
治療スケジュール治 ル

※治療スケジュールは、体の状態や副作用により変更される
ことがあります。

服用期間 休薬期間
14日間（２週間）

◉一般的な治療スケジュール

何週間かお薬を続けて飲む「服用期間」の後に、お薬を飲まない「休薬期間」
があります。治療は、「服用期間」と「休薬期間」を何度か繰り返します。

繰り返します

28日間（４週間）

大切な注意です。薬を服用する前に必ずお読みください。

エスエーワン配合OD錠
服用される患者さまへ
注意です。薬を服用する前に必ずお読みく注意です。薬を服用する前に必ずお読みく

あなたが飲むお薬

エスエーワン  配合OD錠T20 エスエーワン  配合OD錠T25

次のような症状に気付いた場合も、いったん飲むのを
やめて、すぐに担当医師・薬剤師に相談してください。大切な注意事項

エスエーワンと絶対に一緒に使用してはいけないお薬や、
飲み合わせに注意が必要なお薬があります。

医療機関名

しびれ、しゃべりにくい、ふらつき、物忘れ

においがわかりにくい

息苦しい、息切れ

胸が痛む、動悸、脈拍が不規則になる

尿量が減る、顔や手足などがむくむ

やけどの様な水ぶくれ、口や目の粘膜のただれ

手足に力がはいらない、筋肉が痛い、尿が赤褐色になる

神　経

嗅　覚

呼吸器

心　臓

腎　臓

皮　膚

筋　肉

薬局で買ったお薬も含めて、今飲んでいるお薬や以前
に飲んでいて手元に残っているお薬がある場合は、必
ず担当医師や薬剤師に申し出てください。自分で判断
して使用してはいけません。

他の診療科や病院を受診するときは、担当医師に受診
することを伝えてください。

他の診療科や病院の医師、薬剤師にはエスエーワンを
服用していることを必ず知らせてください。

安全に治療を行うために

次
や！

フッ化ピリミジン系のお薬

一緒に使用してはいけない飲み薬・注射薬

※使用していた場合は、少なくとも７日間以上の間をあけます。

⚫フェニトイン（てんかんのお薬）
⚫ワルファリンカリウム（血液を固まりにくくするお薬）
⚫トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤（抗がん剤）

飲み合わせに注意が必要なお薬

どうき
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このお薬はシートから出さずに保管してください。
また、直射日光のあたるところや高温多湿になる
ところは避けて、室温で保管してください。他の
人が間違えて飲むことのないよう、特に小さいお
子さんの手の届かないところに保管してください。

これら以外にも、気になる症状があらわれた場合には、
担当医師や薬剤師に連絡してください。

すぐに担当医師か薬剤師に連絡して
ください。

お薬の効果を確認し、副作用を早めに見つけるために、担当医師の指示
にしたがって定期的に診察・検査を受けてください。

▼咳が出る

▼涙が出る
目が痛い▼のどが痛い

▼鼻や歯ぐき
から出血する

▼血尿が出る
血便が出る

▼吐き気や、
食欲が
ないために
食事がとれない

▼皮膚や眼が
黄色くなる

▼あざができる
　（内出血）

▼全身に発赤や
発疹が出る

▼熱が出る

▼下痢
お腹が痛い

▼口内炎が
できる

次の回から決められたとおりの服用を始めてください。
飲み忘れたお薬を、次の回に絶対に一緒に飲まないよ
うにしてください。
２回分を一度に飲むと副作用が強くあらわれる
おそれがあります。

▼倦怠感
（だるさ）

けんたいかん

▼熱が出る熱

このお薬は飲む直前に、シートから取り出してください。

このお薬は、口のなかで速やかに溶けます。

⚫このお薬は服用直前にシートから取り出し、取り出した後はすみやかに
服用してください。シートから取り出した後、長時間放置したり、他
の容器に保存したりしないようにしてください。

⚫シートから取り出して放置すると、吸湿してお薬の表面に小さなひび
が入ることがありますが、お薬の効果に変わりはありませんので、指
示された通り服用してください。

⚫水なしで飲むことができます。唾液を含ませ舌で軽く押しつぶして、
唾液と一緒に飲みこんでください。ただし、寝たままの状態では、水
なしで飲まないようにしてください。

⚫普通のお薬と同じように水またはぬるま湯で飲むこともできます。
どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

⚫空腹時の服用は避けてください。
⚫自分の判断で飲む量や服用期間を変えないようにしてください。

担当医師の指示に従って、決められた量を１日２回、
朝夕の食後30分をめやすに飲んでください。

副作用（症状）はエスエーワンを飲みはじめ
てからおよそ１～３週間までにあらわれるこ
とが多いようです。
次のような症状があらわれたら、担当医師や
薬剤師に連絡してください。

特に１日４回以上の下痢や、飲み始めて数
日以内に口内炎と同時に下痢があらわれた
場合は服用をやめてすぐに担当医師に連絡
してください。 

エスエーワン配合OD錠の服用方法エスエーワン配合OD錠の服用方法

飲み忘れた場合飲み忘れた場合

定期的な受診定期的な受診

間違えて多く飲んでしまった場合間違えて多く飲んでしまった場合

注意する症状注意する症状

お薬の保管お薬の保管
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