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年齢 末子学齢 使用期限について

22 - 内容量が多いことが多くて使用期限が過ぎてしまうものが多い
26 - 薬の使用期間は必ず守らないといけないのか？ 使用期限を過ぎたものを服用した場合の問題点は？
27 未就学児 使用期限を過ぎるとどうなるのか
27 - 使用期限が切れた薬を使うと効き目が弱くなったりするのでしょうか

28 未就学児
同様の効果がある薬でも、メーカーによって、使用期限の長さが異なるため、出来るだけ長いものを選んで購入して
いますが、何が違って使用期限に違いが出てくるのでしょうか？防腐剤のようなものが入っているのでしょうか？

28 未就学児 期限が切れて捨てるのがいつももったいないなと思ってしまう、、。
29 - もう少し使い切りできるサイズで常備しておきたいのでミニサイズがほしいです。
29 - なぜ薬に使用期限があるの？あんな塊なのに。

29 -
アプリなどで購入日や残りの薬の量、消費期限など一括管理できるものがあったら便利でほしい。そろそろなくなりそ
うなときに自動でグーグルカレンダーに飛んでくれるなど。

29 -
数回分のみ欲しい場合のための、少量だけ入ったものがあったら良いなと思います。症状が治るまで使用したとして
も、多く入っているものは残ってしまい、そのまま期限が切れてしまう事があるのでもったいないからです。

29 未就学児
必要なときは使うが、必要ないときはずっと使わないので、物によっては期限切れになりやすい。なので、よく使う薬
以外はあまり買わない。

30 - 保管環境、飲み合わせ

30 未就学児
必要なときに一回二回使ってしまっておくと期限が切れてしまっていることが多いのでもう少し小分けに販売してほし
い。

30 - 消費期限が気づいたら切れていることが多い
31 - 期限切れになった薬はどれくらい迄効果を期待できるのでしょうか。使ってなくても捨てた方がいいのでしょうか。

31 -
使用期限を過ぎると効果がなくなるとか理由はあるのか。 口に入れるものなので少し気にはなってますが、しょっちゅ
う飲むものでもないので、使わないで期限が過ぎることが多々あります。

31 - 使用期限を過ぎて使った場合体に害があるのか知りたいです。過ぎて使っても効果が落ちるとかなのか疑問です。
31 未就学児 市販でも値段がピンからキリまでなので高くても自分に合わなければちょっと困ります。高くても量が少しだったりと。
31 - 目薬の使用期限がどれくらいなのか気になる。箱も説明書も捨ててしまってわからない。

32 未就学児
気づいたら使用期限が過ぎているので、なかなか買い置きしづらいけれど、必要になるときは急にやってきて、困る
ことが多いです。

33 未就学児 ビンの薬は開封しても使用期限は同じなのか。虫除けスプレーの使用期限(去年のも使えますか)
32 - 使用期限が切れてしまったら、効果効能はなくなるのですか？処分した方がいいのですか？？
32 未就学児 ほとんどのものが使用期限内にすべて使い切れない。
33 - 期限が書いていないものについてはどれくらい持つものなのかがわからない（ばんそうこうも含め）
33 未就学児 たまに飲んだ後に使用期限を過ぎていることがあり不安になるが、使用期限を過ぎたものは体に害があるのか。
33 未就学児 使用期限が終わるまでに使い切る量にしてほしい。
34 - 使用期限を過ぎたものを飲用するとどうなるのか。

34 -
使用期限が過ぎたり、迫っている薬の効果は減っているのでしょうか？ 健康なら薬を使わず過ごせるので、古くなる
こともあり、疑問に思ってます。

34 未就学児
使用期限過ぎても効くから大丈夫と人が言ってるのを聞いたことがあります。使用期限過ぎたものを使うと体に何か
変化とかあるんでしょうか？

34 未就学児
期限がきれた薬を飲んでしまったことがあります。 飲んだ後、特に体調に変わりがなかったのですが、期限がきれた
薬の効き目やリスクも知りたい。

34 -
使用期限が切れてしまっても、もったいないため気にせずに使うことが多いのですが、どのような問題があるのです
か？

34 未就学児 期限がわかりにくい

35 -
賞味期限が少し切れたものは飲んでいるのですが、どのような状態になっていたら絶対に飲んではいけないのでしょ
うか。 残ってしまった薬の捨て方を教えてほしいです。

35 未就学児 空けてからどのくらいで使い切るべきか。
35 - 期限切れは効き目もきれるのか
35 未就学児 薬は食品と違い腐ったりというのが目に見えないので、期限切れのものを使用した時のデメリットが分かりにくい。
35 - 古い薬は飲まない方がよいと聞いたことがあり、注意しているが、どのくらいを期限として考えたら良いか。
35 - 箱入りや瓶入りは量が多くて、使用期限内に使えず勿体無いので、もう少し少なくして安くしてほしい。
36 未就学児 期限が短い
36 - 使用期限が薬は絶対飲むべきではないのでしょうか。
37 - 使用期限がどれくらい過ぎても飲んで大丈夫かどうか
37 未就学児 薬の使用期限について周知されていないなぁと良く感じる。子供の液体風邪薬は開封後常温保存でいいのか。

37 未就学児
使用頻度が少なく、使用期限が過ぎてしまうことがあるが、やはり効き目は薄れるものなのでしょうか？使用期限は
守らなければならないのでしょうか？

37 未就学児 アルミのシート状包装のくすりは、箱を開封したら使用期限が短くなるのか気になる。

37 -

使用期限についてです。食べ物は、賞味期限は、おいしく食べられる期間であり、消費期限は、この日までに食べて
下さいという意味があると聞いたことがあります。 薬においてはどういう認識でいるのがよいのでしょうか。 例えば、
開封しない状態であれば、箱等に記載されている使用期限までに飲みきる認識でいたらよいのか、また、開封後は
使用期限よりももっと早く飲みきらないといけないのか(←飲みきるのは難しいかもしれませんが…)、正しい見方を教
えて頂きたいです。

38 - 期限切れはすぐに廃棄しないとダメですか
38 小学校低学年 開封した瓶の保管方法を知りたいです。やはり使用期限が過ぎたものは効果がないのか知りたいです。
38 未就学児 使用期限は守った方がいいのか、古くなったら冷蔵庫に保管したほうがいいのか悩む
38 未就学児 虫刺され薬は開封したら翌年も効果はあるか

38 -
一度使ったきりの薬がいくつかあります。使用期限が切れたら使いたくないので処分していますが、勿体無いので少
量での販売をして欲しいです。

39 小学校高学年 使用期限が過ぎたら効果が下がるのか

39 -
病院で処方される薬は飲み切りますが、市販薬は使うときと使わないときがあり、全部飲むまでに期限が切れていた
りすると不安になります。かといって余っているのに新しいものを買うのももったいないのでどうしたらよいかな、と
思っています。皆さんはどうしてるのか知りたいです



