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整腸・止瀉薬

受診勧奨

④

長期の下痢

⑤

痛み・熱・吐き気を伴う激しい下痢
血液・粘液を含む下痢

下痢と便秘の繰り返し

整腸・止瀉薬

腐敗物を食べた
（食あたり・水あたり）
①
食物アレルギー
（魚介類など）

②
精神的なストレス
生活リズムの乱れ

③下剤・サプリメント・
ダイエット食品などの
摂取

暴飲暴食

殺菌成分や吸着成分を
含む止瀉薬

冷え

原因物質摂取中止

腸管運動抑制成分を
含む止瀉薬

整腸生菌成分を
含む整腸薬

＋ 整腸薬
（整腸生菌成分含有）

収れん成分含有

CHECK
タンニン酸アルブミン
含有商品は牛乳アレル
ギーをチェック！
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性があります。下痢は、症状を示す期間により、一般的に急性下痢（持続期間が
3週間以内）と慢性下痢（3週間以上）に分けられます。また、発生機序により、
分泌性下痢、浸透圧性下痢、腸管運動異常による下痢に分けられます。まずOTC
薬によるセルフメディケーションが可能な症例かどうかを判別するために、顧客
からの聞き取りにより下痢の原因を探し、OTC薬で対処が可能な場合、適切な薬
を選択します。

①腐敗物を食べた（食あたり・水あたり）
、食物アレルギー（魚介類など）
一般的に分泌性下痢に分類されており、絶食しても下痢は続きます。この場合、
殺菌成分や吸着成分を配合する止瀉薬を服用します。症状に応じて、整腸生菌成
分を含む整腸薬を併用します。細菌性の下痢と診断された人が周りにいるなど、
重症化するおそれがある場合は、症状が軽くても医療機関の受診を勧めましょう。

②精神的なストレス、生活リズムの乱れ、暴飲暴食、冷え
一般的に運動亢進性下痢に分類されており、腹痛を伴うことが多くなります。
副交感神経が緊張状態となり、腸の運動機能が亢進することによって起こります。
そのため、腸管運動抑制成分を配合する止瀉薬を服用します。症状に応じて、整
腸生菌成分を含む整腸薬を併用したり、収れん成分が含有されている商品を選び
ます。

③下剤・サプリメント・ダイエット食品などの摂取
一般的に浸透圧性下痢に分類されています。消化管内の吸収障害によって起こ
ります。まず、原因となる物質の摂取を中止し、整腸生菌成分を配合する薬を服用
します。症状に応じて、収れん成分や消化酵素が含有されている商品を選びます。

④長期の下痢、下痢と便秘の繰り返し
慢性下痢や、下痢と便秘の繰り返しの症状が続いている場合は、大腸がんや潰
瘍性大腸炎、クローン病、糖尿病、膵炎、肝炎などの疑いがあるため、医療機関
の受診を勧めましょう。

⑤痛み・熱・吐き気を伴う激しい下痢、血液・粘液を含む下痢
急性下痢は、感染性の下痢と非感染性の下痢に分けられます。感染性の下痢で
最も多いのがウイルス性（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどに
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よる）の下痢であり、次に多いのが細菌性（病原性大腸菌 O-157、サルモネラ菌、
赤痢菌などによる）の下痢です。痛みや熱、吐き気を伴っていたり、便中に血液
や粘液を含む場合は、感染性の下痢が疑われます。すぐに医療機関の受診を勧め
ましょう。

CHECK
¡タンニン酸アルブミン含有商品は牛乳アレルギーをチェック！
牛乳にアレルギー反応を起こす体質の人が収れん成分の1種であるタンニン酸
アルブミンを含む薬を服用すると、アレルギー反応を起こし、場合によっては
ショック状態に至ることがあるので、そのような人にはほかの商品を選択するよ
うにしましょう。

¡前立腺肥大症（男性のみ）
、または緑内障ではありませんか？
下痢の薬のなかには抗コリン成分を含むものがあり、この抗コリン作用によっ
て尿が出にくくなることがあります。そのため、前立腺肥大の人は、さらに尿が
出にくくなってしまう危険性があるので販売を避けます。また、抗コリン作用に
よって眼内圧が上昇し、緑内障が悪化することがあるため、眼科の主治医に確認
してから販売するようにしましょう。

¡腎臓病ではありませんか？
慢性腎不全のため透析療法を受けている人は、スメクタテスミン、サトウ下痢
どめ内服液などのアルミニウム含有製剤を服用することにより、アルミニウム脳
症やアルミニウム骨症になる危険性があるので、服用を避けなければなりません。

¡ほかに飲んでいる薬はありませんか？
抗がん薬など、副作用として下痢を起こす薬があります。また、下痢止めの薬
と一緒に服用してはならない薬もあります。
たとえば、タンニン酸アルブミンを含有する商品とロペラミド塩酸塩を含有す
る商品を併用すると、タンニン酸アルブミンがロペラミド塩酸塩を吸着するため、
ロペラミド塩酸塩の効果が減弱するおそれがあります。この場合、2つの薬がと
もに止瀉薬なので注意し、服用間隔をあけるなどの対応が必要です。また、タン
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ニン酸アルブミンを含有する商品と経口鉄剤を併用すると、鉄とタンニン酸が不

確認したうえでOTC薬を選択しましょう。

¡下痢の際の食事と日常生活
食事：下痢が激しいときは、湯ざましやスポーツ飲料など、水分を十分にとり
ましょう。食事は、重湯や野菜スープのほか、酸味の少ない果汁などの流動食を
とります。下痢が回復してきたら、良質のタンパク質を十分にとり、ビタミン・
ミネラルも不足しないように注意しましょう（例：粥、軟らかい米飯、パン、う
どん、脂肪の少ない肉や魚、卵類、豆腐、納豆、ヨーグルト、チーズ、軟らかく
煮た野菜など）
。
日常生活：腸の運動を静めるために、安静にしましょう。症状が長期にわたる
ときには、激しい運動や仕事、ストレスの原因となることは避けましょう。また、
体を冷やさないようにしましょう。

