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注意が必要な食べ物 
薬と食べ物の組み合わせの中には、予期せぬことが起こるものが
いくつかあります。特に注意が必要な食べ物としては以下のもの
が挙げられます。 



納豆、青汁 

ワルファリンは ビタミンKの作用を阻害することで血液凝固を阻止しますが、 

納豆などに含まれる ビタミンK がワルファリンの作用を弱めます。 

野菜等に含まれる ビタミンK 含有量
（µg/100g） 

かなり 
多い 

納豆（870)、青汁（~1800) 

 
多い 

ほうれん草（270)、春菊（250） 
小松菜（210）、にら（180） 
ブロッコリー（160） 

納豆によるワルファリンの効果の減弱 
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どうしても納豆を食べたい方は、他の血栓塞栓症のお薬 
（イグザレルト [ 一般名：リバーロキサバン ] など）があります。 

※適度な量の緑黄色野菜は問題ありません。 

影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

血栓塞栓症の薬 
ワーファリン 

（ワルファリン） 
お薬の効果が弱くなります。 



お酒 

アルコールに影響を受ける医薬品は 
多数あるので注意が必要です。 

影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

不眠症の薬 ハルシオン（トリアゾラム） 

薬の鎮静作用や催眠作用が
強まるおそれがあります。 

不安を抑える薬 セルシン（ジアゼパム） 

うつ病の薬 トフラニール（イミプラミン） 

風邪薬 
（抗ヒスタミン薬） 

ポララミン 
（クロルフェニラミン） 

ピロリ菌の 
二次除菌の薬 

フラジール 
（メトロニダゾール） 

頭痛、吐き気などの症状が
強まるおそれがあります。 

糖尿病の薬 
アマリール（グリメピリド） 低血糖（脱力感、空腹感）

になるおそれがあります。 ヒューマログ（インスリン） 



影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

糖尿病の薬 
（インスリン） 

ヒューマログ 
（インスリン） 血糖値が高くなります。 

消化性潰瘍の薬 
（H2受容体遮断薬） 

ガスター 
（ファモチジン） 

胃腸の痛みが収まりにくく、潰瘍が
治りにくくなります。 

風邪薬 
（解熱鎮痛薬） 

カロナール 
（アセトアミノフェン） 

熱が下がりにくく、痛みが治まりに
くくます。 

統合失調症の薬
（MARTA） 

ジプレキサ 
（オランザピン） 心を落ち着ける効果が弱くなります。 

タバコ 

お薬を飲んでいる間に禁煙を始める方も、お薬の効果に影響を 
与える恐れがあるため医療関係者にご相談ください。 

非喫煙者の 
代謝酵素 

喫煙で酵素
が増える 

薬の効果が
弱くなる！ 

タバコに含まれるニコチンなど
が薬の効果に影響を与えます。 



コーヒー・エナジードリンク 

カフェイン1 g以上の摂取で中毒症状が現れる可能性があるので、
とりすぎには注意してください。 

コーヒー・エナジードリンクに
多く含まれているカフェインが
影響します。 
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飲み物のカフェイン量の比較 

影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

不眠症の薬 セルシン 
（ジアゼパム） 

薬の効果が弱まり、眠れなくな
る可能性があります。 

抗生物質 シプロキサン 
（シプロフロキサシン） 

頭痛や吐き気等が起こる可能性
があります。 

気管支喘息の薬 
（キサンチン系） 

テオドール 
（テオフィリン） 

高尿酸血症の薬 ザイロリック 
（アロプリノール） 



グレープフルーツ 

グレープフルーツに含まれるフラノクマリンが、薬物の代謝を阻害することで、
薬物の効果が増強したり、副作用が出たりします。 

 

温州みかん、バレンシアオレンジ、 
レモン、デコポン、カボス 

グレープフルーツ、夏みかん、 
はっさく、甘夏、だいだい、ライム 

フラノクマリンを含有しない柑橘類 フラノクマリンを含有する柑橘類 〇 ✕ 

影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

高血圧の薬 
（カルシウム拮抗薬） 

ノルバスク 
（アムロジピン） 低血圧になるおそれがある。 

脂質異常症の薬 
（スタチン系） 

リバロ 
（ピタバスタチン） 横紋筋融解症のリスクが高まる。 

不眠症の薬 
（ベンゾジアゼピン系） 

ハルシオン 
（トリアゾラム） 

睡眠効果を高めすぎて、昏睡に
陥ることも。 

免疫を抑える薬 プログラフ 
（タクロリムス） 

腎障害の副作用のリスクが高ま
る。 

てんかんの薬 テグレトール 
（カルバマゼピン） 

眠気、めまい、倦怠感、吐き気
など。 



影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

結核の薬 イスコチン 
（イソニアジド） チーズやワインに多く含まれるチラミ

ンと呼ばれる成分が体内で分解されず
にたまってしまい、中毒になることが
あります。 
症状 : 高血圧、頭痛、発熱、発汗 

消化性潰瘍の薬 タガメット 
（シメチジン） 

うつ病の薬 トフラニール 
（イミプラミン） 

チーズ・ワイン 

いろいろなものに入っているので、チラミンを含む食品を 
食べ過ぎないように注意しましょう。 

チーズ等に含まれる チラミン 含有量（µg/g ）or (µg/mL） 
チーズ チェダー（1500)、カマンベール（2000)、ブルーチーズ（1100） 

ワイン 赤ワイン（9.5)、白ワイン（7.8） 
その他 米味噌（154）、濃い口醤油（416）、淡口醤油（240） 



牛乳 

影響するお薬 商品名（一般名） 影響 

抗生物質 

シプロキサン 
（シプロフロキサシン） 牛乳に含まれるカルシウムは他のお

薬とくっついて体に吸収されないよ
うにしてしまいます。 ミノマイシン 

（ミノサイクリン塩酸塩） 

不眠症の薬 
ドラール 

（クアゼパム） 
油に溶けるような性質を持つ薬を牛
乳などと一緒にとると、薬が脂肪分
に溶けるため吸収が良くなります。
すると薬の作用が強く出過ぎて、副
作用が生じる場合があります。 脂質異常症の薬 

ロレルコ 

（プロブコール） 

食べたものは食後2時間で消化吸収がほぼ終了するので、薬と牛乳
は2時間以上の間隔をあけてとるようにしましょう。 

牛乳に含まれているカルシウムと同じように、鉄剤などでも同じことが起こるこ
とがあります。（セフゾン [ 一般名：セフジニル ] ） 



参考 
〇薬の適正使用委員会 
https://rad-ar.or.jp/use/guidance/interaction/index.html 
〇Warfarin適正使用情報 第3版 
〇宮城県薬剤師会 お薬のあれこれ http://www.mypha.or.jp/drug/mutual_04.html 
〇一般社団法人 くすりの適正使用協議会 
https://www.radar.or.jp/use/guidance/interaction/alcohol.html 
〇北海道薬剤師会「たばこと薬の飲み合わせ」 
http://www.doyaku.or.jp/guidance/data/35.pdf 
〇堀之内病院薬局 薬とたばこの関係 
http://www.horinouchi.or.jp/situtoku/kusuri_tabako.htm 
一般社団法人 草加市薬剤師会 
http://soka-kusuri.org/combination/#con03 
○文部科学省 「五訂日本食品標準成分表」 
○公益財団法人 日本中毒情報センター 保健師・薬剤師・看護師向け中毒情報 

代表的な例をお知らせしました。 
この他にもありますので不安なことがあれば、 
ぜひアカンサス薬局まで！！ 
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