年齢 末子学齢 使用期限について

39 未就学児 使い切れないで残ってしまうことがある。
40 小学校高学年 目薬はあけたらどのくらいもつのか。何ヶ月も経ったら捨てたほうが良いのか

40 未就学児
ほとんど使わないものは使用期限が過ぎてしまっているが、使っている。期限がすぎるとどうなるのか？効果がなくな
るのか知りたい。

42 未就学児
瓶に入った錠剤で開封後あまりもたないものは、飲みきれなかった場合棄てるしかないのでしょうか。だいぶたった
後に飲んではいけないのでしょうか。

42 - 使用期限のきれた薬は身体に何か害を及ぼしたりはしますか。
43 未就学児 使用期限を過ぎたものを使うと、効果が本当にないのか教えてほしいです。
44 小学校高学年 使用期限はどれくらい過ぎても効くのか？
44 - 期限の過ぎたものを使っても大丈夫？
44 大学・社会人以上 開封後の大まかな期限が表示してあると 買い替えの時期の目安になる
44 - 消費期限が切れちゃうことが多いですが使用しても大丈夫ですか？
45 大学・社会人以上 開封したら、期限に関わらず、早く飲みきった方が良いですか
46 - 使用期限が切れると何が起こるんでしょうか？ 効き目が無くなるだけでしょうか？　人体に害を与えるんでしょうか？
46 - 消費期限切れにしてしまうことが多いので管理方法や常備薬リストの参考例が知りたいです。
46 小学校高学年 量が大量
46 中学生 開けたら、賞味期限は 短くなるのか？
46 高校生 消費期限が過ぎているものも、常備薬が切れている時は服用してしまうこともありますが、効果のほどは？
46 小学校高学年 消毒液、虫除けなど液体の使い出してからいつまで使用可能か？
46 - 期限がきになる
46 - 有効期限を箱に書くのでは無く 箱から出してからもわかるように 個別にも書いて欲しい
46 小学校低学年 使用期限を少しでも過ぎていたら使用できないのでしょうか？
47 - 使い切らないことがあるのでもったいなく感じる。
47 小学校高学年 錠剤の一つ一つに期限が印字されていると便利
48 高校生 期限切れの薬の処分の仕方
48 高校生 使用期限が切れたものは使ってはだめでしょうか？
49 - 一人暮らしなのでいつも消費期限が切れてしまう
49 中学生 使おうと、期限を見ると、きれていた
49 小学校高学年 使用期限がちょっとでも過ぎたらだめなのでしょうか？
50 高校生 薬の期限は本当に守らなければききめがなくなるかぎもんです。
51 小学校低学年 使用期限はどれくらい、過ぎても大丈夫？

51 高校生
多少期限が切れてしまうことがあっても同じ年以内なら使用しても問題なく使ってしまう。本当はいけないでしょう
が・・・

52 - 市販薬の賞味期限は本当に期限が過ぎたらダメなのか、食品のように少しは余裕があるものなのか知りたい。
52 大学・社会人以上 あまり、薬に頼ることはないのですが、 賞味期限が、すごく気になります。

52 -
市販薬にも、使いきれる分量や、バラ売りをしていると有り難いですが。少数の家族だと、あまり使わないままで、使
用期限が過ぎてしまい捨ててしまった常備薬が多いものですから。

54 - 1回で使い切れないが、使用期限までは効果があるのか。害はないと思うが、効きがよくないのか？
54 高校生 頻繁に使うのではないので、消費期限が長い物が 嬉しいですね。
54 - 開封した薬の使用期限はいつまでOKなのでしょうか。
54 - 開封後の消費期間
55 大学・社会人以上 一か月でも過ぎたら飲めないのでしょうか
55 - 使用期限を切れていたら絶対使用できないのか？
56 - 使用期限過ぎて使用すると影響あるのか？
56 - 消費期限内に使いきれず捨ててしまう事が多い。勿体ないと思う。
58 大学・社会人以上 常温保管だが　夏や冬の気温差によって　保管期間が違うのではないかと　疑問に思う
58 大学・社会人以上 使用期限を過ぎた薬を飲んでも害はないのでしょうか
58 - 有効期間を過ぎるとどうなるのか？
58 大学・社会人以上 消費期限を過ぎても使い切るが、正直どこまで使って良いかか分からない。
59 大学・社会人以上 目薬の使用期限がよくわからない。いつも使い切れない。
59 大学・社会人以上 滅多に使わない薬は使うときに限って消費期限が過ぎてるので過ぎてからいつまで使えるのか知りたい
60 - どのくらいの期間保存できて飲んでも大丈夫なのか知りたい。
61 大学・社会人以上 期限の有効性の有無
62 - 使用期限をどのくらい過ぎても使えるのか？実際2年くらい過ぎた鼻炎薬でも効果があった
67 大学・社会人以上 使い切れないまま使用期限になってしまうことがあり勿体無いと思う。
70 大学・社会人以上 何年置けるのか、また期限が過ぎても害はないのか？
70 大学・社会人以上 使用期限を過ぎた薬を服用して重大な障害が出るか心配
71 大学・社会人以上 各社製品の開発が　多く薬の違いが解りにくい

年齢 末子学齢 選びにくい・効き目がよく分からない

20 - 効き目や副作用についてあまり詳しくわからないことがある。
20 - 市販薬は病院で買う薬より効き目はやはり少ないんでしょうか？また、飲む時間を決めないと効き目は弱くなってしま
22 - 総合風邪薬を飲むときに本当に効果があるのか、自分の症状とあっているのかわからない。
23 - 結局どの薬がいいのか

23 -
種類がありすぎてわからない。 薬局で薬を買うときに、薬剤師さんに相談することがあるが、その方が勧めてくる薬
のメーカーはなにか薬局と関係あるものなのか疑問になった

23 - みんな似たような感じで、違いが分かりずらいな
23 - 市販で売ってる薬はあまり効きにくいイメージが強いのと、ロキソニンなどの強い薬は薬局で薬剤師が居ないと買え

24 -
種類、価格もバラバラですがやはり高価なものは効き目がかなり違うのか、安価でも十分な効果があるのか。種類の
多さ故に違いを知りたいです。

24 未就学児 自分の症状に適した市販薬をキチンと選ぶことができるか不安です。
24 - パッケージ等に〇〇との飲み合わせ可能等の表示があると助かります
25 - 薬剤師がいないと買えない薬ってなんででしょう
25 - 効き目があるか、へんな成分が入っていないか



年齢 末子学齢 選びにくい・効き目がよく分からない

25 -
市販薬は調剤薬局等で処方してもらうものよりも効果が強いため、キンキュウの場合以外はあまり購入・服用しない
ほうが良いと聞きました。本当なのでしょうか？

25 未就学児 妊婦が使用していいのかわかりにくい
25 - 効き目が薄いのと、副作用が大きい薬があること
25 - 種類がありすぎて、選ぶときに困る
25 未就学児 どれも同じ感じの見た目で 結局どれにしたらいいのか分からない
25 - 錠剤などつるんとコーティングされているものがいい。エッジが角ばってるものは喉に引っかかり、飲みにくい。
26 - 同成分の薬が多すぎ
26 - その時自分に最適なものが分かりづらい
27 - 有名メーカーのものは高いですが、効き目も廉価品やドラッグストアのPB商品よりよいのでしょうか？
27 - どれぐらいで効き目がなければ病院に行くべきか分からない。
27 - 副作用の強い成分を使っているかどうか、一目でわかりにくくて困ったことがあった。もっと表示を明確にしてほしい。
27 - ドラッグストアにたくさん市販薬が並びすぎていて、選ぶのに困る。
28 - 種類がたくさんあって選ぶのに困る。