分類

主な商品名（例）

止瀉薬
ワカ末錠、エクトール
（殺菌成分を含む製剤） など
（第2類医薬品）




止瀉薬
スメクタテスミン
（吸着成分を含む製剤）（第2類医薬品）

特徴・注意・効能効果
【特徴】
腸内の殺菌・抗菌作用を有する
エクトールは腸管運動抑制成分も配合
【注意】
5〜6日間服用しても症状の改善が見られな
い場合は医師または薬剤師に相談
【効能効果】
下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき
下し、水あたり、くだり腹、軟便（エクトー
ルは腹痛を伴う下痢にも適応）

など 【特徴】
腸管内で下痢の原因物質を物理的に吸着する
【注意】
5〜6日間服用しても症状の改善が見られな
い場合は医師または薬剤師に相談
慢性腎不全のため透析療法を受けている人
は、アルミニウム脳症やアルミニウム骨症に
なる危険性があるので禁忌
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溶性の塩を形成するため、相互に作用が減弱することがあります。
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分類

主な商品名（例）

特徴・注意・効能効果
【効能効果】
下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき
下し、水あたり、くだり腹、軟便

止瀉薬
①トメダインコーワフィ 【特徴】
（腸管運動抑制成分 ルム、ロペラマックサッ ①ロペラミド塩酸塩配合
を含む製剤）
ト など
②ロートエキス配合。ほかに、殺菌成分や収
（指定第2類医薬品）
れん成分なども配合
②エクトール、新タント 腸管蠕動抑制作用、腸管分泌抑制作用、水分
ーゼA、セイドーストッ 吸収促進作用により下痢を止める。②は腹痛
ピー など
も抑える
（第2類医薬品）
【注意】
①2〜3日間服用しても症状の改善が見られ
ない場合は医師または薬剤師に相談
②5〜6日間服用しても症状の改善が見られ
ない場合は医師または薬剤師に相談
【効能効果】
①食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えに
よる下痢
②下痢、腹痛を伴う下痢、消化不良による下

痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだ
り腹、軟便
整腸薬
太田胃散整腸薬、パンラ 【特徴】
（整腸生菌成分を含 クミンプラス、ビオフェ 腸内菌叢のバランスを整えることにより、下
む製剤）
ルミンVC など
痢、便秘、腹部膨満などの症状を改善する
（第3類医薬品）
太田胃散整腸薬は消化酵素および生薬、パン
新 ビ オ フ ェ ル ミ ンS錠、 ラクミンプラスは制酸薬、ビオフェルミン
ヤ ク ル トBL整 腸 薬、 わ VC はビタミンも配合
かもと整腸薬 など
【効能効果】
（指定医薬部外品）
整腸、軟便、便秘、腹部膨満感
漢方薬

ツムラ漢方五苓散料エキ 【注意】
ス顆粒 など
食前または食間に服用する
（第2類医薬品）
1 ヶ月位（急性胃腸炎の場合5〜6回、水様
性下痢・暑気あたりの場合5〜6日間）服用
しても症状の改善が見られない場合は医師ま
たは薬剤師に相談
【効能効果】
体力にかかわらず使用でき、のどが渇いて尿
量が少ないもので、めまい、吐き気、嘔吐、
腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次
の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹
のものには使用しないこと）、暑気あたり、
頭痛、むくみ、二日酔
（花島 邦彦）
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TC薬の医薬品添付文書は外箱の

2015年8月 現 在 収 録 さ れ て い た

中に入っており、外箱に書かれ

11342件中、保存料のソルビン酸を
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OTC 薬の情報検索

ている情報だけでは販売する際に「相
含む製品は30件、牛乳由来のタンパ
談すること」などを確認することはで
ク質であるカゼインを含む製品は6
きません。そのため、販売者は前もっ
件、ラテックスを含む製品は43件ヒ
て、店頭で販売している製品の添付文
ットしました。
書情報をファイリングしておく必要が
●おくすり検索（日本OTC医薬品協会）
あります。添付文書情報は以下から入
http://search.jsm-db.info/main2.
手できます。
php
●一般用医薬品の添付文書情報（医薬
日本OTC医薬品協会のホームペー
品医療機器総合機構）   
ジ（http://www.jsmi.jp/）からも
http://www.info.pmda.go.jp/osea 「おくすり検索」にアクセスすること
rch/html/menu_tenpu_base.html
ができます。
販売名、剤形、成分名、適応症、使
製品名や症状などからOTC薬の情報
用上の注意のほか、添加物名やリスク
が検索できます。添付文書の記載内容
区分からもOTC薬の情報が検索でき
が中心ですが、製品の写真や包装単位、
る医薬品販売者向けのサイトです。
メーカー希望小売価格を閲覧できると
薬効や副作用以外にも、「使用上の
いう特徴があります。このサイトが提
注意」で検索すると、特定疾患のある
供する情報は、
「セルフメディケーショ
人が使用できない製品を調べることが
ン・データベースセンター」が運用す
できます。また、特定の添加物にアレ
るデータベース登録情報に基づいてい
ルギーをもつ人のためには、「添加物」 ます。生活者向けのサイトといえます。
（下平 秀夫）
で検索するとよいでしょう。たとえば、
●おくすり検索（日本 OTC 医薬品協会）
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