
◆薬物乱用はなぜ「ダメ」なのか？ 

乱用される薬物は、脳に影響を与えます。一回の使用でも、すぐにそ

の“とりこ”になってしまう危険性があります。これらの薬物には繰

り返し使用したくなる“依存性”と、使用を繰り返していくうちにそ

れまでの量では効かなくなる“耐性”という性質があります。「一回

だけ」と思っても、やめられなくなり、自分の意思でコントロールで

きなくなります。正しい知識を身につけて、決して薬物には手を出さ

ない強い意志を持ちましょう。 

【この記事に関するお問い合わせ】生活環境安全課 薬事指導担当 

 

 

 

 

 

 

【薬物に関する一般相談】 
 ★東京都福祉保健局健康安全部薬務課  

麻薬対策担当  ☎ 03-5320-45０5 

薬物依存についての相談は… 
★東京都立多摩総合精神保健福祉センター  

こころの電話相談  ☎ 042-371-5560 
★東京都多摩府中保健所 地域保健担当 

「保健所ねっと」Ｒ１年度 第２号 P2 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『知っておきたい薬の知識（平成 30 年 10 月）』パンフレット 

    厚生労働省 日本薬剤師会 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 「かかりつけ薬剤師・薬局」をご存じですか

 STOP！薬物乱用～断る勇気～

かかりつけ薬剤師・薬局では、あなたの薬の服用歴や現在服用中のすべての薬に関する

情報を、一元的・継続的に把握し、薬学的管理・指導をしてもらえます。 

○同じような薬が重複していないか、飲み合わせの 
悪い薬が出されていないかをチェックします。 

○飲み忘れや飲み残しを防ぐことができます。 ○在宅での療養が必要になっても、薬の管理、説明を
受けられます。 

○ジェネリック医薬品について相談できます。 

もっと詳しく知りたい方は          

で 知っておきたい薬の知識 検索 
 

薬物乱用について詳しく知りたい方は             で 検索 
 

東京都 私は、やらない 

処方箋 おくすり

湿布薬

かりつけ薬剤師・  薬局を選びましょう

○同じような薬が重複していないか、飲み合わせの悪い薬が出されていないかを
チェックします。

複数の医療機関から処方せんをもらった場合でも、自分の選んだ１箇所の薬局
に処方せんを持って行きましょう。
薬剤師に処方内容をチェックしてもらったり、薬の効果や副作用を確認してもら
ったりできます。

○飲み忘れや飲み残しを防ぐことができます。

○在宅での療養が必要になっても、薬の管理、説明を受けられます。

○ジェネリック医薬品について相談できます。

この処方箋に書いて
ある薬、昨日もらった
薬と何が違うのかし
ら。

飲み忘れたり、飲み
にくい薬があって、
薬が残ってしまう。

自宅で静養してい
るけど、薬のことが
気になる。

ジェネリックってよくわか
らないけれど、普通の薬
となにが違うの？

薬剤師さんに教えてもら
えた。ジェネリックを選んで
みようかな？

飲みにくい薬を液剤にし
てもらったり、飲む回数を
減らしてもらえて、飲みや
すくなった。

自宅に来て薬の
管理、説明をしてく
れた。

薬の重複もなくなって、
飲み合わせもチェックし
てもらえたわ。処方せん

処方せん

医療機関B

医療機関A

かかりつけ薬剤師・薬局
自宅かかりつけ医・医療機関

受診
○○薬局

かかりつけ薬剤師身近な薬局で信頼できる
薬剤師を決め、あなたの
『かかりつけ薬剤師・薬局』
として選びましょう。

健康サポート薬局は、地域のみなさまの健康の維持・増進を積極的に支援する薬局
です。薬に関することに加えて、健康に関わる様々な相談に乗ってもらえます。健康サ
ポート薬局は、看板などで確認できるほか、インターネット（薬局機能情報提供制度）で
探すこともできます（健康サポート薬局は、平成28年10月から始まった制度です）。

検索薬局機能情報提供制度
実は□□のことな
のですが…

介護用品や衛生材料も取り扱ってい
ますので、ご用があればいつでもご相
談くださいね。

土日も対応してますので、心配なことが
あれば来てくださいね。

お困りの症状については、△△に
ある病院で診ていただけますよ。

お困りの相談については、○○に
窓口がありますよ。

◯◯先生

◯◯先生

◯◯先生

◯◯先生

◯◯先生

かかりつけ薬剤師・ 薬局を選びましょう

② かかりつけ薬剤師・薬局の主なメリット
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