28 -
花粉症などのアレルギー性鼻炎薬について、処方箋をもらって出してもらう医療用医薬品と市販薬とでは有効成分
の配合率は本当に違いはないのか？

28 小学校低学年 種類が多すぎてわからないことがある。似たような商品が多いので選ぶのに困る。

28 未就学児
風邪薬には、総合風邪薬と鼻からくるとき、頭痛からくるとき、喉の痛みからくるときなど風邪の症状によって飲み分
ける薬があるが、どちらの方がいいのかいつも迷います。

29 - 風邪薬でもいろんなメーカー、種類があり何を購入したら良いか分からない

29 未就学児
鼻水がひどいとき、薬局の薬剤師さんに聞いたら、おススメされまのが喉の痛みを取る表示の薬でした。成分表を見
るとこっちの方が鼻水に効くんですよーと言われて、疑いつつも飲んだら速攻で効きました！なぜ喉の痛みに効く

30 - 価格の割に量が少ない風邪薬は不満に思います。異常に苦い顆粒はのみたくない。何の味？
30 未就学児 必要なときに一回二回使ってしまっておくと期限が切れてしまっていることが多いのでもう少し小分けに販売してほし
30 未就学児 パッケージのデザインに力を入れなくていいのでとにかく安くしてほしい

30 未就学児
子供の粉薬で、袋の3分の1などひと袋全部飲まない時、皆さんどうしてますか？余った分は捨てて新しいのを毎回
上げるのか、余った分を貯めて1回の容量になったらあげてしまうのか…？ そもそも、余ったのはあげていいのでしょ

31 未就学児

気にる人が多いと思う「眠くなるかどうか」の副作用については分かりやすく大きく表示して欲しいと常々思っていま
す。また、医師に確認してから利用して下さいと表示のある条件に入っている場合、薬剤師に相談するだけではダメ
なのか疑問に感じます。（病院に行く元気がない時のための常備薬なので、持病があったり、つわりがひどい時に困
りました。）また、授乳中に飲んでも大丈夫かどうか、各社のHPを確認しても載っていないことが多く、パッケージに記
載してほしいとまでは言わないので、せめてHPには載せて頂きたいと思いました。

31 - たくさん種類があってどれを買えばいいかいつも迷います
31 未就学児 例えばパブロンとか、ランクによって全然値段が違うけど、本当に効き目も違うのかな？と思う

31 未就学児

病院でよく処方される、「ただの風邪薬ですよ」というやつ、去痰薬が多いですが、もっと風邪薬として身近にしてほし
い。総合風邪薬だと、余計なものまで入っていそうで。とりあえず効くかな？と飲みますが、子供や授乳中は病院で出
されるもののほうが安心なので、ただの風邪で受診するのは面倒なことも。特に大人は。病院と同じ成分または類似
成分だといいな、と思っていても同じなのを見つけるのが大変で…。

31 未就学児 自分に合う薬かどうか使わないとわからないため、お試し用に少量のものとかあれば良いのにと思う。
31 未就学児 飲み合わせへの注意はよく聞くが、塗り薬や貼り薬にも同じことが起こるのか
31 - 鼻炎のお薬は、物によっては、眠くなったりするので、どれが自分に合うか悩んだりします。
31 - 種類がありすぎてわからない 副作用など自分に合うのかわからない
31 - 市販のロキソニンって効くの？ 胃がやられたりしないの？ 市販の薬と病院の薬、どっちがいいの？
31 - 複数の薬を同時に飲んでも良いか わからない

31 -
第２類医薬品など専門性が高いものを購入しようとする。しかし、実際にはどんなものかわからない。現在病院など
で処方される薬を飲んでいると、ドラックストアなどで購入する薬が併用しても良いのか悩むことがある。しかし、お薬
手帳も正式名称もわからないのでドラックストア在中の薬剤師に相談もできない。データ化されていると手帳がなくて

32 -
市販の塗り薬が合わず病院に行ったことが何度かあり、その度にこの薬は使わないようにと言われてきました。 市
販薬は身近で手軽だし便利だけれどやはり医者に適切な薬を選んでもらわないと自分で選ぶのはリスクがありま
す。 薬剤師が休みで質問できないことが多いのも不満です。

32 - 種類がありすぎて違いがわからない
32 未就学児 常用しているサプリメントとの飲み合わせ。
32 未就学児 効き目や、副作用、使える年齢が気になります。

32 -
市販薬は種類が多すぎるので、購入する際にとても迷います。成分表を見ても、素人にはチンプンカンプンなので、
ネットで調べたり、口コミを読んだりする事もあります。薬剤師さんに聞きたくても、時間帯や曜日によっては不在で、
私が行くときは会えない事の方が多いです。成分表の見方などが分かるものがあると嬉しいです。あとは薬剤師さん

32 未就学児
熱が出る前に風邪薬や解熱剤を服用した方がいいのか、熱が出てからの方がいいのか悩みます。また、同じ薬を服
用して様子を見た方がいいのかあまり改善しなければ他の薬に変えた方がいいのか知りたいです。

33 - 鼻炎薬はどれを飲んでも違いが分からないので価格が違うなりにもっと効果があってもいいと思います。
33 未就学児 子どもがまだ小さいので、子どもにも使えるものかどうかは気になる。

33 未就学児
主人は少し風邪気味という程度でも、市販の風邪薬をすぐ飲みます。毎週一、二回くらいの頻度で飲んでいるのです
が、問題ないのでしょうか？

33 未就学児 1日一回の場合、いつ飲むのが最適なのかわからない時がある。寝る前なのか朝飲むべきなのか。
33 未就学児 種類やメーカーが多すぎてどれが自分に合うのか分からない。

33 未就学児
効き目が一緒だと、薬剤師さんがやたらCMなどやってなく無名のものを勧めてくるのはあれは何故か。なんとなく消
費者としてはCMやっていたり広告で見たことある大手が安心する。

33 未就学児 メーカーによって効く時間が違うことが疑問です。
34 - 年齢ごとの用量が一目でわかれば助かります。

34 小学校低学年
市販薬と病院で貰う薬とは何が違うのかよくわかりません。 病院にいくと、待たないといけないし、病院代もあるの
て、市販薬とおなじであれば家にあるものを使いたいと思います。

34 - 買いたい時に薬剤師さんが居ない時があり困った時があります。
34 未就学児 医者でもらう薬との違い
34 未就学児 授乳中や妊娠中に飲んでいいか否かの表示をもう少し大きく記載してもらいたい。
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34 未就学児 市販薬と処方される薬は、どちらが良いのか、効き目は一緒なのでしょうか
34 未就学児 中々効いてる感じがしないことが多い。選ぶのに大変。
34 未就学児 病院で処方される薬との互換性がわかると便利だな、と思っています。

35 未就学児
セルフメディケーション税制などと面倒な制度にしないで 医療費を削減したいなら、最初から安価にしてほしいなあと
思います。

35 未就学児 バンドエイドやマスクなど肌に触れるものなどは見た目や質感が知りたいが分からないことが多い
35 未就学児 仕方ないのは分かるけど、高い。
35 - ドラックストアで今まで使っている薬と同じ成分＆量なのに値段がお得と薦められて使ったが、なんとなく効き目が弱

35 -
風邪薬で同じメーカーで同じ名前が付いている(SとかFとかのアルファベットだけの違い等)薬でも価格が違う物が有
りますが、内容成分の多さや即効性で決まると思うのですが類似品が有りすぎて何を選べばいいのか分からなく迷う
事が有ります。

