証：体力が充実してがっちり型で胃腸が丈夫なタイプ
「虚実」を胃腸のタイプで大まかに分け、丈夫：強、普通：中、虚弱：弱とした。また、服用時期においては、初
期：かぜのひきはじめ、中期：初期と後期の中間、後期：回復期と分けた。
＊2 漢方製剤を併用するとき、特に注意すべき重複成分についてカンゾウ・マオウがあげられる。過量に服用する
ことで副作用が出やすくなる。
●
カンゾウ：グリチルリチン酸を含有するため、長期連用で偽アルドステロン症が起こるおそれがある（低カリウム
血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加）
●マオウ：エフェドリンを含有（交感神経刺激）するため、血圧上昇、消化管運動抑制、甲状腺機能亢進に伴う代謝
亢進などが起こるおそれがある（血圧上昇、頻脈、動悸、全身脱力感、食欲不振、悪心嘔吐）

（塚原 俊夫）
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