35 - 箱入りや瓶入りは量が多くて、使用期限内に使えず勿体無いので、もう少し少なくして安くしてほしい。
36 - 使用したい時にあった方がいいお薬の種類が多くて、置き場所を取るので、困ります。金額的にも支出が増えます。
36 - 頭痛薬を頻繁に買うのですが、同じような成分が入っていると何が違うのかどう選べば良いかがよく分かりません。

36 未就学児

発熱のときに使おうかと思った市販薬(バファリン)について。 インフルエンザが流行していた時期に、「まだ高熱にま
で達してないから、インフルエンザかどうか分からないわ。でももしインフルエンザだった場合、この市販薬は飲んじゃ
駄目だよね…。」と思い、飲むのを躊躇したことがある。 「インフルエンザのときにバファリンは駄目」と認識している
ため、箱に注意喚起(インフルエンザのときは使用不可)しておいてほしいと思った。

36 -
いつも成分表示を見て買います。 わからない成分は薬剤師さんに聞いていますが、たまに薬剤師さんがお忙しく、
聞きづらいことがあるので、成分名と効能が簡単に書かれた一覧表がドラックストアにあればありがたい。

36 -
種類が多すぎて、選ぶのに迷ってしまいます。迷う際には店頭の薬剤師さんに相談しているのですが、もっと分かり
やすい表示や販売の仕方になったら嬉しいです。 友人など家族以外に薬をあげるのに不安で躊躇ってしまいます。
薬をあげる際(家族で服用する際にも)気をつけるべき事があれば知りたいです。

36 小学校低学年 市販の風邪薬が総合感冒薬しかないきがするのですが、一つの症状に対する薬がないのはなぜでしょうか？
36 - 薬をどのくらい飲み続けて良いのか、迷います。
36 - 種類がたくさんありすぎる
37 中学生 市販薬や処方薬か、使うメリット・デメリット、 正しい薬の保管方法を知りたいです。

37 未就学児

ドラッグストアによって置いていなかったりする商品がある事や、価格が高いものが多いので、必要経費なので仕方
ないと諦めていますが不満には思います。薬のインターネット販売があるのは知っていて便利だとは思いますが、や
りとりがちゃんと出来るか・薬物なのでトラブルやリスクがありそうに思い利用出来ていません。実際によく利用されて
いる方の体験などを知りたいなと思います。

37 -  似たような商品が多いが違いがわからない

37 小学校低学年
価格が高い方がやっぱり効果が高いのか？早く治りたいので高いもの購入してしまいますがいまいち実感が分から
ない

38 小学校低学年 風邪薬と栄養ドリンクを併用しますが、どの成分同士を併用していけないか今イチ分かりません。

38 未就学児
ドラッグストアなどで薬剤師に相談しても満足いく回答が得られないことがしばしば。やはり自分で知識をつけて薬を
よく知ることが大事と思う。

38 未就学児 自分に合っているのか
38 小学校低学年 同じ名前の薬でも、市販薬より、処方薬の方が効き目がいいのは何故？

38 小学校低学年
種類が多すぎて何を基準に選んだらいいのか分らない。 「ずっと貼り続ける」系の絆創膏って本当に良いの？家に
あるけど、結局普通の絆創膏を使ってしまいます。。

38 -
「服用後は運転しないでください」との注意書きがある薬が多く、地方に住んでいる人は車がないと生活ができないの
で、朝・昼には飲めないこともあります。中には運転OKのものもあるけど値段が高いので、もう少し手頃な値段にな
ればいいのにと思います。

38 -
同じような名前の薬が多くて混乱します。 特に花粉症の薬はアレ～という名前が多いですよね。 各社独自の名前で
わかりやすくしてほしい。

38 未就学児
種類が多いので、買うときに迷ってしまう。そうなると、効果よりも安さをとってしまう。でも、安いものは高いものより
効き目がわるいのかな？と疑問に思う。

38 - 薬剤師さんに症状をきいてもらわず、自分の好みで薬を選んでもよいのですか？
38 小学校低学年 似たような商品だと、違いがよくわからずに悩むことがあるので、いつも同じものを買ってしまう。

38 未就学児
よく似た成分が入っているけど、全て試して自分の体に合うものを見つけるのは大変。また家族でそれぞれ違うもの
を飲まなければいけないのもたいへんです。

39 - 腹痛の薬がほとんどない。 胃痛、頭痛、生理痛はあるのに。
39 - 医療用と成分配合率？等が違ったりするものも多いと聞きますが、本当でしょうか？
39 未就学児 風邪薬ひとつにしても種類が多すぎて自分や家族に合った薬を探すのが大変
39 - 自分に合った薬をタッチパネルみたいなもので選べるといいなぁと思います。
39 - 同じようなのがたくさんあってわかりづらい。
40 未就学児 １つの薬では自分の症状に合わない場合、他の薬を飲んでいいのか迷う。
40 小学校高学年 売っている種類も多いので、自分に合うものがあればそれを何度も買ってしまう。

40 -
同じ解熱剤でもどう違うのか、わかりやすく説明されていると、もっと正しい薬を使えるようになるのではないかなと思
います。

40 - 冷蔵庫で保管していてもいいのか。目薬なども。

40 -
瓶入りの薬は、空き瓶が増えていくので、詰め替え用を出してほしいと思う。瓶である必要があるのかと疑問に思い
ます。

40 小学校高学年 子供用の薬はあまり効かない気がする。 体重何キロくらいから大人用を使えるのかなと思う。
40 未就学児 類似品の違いがよく分からない
40 小学校低学年 同じような薬が沢山あるのでどれにしようか迷ってしまう
40 未就学児 一つの症状に対し薬の種類が多いので、どのメーカーの薬が一番自分に合うのかわからない。
40 大学・社会人以上 どんなものが症状によって効きやすいのかわかりやすく そして、税金対策のことももう少し詳しく知りたいです。
41 小学校低学年 カゼ薬の種類がたくさんあるので、どの症状によく効くのか知りたいです。
41 - 保管方法や飲み合わせなどしりたいです

41 -
「便秘薬は使い始めるとクセになるから、あまり薬に頼らない方が良い」と昔は言われたが、今はどうなのでしょう
か？
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41 未就学児 飲み合わせがいいか分からない時があります。朝に頭痛薬を飲んで、昼に胃腸薬を飲んでもいいかととか
41 未就学児  どれが自分に合うのかわからない。
41 未就学児 目薬は冷蔵にいれるべきなのか？

41 未就学児
風邪薬は初期なら効き目があるのか？人によるのか？ 少ししんどいと思った時飲むために用意しているが、病院に
行った方が悪化せずに済むのか、市販薬の効き目はどの程度なのか知りたい。

42 小学校低学年 使い方をわかりやすくしてほしい

42 - 副作用について、大きく表示して欲しい。
42 中学生 副作用について

42 -
価格帯が同じものだと成分をチェックしますが、殆どの成分について、その効能や副作用を知りません。名前も聞か
ないものが多いです。 比較検討する際に自分に合うもの、自分の症状により適したみのを、と思うので、そういう知
識を備える機会があるべきでは？それもふくめて「セルフメディケーション」なのでは？と考えます。

42 小学校低学年 食後と書いていても物を食べられない場合はそのままでもよいのか？

42 未就学児
小学生が飲めない、使えない薬はもっとわかりやすく大きく書いてほしい。 有名な商品で、子供にも使わせようと買っ
たらよく読むと13歳以下はダメと書いてあったり、すごくよく読まないとわからない。

42 小学校低学年
医者も使わない風邪薬や鎮痛剤を使うのに抵抗がある。 説明書をもっと簡便に利用しやすくする義務が製薬会社に
あると思う。

42 中学生
薬の名前だけでは分からないので、どういう効能があるのか、成分は何でどう効いて、きつい薬なのか、等具体的に
箱に書いてほしい。店で比較する時に非常に困る。違いが分からないから値段で決めてしまう。

42 小学校低学年
大人のみと書いてある薬は、少量でも子供はダメなのか？ 子どもは熱があって苦しそうだけど、大人用しかない、夜
中でお店も開いていない、救急車を呼ぶほどでもないときに困っています。

43 -
不満と言うか、同じ薬でもたくさんあってどの薬にしていいか選ぶのに時間がかかる 薬を換えるとき合うか合わない
か分からないから、少量の薬を売ってくれるとありがたい

43 小学校高学年
スーパーなどで市販薬を買いたい時、資格保持者の方がいない時、網のカーテンがひかれている。ちょうど薬が必
要な時に限って、そのような気がする。

43 小学校高学年
子供に飲ませる際に年齢ギリギリの時に、少し悩みます。 例えば、7歳以上15歳未満で、現在7歳とか。 身体が比較
的小さめなので7歳の量を取らせて大丈夫かな と心配になったりします。

43 大学・社会人以上 似たような効き目の薬があり、判断に迷うことが時々あります。 その時は安い薬にしてしまいます。

43 -
価格がやすくてたくさん入っている風邪薬、飲んでも全く効果を感じず、気休めにしかなりませんでした。やはり成分
が弱いのでしょうか。高い薬を買わないと効果は期待はできないのでしょうか。

44 - 便利なのでつい市販薬に頼ってしまいますが、飲み合わせは気になります。
44 - 目薬は冷蔵庫にいれて保管しなくても良いのでしょうか？
44 - 市販薬と病院で処方される薬は、どの位成分が違うのかギモンです。

44 -
種類が多すぎて…選択肢が多くあることは良い事なのでしょうが、購入にあたっては非常に迷います。 風邪薬一つ
にしてもその時の症状によって購入したとしても、必ずしも全て消費できる訳ではなく、次の風邪の症状でまた他の薬
を…とやってると、中途半端な在庫ばかりが残ってしまう。

44 -
風邪薬など種類が多く棲み分けが分かり辛い薬は、使ってみて良かったものをまた購入する。新製品が出ても手を
伸ばし辛い。

45 - 種類が多くて、自分に合うものがなかなか見つからない。
45 小学校高学年 種類が多くて選ぶのに迷う。子供用の薬を集めたコーナーがあると助かる。
45 - 飲み続けると効果がなくなるということは本当なのでしょうか。

45 高校生
効果は自分向きと思っても、身体に合うかわからないのに購入することが不満です。 1日お試しサイズで購入できた
らと思います。

45 小学校高学年 効き目か早いのは強いから胃に良くないというけど本当なのか？
45 - 飲み併せが一番気になります。

46 -
数年に1度程度しか風邪をひかないのですが、市販薬とドリンク剤を併用します。 併用の際の注意点や、おすすめの
使い方などが知りたいです。

46 - メーカーによる違いがあまりわからない

46 大学・社会人以上
1日1回の薬は便利で良いが　その分体への負担が多いのではないかと心配なので使ったことがありません。どうな
のでしょうか？

46 - CMで宣伝している程の効能がないものが多い。なので常備薬はいつも同じものになる。
46 小学校低学年 同じメーカーでも一錠だったり二錠だったりして迷う事がある。
46 - 種類が多くてどれを買ったらいいか迷ってしまう。
47 - 色々なメーカーさんの違いが、素人にはわからない。
47 - 種類が多く、どれが自分に合っているのが、違いは何なのか 選ぶのに迷う事があります。

47 小学校高学年
鼻炎の薬を買うときに、「一類ですからここでは置いていません」と言われました。一類ってなんのことか分かりませ
ん。

47 - 消毒薬の値段が高い
47 小学校低学年 皮膚関係、胃腸薬は同じ症状でも薬の種類が多いので、買う時に迷う
47 未就学児 自分に合う薬がイマイチ分からないこと。やはり病院でもらう方がよいのではと考えてしまいます。

48 -
いつも頭痛薬はバファリンを買っていたのですが、薬剤師の方に効果は同じで安い薬をすすめられ（ジェネリック？）
購入しました、まったく効かず薬を買いなおした経験があります。 本当にジェネリックは同じ効果なのでしょうか？

48 - 副作用がある薬は、もっと詳しく、分かりやすく記入してほしいです。

48 大学・社会人以上
新薬が発売された時にCMや店頭で目にするが、自分に合うか考えるので薬剤師に相談することがある。 複数症状
がある場合は病院へ行くことにしてますが、時間外や市販薬で済ませたい時に飲み合わせなど判らないことが多い
ので困ります。

48 - 副作用があるのかなと思う時がある
48 - 同じ風邪薬でも値段に差がかなりあるが、高いと効き目が 良く早く治るのか知りたい。
48 大学・社会人以上 副作用について、今まで余り気にしたことがなかったのですが、気をつけておく点について知りたいです。
48 - 種類が多すぎてどれを購入していいか分からない。

49 -
 最近、まるで医薬品のようにサプリメントをかけて宣伝していますが、本当に効くものなら病院で処方すると思いま
す。薬とサプリメントの違いを大々的に宣伝して欲しいです。

49 -
症状に対して薬を使いますが　薬の種類が多くてどれを選んで良いか分かりません　薬剤師に相談しても個人の一
押しで　効き目がイマイチだったりで　余り薬剤師に相談しなくなりました。本当はどの薬を選んだら良いのでしょう？
（成分を見てもよく分からないので）

49 - 処方薬との飲み合わせが分からない

49 -
風邪薬で、一度に何錠も飲まなければいけないのは、お得にみえてもすぐなくなる。 また、大人何錠ときまっていて
も、30ｋｇ以上違う夫と同じ量なのは？な気がして、夫より１錠ほど減らして飲む

49 -
例えば鎮痛剤だったら、頭痛薬と鎮痛剤はどう違うのかよくわかりません。頭痛の時、頭痛薬を飲みますが、ない時
は鎮痛剤を飲みます。頭痛薬と鎮痛剤の違いがいまいちわかりません。
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49 - 副作用は大丈夫か気になります
49 高校生 医者が出す薬より効き目が弱いと聞きますが、なぜでしょうか？

49 中学生
風邪薬等種類や価格がまちまちで選ぶ際 悩みむことがある。 15歳未満は使用不可とか年齢だけで 決めていいの
か悩むことがあります。

49 中学生 コマーシャルで、効果の説明をしている程、効果が無い薬が多い。
50 - 同じような風邪なのに、よく効く時と、なかなか効果がない時があるのは、どんな違いでしょうか。
50 - 自分にあうかどうかが心配になることがある。
50 高校生 家族と使うと飲む量が違うので中途半端に余る。売り場にいくといっぱいありすぎて何を選んだらいいか迷う。
51 大学・社会人以上 種類が多過ぎる。ドラッグストアのポップに 惑わされる(笑)
51 大学・社会人以上 飲み合わせて良い悪いが判らないので困る。
51 小学校高学年 本当に効果があるか疑問
51 - 人によって副作用があるのかどうかがかわからない。
51 高校生 薬剤師さんに相談しないと、有効成分の違いや添加剤の違いによる効き目や副作用の違いが今一つよくわからない

51 - 風邪薬でちょっとした発熱などの時に どれを選んでいいかわからない。

52 大学・社会人以上
風邪薬、頭痛薬など、飲みあわせの是非がわからないので、一緒に飲むのをためらう。効き目の違いも分かりにくい
ので同じものばかりを買ってしまう。

52 大学・社会人以上 風邪薬などで、効用が多数か書かれていてどの症状に一番効くのかがよくわからない。
52 大学・社会人以上 痛み止めなどはメーカーによって強いものと弱いものがあるので、どれくらいの痛みならこの程度というのがあまりわ

53 中学生
 新商品はどんな成分で効果が高まったのか分かりにくいです。 副作用について、確率などがわからないと不安で
す。

54 - 種類が多すぎて迷うこと。
54 - よく飲み続けていると体に良くないといわれるけれど どの程度飲み続けるとよくないのか知りたい
54 - 値段が高い。
55 大学・社会人以上 高価な薬のほうがが効果があるのかどうか。
55 大学・社会人以上 自分に合う薬を試せる機会があればいいと思います。
55 - 同じ効果をうたっているが、ブランドやメーカーにより価格がかなり違うものもある。何が違うのか。
55 大学・社会人以上 例えば葛根湯とかプライベートブランドとメーカーの違い
56 高校生 同じ胃薬、風邪薬なのに、効き目が明らかに違う事が多いのは何故？
56 大学・社会人以上 市販薬でも飲み合わせＮＧな物があるのかな？
56 大学・社会人以上 説明書の通りお店で選んで買って来るが、効かない時がある。種類が沢山あるので、どれを選べばよいか？わから

56 -
ジェネリックの効き目はどうなのだろう。ブランド品の方が良いのだろうか。薬局によって薦める薬が違うのでどれが
本当に良いのか迷ってしまう。

57 大学・社会人以上
同じメーカーの物でもDXとか後ろに何かが付くととても高くなっています。 高い方が効き目がありそうと高額なものを
買うのですが、 実際どうなんでしょうか？

57 - 最終的に高くつく
57 大学・社会人以上 同じ薬を飲み続けると効き目が弱まることはありますか
58 -  合わせて飲んではいけない薬も記載してほしい。
58 大学・社会人以上 いろいろなメーカーがあり、どれを選んだら良いか分からない時があります。
59 - かゆみなどの薬は自分で判断して買うことが多いので、効かないことがあり、無駄になる。

60 大学・社会人以上
形状に関わらず、臭いがきついのが困ります。店で薬を買う時は、種類が多くて、効能がざっくりしているので、薬剤
師に相談するのですが、どのくらいの効き目があるのか、値段に差がある理由は何なのかが、わかりづらいです。滅
多には飲まないので、ばら売りしている店はあるのかが気になります。

61 - 価格が高く、効能や副作用の説明に不安がある。
61 大学・社会人以上 もっと効能がわかりやすいと助かります。

61 大学・社会人以上
テレビで放送されたら効き目が良さそうだが、薬剤師に訪ねると同じ成分で こちらの方が良いよと言われます。あま
りに薬の種類が多くて いつも困ります。

61 大学・社会人以上 種類が、多いので、買うときに迷ってしまいます。

63 大学・社会人以上
市販の漢方薬の成分表示がわかりにくい事と、効能がおおざっぱ過ぎて選びにくく困る。漢方医に聞いてから購入し
たりしているが、もっと薬局の薬剤師が詳しければ助かる。

63 - 他の薬との飲み合わせが大丈夫か気になる。
63 大学・社会人以上 一緒に飲んだらいけないものがよくわからない。
69 大学・社会人以上 数ある中で自分に合うものを選ぶのは結構難儀ですが常に新しいものが出るので迷います。
71 大学・社会人以上 各社製品の開発が多く薬の違いが解りにくい

73 大学・社会人以上
薬剤師のいない店で薬効の同じ商品がたくさんあり購入するのに迷う。病院でもらうのと同じお薬なのにお店ではポ
イントが付くことがある。

年齢 末子学齢 パッケージ・容量・形状などについて

22 - 内容量が多いことが多くて使用期限が過ぎてしまうものが多い

25 未就学児
錠剤タイプの薬で、1粒が大きなものがたまにあり飲みづらいです。2錠に分けてもいいと思うのでもう少し小さいと飲
みやすいのにと思うときがあります。

25 - 粉薬が嫌いなので、粉を固めて固形にできないのかなと思います 。
25 - 錠剤などつるんとコーティングされているものがいい。エッジが角ばってるものは喉に引っかかり、飲みにくい。
29 - もう少し使い切りできるサイズで常備しておきたいのでミニサイズがほしいです。

29 -
数回分のみ欲しい場合のための、少量だけ入ったものがあったら良いなと思います。症状が治るまで使用したとして
も、多く入っているものは残ってしまい、そのまま期限が切れてしまう事があるのでもったいないからです。

30 - 価格の割に量が少ない風邪薬は不満に思います。異常に苦い顆粒はのみたくない。何の味？

30 未就学児
必要なときに一回二回使ってしまっておくと期限が切れてしまっていることが多いのでもう少し小分けに販売してほし
い。

32 未就学児
サイズやパッケージがバラバラなので、まとめて保管する際統一感がないのが残念です。使い忘れないように机の
上に出していても素敵なパッケージがなく気分が下がる。かといって違う容器に詰め替えて紛らわしいのも嫌なので、

32 未就学児 錠剤が大きめで飲む量も大人だと多いなとおもう。
32 未就学児 箱や説明書をとっておくのにかさばる。
32 未就学児 子供向けの風邪薬や整腸剤の種類がもっとあれば嬉しい。 また、錠剤・粉・シロップタイプが選べると使いやすい。

33 -
正露丸糖衣のようにコンパクトに持ち歩ける形が他の薬でもあったら良いなと思う。特に酔い止め薬は持ち歩く方が
多いと思うので、そのような形状だと嬉しい。

33 -
保管場所を統一できるようになれば良いと思う （これは薬箱・これは冷蔵庫・・・などあちこちに置かなければならない
のが困る）

33 小学校低学年 瓶の風邪薬を買った時に、アルミの蓋をされてたり薬の中に乾燥剤みたいな粒が入っている意味が疑問です。



年齢 末子学齢 パッケージ・容量・形状などについて

33 未就学児 パッケージが無駄に大きくて、環境に配慮されていないのが不満
33 未就学児 使用期限が終わるまでに使い切る量にしてほしい。

34 未就学児
箱だとかさばったり残量がわからないので ジップロック小に入れることが多いです。 最初から、箱の中で更にもうひ
とつチャック付き ビニール袋に簡易説明書と薬を入れておいてもらえると助かります。 （マジックで薬名や使用期限
をかけるようなスペースがあると 更にいいです）

34 - あまり使わないが常備したいものは、期限切れで捨ててしまうことが多いので、少量のがほしい
35 未就学児 バンドエイドやマスクなど肌に触れるものなどは見た目や質感が知りたいが分からないことが多い
35 未就学児 箱の大きさがバラバラすぎて収納しづらい。
35 未就学児 頻繁に使わないものは、もっと少量(3日分くらい)ずつ販売してくれるといいのにと思うことはあります。
35 - 箱入りや瓶入りは量が多くて、使用期限内に使えず勿体無いので、もう少し少なくして安くしてほしい。
36 - 容量が多い
36 未就学児 瓶タイプの薬の箱をもっと簡易なものに出来ないかと思う。また、説明書も。
37 - 使用期限が過ぎて破棄してしまうことが多いので、少量タイプを 販売してほしいです。

37 -
虫刺されの塗り薬関係が、季節的なものだし、家族でも使い回しが気になるものもあるので、徳用というよりは、少量
の季節使い切り位の容量で販売してると有り難い。持ち運ぶ事も考えると、小さい方が勝手も良い。

37 -
絆創膏を選ぶ際にテープ部分の素材や質感を重視しているのですが、商品は紙に覆われ箱に入っていて中身の確
認ができないし、見本が出ている事はほとんど無いので、買って開封してみて『失敗だった』という事がよくあり困って
ます。

37 未就学児 アルミのシート状包装のくすりは、箱を開封したら使用期限が短くなるのか気になる。

37 未就学児
瓶に入ってるタイプの錠剤は空洞を埋めるためかビニールの紙が入っているけど、その分錠剤を詰めてくれたらいい
のにと思う。

38 -
包帯は包帯留めの金具も同封で売って欲しいです。 旅行や外出の際は常備薬を携帯する事がほとんどなのです
が、持ち歩く際の注意点が知りたいです。

38 小学校高学年
風邪薬は、少ない回数の方がいいです。使いきりで安心です。反対に、車酔い止めの薬などは、もっと多めがいいな
と思っています。

38 - 大分余ってしまう。破棄するのはもったいないのでミニサイズや何錠かで購入できたらいいと思う

39 -
あっという間に使用期限を切らしてしまうので、もっと小量売りにして欲しい。  瓶は処分が面倒なので、パウチ売りに
して欲しい。

39 - 瓶の薬に入ってあるビニールは最後までとっておくべきなのか？
39 未就学児 少量タイプがあればいいなぁと思います。
39 - 瓶タイプの薬は保管に困ると思います。

40 -
瓶入りの薬は、空き瓶が増えていくので、詰め替え用を出してほしいと思う。瓶である必要があるのかと疑問に思い
ます。

40 未就学児 不満に思うことは、箱を無くしてしまうと使用期限が分からなくなることです。
40 - お薬によって、1瓶に入ってる数が少なく、多目に入ってたら何度も購入しなくていいのにと思う時があります。

41 -
常用する薬などは小パッケージをたくさん買うのが不便。自分で容量を決められる通販などがあればいいのになと思
います。

42 - あまり使用しないと、消費期限が過ぎてしまうので、少量で売ってほしいものもある

42 小学校低学年
お店に並べた時に目立つようになのか、 箱が大きく作られているように思います。 保管の際にスペースをとるので
相応の大きさが良いです。

42 小学校低学年
医者も使わない風邪薬や鎮痛剤を使うのに抵抗がある。 説明書をもっと簡便に利用しやすくする義務が製薬会社に
あると思う。

42 -
量が多いです！！ もともと健康で、基本的に薬はほとんど飲みません。 数年に一度何かが起きた時、しかし病院に
行く程ではないもしくは時間がない時に薬を飲みます。 購入にしては余らせて、期限が過ぎてて次また購入という
ループです。。。 もう少し量が少なくて金額も下がれば良いのになあと思います！ もしくは、いろんな症状に合わせ

44 - 飲み込むのが下手なのでもっと小さくしてほしい
45 - 特にひとり暮しには量が多いものが多い
46 小学校高学年 量が大量
48 - 一箱(一瓶)に入っている個数が多いと感じます。もう少し少なくても良い

48 中学生 説明書、瓶に書いてある文字が小さくて読みづらい。

49 -
アルミでシールされたシート状包装の薬は箱等が無くなるとバラバラになるので、箱と一緒についでに説明書もとって
おきますが、瓶（ビン）入りタイプの薬はばらけないので、箱や説明書を捨ててしまうのかもしれませんね。

50 大学・社会人以上
アルミのシート状の薬を2錠くらいずつ携帯していますが、日が経つと何の薬かわからなくなってしまいます。シートに
何の薬で1回何錠飲めばいいのか、印刷できないものでしょうか？

51 - たまにしか使わないものに限って量がおおいから、期限がきれてします。瓶ではなく１０錠単位で売ってほしい。

51 -
空気にさらさないほうがいいと思うが、瓶はあけたら毎回空気が入る。雑菌も。使用期限があるが頻繁につかわない
ものは品質は大丈夫なのですか。一錠ずつパックされシートになっているものが安心です。

51 大学・社会人以上 アルミでシールされた薬を飲むときに誤ってアルミシートまで飲んでしまうのではないかと思う。
52 - 文字が小さい。消費期限をわかりやすくして欲しい。
52 大学・社会人以上 余らせて処分する事が多いのは、それは病気が無かったので良いのですが、１回分などミニパックはないのかな？と

52 -
市販薬にも、使いきれる分量や、バラ売りをしていると有り難いですが。少数の家族だと、あまり使わないままで、使
用期限が過ぎてしまい捨ててしまった常備薬が多いものですから。

54 大学・社会人以上 物によっては飲みきれない事もあるので、少ない分量での販売もしてほしい
54 - 期限内に使いきれないことが多いのでもっと小容量のものを出してほしい。
55 - 形がマチマチなので、保存しづらい。
55 大学・社会人以上 何錠服用するとか期限の記載文字が小さすぎて見えません。箱に大きく書き直したり、瓶に貼ったりしています。
57 大学・社会人以上 もう少し説明書の文字を大きくして ほしい。
57 - 箱に書いてある文字が小さい。
59 大学・社会人以上 使い切らないうちに期限切れになる事が多い。少量の物もあればいい

60 大学・社会人以上

粉薬を飲んでいますが、同様の成分で錠剤タイプのものがあれば飲みやすいのにと思うことがあります。ただ、錠剤
は一回で飲む量が多くて負担を感じます。形状に関わらず、臭いがきついのが困ります。店で薬を買う時は、種類が
多くて、効能がざっくりしているので、薬剤師に相談するのですが、どのくらいの効き目があるのか、値段に差がある
理由は何なのかが、わかりづらいです。滅多には飲まないので、ばら売りしている店はあるのかが気になります。

61 大学・社会人以上 小分けの物が欲しい
62 大学・社会人以上 商品説明の字が小さい。もっと大きく書いて欲しいです。
69 大学・社会人以上 説明書の字が小さく、メガネをかけても分からない事が多い。
71 - いつも使い切る事が無い。ほとんど一回か二回で残留なので勿体ない 少なめのミニサイズが欲しい。



年齢 末子学齢 価格、PB商品、ジェネリックなどについて

24 -
種類、価格もバラバラですがやはり高価なものは効き目がかなり違うのか、安価でも十分な効果があるのか。種類の
多さ故に違いを知りたいです。

26 -
同じコーナー(頭痛薬、胃腸薬など)にある薬でも、値段がかなり異なる薬があることが不思議です。普段使っている薬
よりも安いものを見つけて「効果が同じなら使ってみようかな」と思うのですが、表示を見比べてもいまいち分からず、
結局いつもと同じ薬を購入しています。

27 - 有名メーカーのものは高いですが、効き目も廉価品やドラッグストアのPB商品よりよいのでしょうか？

28 -
最近、ドラッグストアのプライベートブランドの価格の安いお薬が増えてきているように感じます。（マツモトキヨシでよ
く見ます） 成分は同じと聞きますが、価格がかなり違うので少し不安です。 なぜ同じような成分で安く販売できるので
しょうか？

31 - 処方薬に比べ有効成分が少ないのに、意外と価格が高いものが多いと思う。
31 未就学児 例えばパブロンとか、ランクによって全然値段が違うけど、本当に効き目も違うのかな？と思う
31 未就学児 市販でも値段がピンからキリまでなので高くても自分に合わなければちょっと困ります。高くても量が少しだったりと。
32 未就学児 同じ病気の薬でも商品によって価格に大きく開きがあることが疑問です。

33 未就学児

市販薬と病院でもらう薬の値段の差がありすぎる点が不満。 病院でもらう薬の方が効くのに、ドラッグストアで販売し
ているお薬の方が高いのは、消費者にとって損な気がする。 子供がいると、どうしても自分のことは後回しになるし、
病院になんて行っている時間はないので、手軽ですぐ買えるドラッグストアで病院でもらう薬と同じくらい効き目がある
薬もどんどん販売してほしい。

34 -
よく知っているメーカーと似たような成分で安価に作られている薬もあるが、本当に効き目は同じなのか分からない。
できれば安いほうがいいので、変わらないのであればそちらを購入したいが、いまいち信用しきれない。

35 未就学児
セルフメディケーション税制などと面倒な制度にしないで 医療費を削減したいなら、最初から安価にしてほしいなあと
思います。

35 -
ドラックストアで今まで使っている薬と同じ成分＆量なのに値段がお得と薦められて使ったが、なんとなく効き目が弱
い気がして残念だった。

36 未就学児 値段の違いと効能の違いがよくわからない

36 -
ジェネリックでも効果や効能は同じだと薬剤師は言うが、明らかに違うことがある。特に痛み止めに関しては違う。国
の医療費削減のためにはジェネリックを使いたい気持ちはあるが、安くて効果がイマイチなものよりも、高くても効果
が明らかなものの方が使う側としては安心出来るし、結果としてコスパも良い。

37 小学校低学年
価格が高い方がやっぱり効果が高いのか？早く治りたいので高いもの購入してしまいますがいまいち実感が分から
ない

38 小学校低学年 同じ成分で金額に差がありすぎること

39 -

頭痛薬で、同じ成分入ってるけど価格が安いからと、あまり聞いたことがないメーカーの薬をお店の人に勧められた
ことがあります。 でも、ちょっと高くてもよくＣＭで耳にするメーカーの方の薬を買いました。いつも飲んでるので効き
目もわかってるので。 同じ成分なら効き目は変わらないのでしょうか？安物買いの銭失いじゃないけど、安い方買っ
て効き目がなかったらと思うと怖くて買えません。頻繁に頭痛に悩まされるので、速攻で確実に効いてほしいのです。

39 - 成分が同じなのに、なぜ価格が異なるのか？

40 未就学児
こども用風邪薬が高い。病院でもらった方が安いが、感染症が流行っているときはあまり行きたくないので、市販でも
う少し安くあるといいなと思います。

41 - やはり値段です。病院で処方される薬のほうが安いので、価格を下げて欲しいです。
42 - ジェネリック薬は先行薬とほとんど遜色がないのか知りたい。

43 -
価格がやすくてたくさん入っている風邪薬、飲んでも全く効果を感じず、気休めにしかなりませんでした。やはり成分
が弱いのでしょうか。高い薬を買わないと効果は期待はできないのでしょうか。

44 小学校低学年
成分がほとんど同じでも、CMをしているような有名メーカーのものは価格が高い。知っているメーカーの方が安心感
はあるが、薬剤師さん聞くと、効き目はほとんど変わらないと教えてもらえると、安いものを購入する。

44 高校生 同じような成分用途でもお値段が違うのは何かの含有量が違うからなんでしょうね( ´∀｀ )

44 -
薬をドラッグストアで買うときにメーカーの薬とドラッグストアオリジナルの安い薬とあって、どちらを買うか迷って結局
安いオリジナルの方を買うのですが、やっぱりメーカーの薬の方がいいのでしょうか。

47 高校生 薬はジェネリックで充分なので市販薬も安いのを置いてほしい

47 -
有名メーカーの商品は価格が高くて、あまり聞いたことのないメーカーの商品だと安いことがあるけど、効き目は変わ
らないのかな？

47 大学・社会人以上 容量が少ないのに なぜ値段が高いのか疑問。

48 -
いつも頭痛薬はバファリンを買っていたのですが、薬剤師の方に効果は同じで安い薬をすすめられ（ジェネリック？）
購入しました、まったく効かず薬を買いなおした経験があります。 本当にジェネリックは同じ効果なのでしょうか？

48 中学生 同じ薬でも値段が違う
49 中学生 成分などがほぼ同じなのに商品の価格差が出てくるのはなぜなのでしょうか。

50 -
花粉の薬、もう少し安価で購入出来るようにして欲しい。目薬は、市販のものは、保証期限が長く刺激が強いものが
あります。目に負担がないのでしょうか？

52 - 値段の違いがありすぎる

53 -
スイッチOTC薬は容量が少なくて価格が高すぎると思う。セルフメディケーションをうたっても、病院に行った方が安い
と思う人が多く、あまり意味がない気がする。

53 大学・社会人以上 市販の薬は、処方箋のよりかなり高いので、なるべく病院に行った時に大目に貰ってくる。

54 大学・社会人以上
ドラッグストアなどで、有名メーカーの製品の隣に、「効き目は同じでこの価格！」のように、無名のメーカーの同じよう
な製品が並んでいることがよくあり、迷ってしまうのですが、本当のところ、効き目に変わりはないのでしょうか？

55 大学・社会人以上 高価な薬のほうがが効果があるのかどうか。
55 大学・社会人以上 例えば葛根湯とかプライベートブランドとメーカーの違い
56 - 特に、ドラックストアですが、チェーン店、それぞれ、価格が違い過ぎる！！  ビックリ！！  腹が立つ！！

57 大学・社会人以上
同じメーカーの物でもDXとか後ろに何かが付くととても高くなっています。 高い方が効き目がありそうと高額なものを
買うのですが、 実際どうなんでしょうか？

58 大学・社会人以上 ジェネリック並みの価格ならいいのに・・・
58 - 何故、同じ薬なのにメーカーによって値段が違うのか？ 安い薬は効き目が悪いのか？
60 - プライベートブランドの薬がとても安いのは何故かわからないです。
61 - 価格が高く、効能や副作用の説明に不安がある。

62 -
病院で処方されるお薬の成分と同じものが何故市販薬にはほとんど無いのでしょうか　処方されるお薬は誰もが
知っている製薬会社が製造しているものなのに．．それを言えば病院や処方箋薬局が成り立たないのは良くわかっ

64 大学・社会人以上 成分が同じなのにメーカーによって値段がまちまちなのはどうしてなのか不安に思うことがしばしばある。

66 大学・社会人以上
病院へ行くほどではない風邪など、よく市販薬を利用しますが、受診して出してもらうのと比べて価格が高いと思いま
す。かといって、すぐに病院にかかって混雑を増幅させてしまうのもどうかとあもったり...。

70 大学・社会人以上 メーカーによって価格差が大きい事。


