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医療関係者用

“神経の痛み”は、腰や肩、腕など
さまざまな場所にあらわれます。

骨折、歯痛、やけどなど

坐骨神経痛、頚部神経根症に伴う痛み、
手根管症候群に伴う痛み、

糖尿病性神経障害に伴う痛み、
帯状疱疹後神経痛など

“痛み”の種類

“神経の痛み”の出る場所（例）

からだに
危険を伝える痛み

神経の痛み
（広がる痛みやしびれるような痛み）

痛みには、大きく分けて“神経の痛み”と“からだに危険を伝える痛み”
があります。リリカは、“神経の痛み”に対して処方されるお薬です。    
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●
“神経の痛み”の
原因のひとつとして、

神経の圧迫が考えられます。
（腰部脊柱管狭窄症の例）
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背骨や靭帯の変形に
より神経が圧迫され
痛みが起こる
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リリカによる神経の痛み治療のポイント

リリカの製剤写真（原寸大）

OD錠25mg カプセル25mg OD錠75mg カプセル75mg OD錠150mg カプセル150mg

リリカは、一定期間飲み続け
ることで効果を発揮するお
薬です。痛いときだけでな
く、毎日決められたとおりに
きちんと服用してください。

リリカは効き目があらわれ
るまで、一般的な痛み止め
（消炎鎮痛剤など）よりも時
間がかかることがあります。

リリカは服用を開始した後、
様子をみながら徐々に量を
増やしていきます。

痛みが軽減してきたら医師
と相談のうえ、お薬の量を減
らしたり、やめたりするこ
とも可能です。
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神経の痛みの治療には
時間がかかることがあります。

一緒に一歩ずつ治療に取り組みましょう。



このお薬は、めまいや眠気、意識消失が
あらわれることがあります。

リリカを服用する際の注意点について

この他にも気になる
症状があらわれた場合には、　

医師または薬剤師に
ご相談ください。

●

●

● ほかにお薬を服用している場合（薬局で買ったお薬も）、
　 必ずお伝えください。
● 誤って多く服用した場合はご相談ください。
● ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、
　 必ず医師にご相談ください。
● 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。
● 服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々に量を減らしていきます。
　 必ず医師と相談しながら進めてください。

● 腎臓が悪い方、
　 透析をうけている方、心臓が悪い方、
　 妊娠中や授乳中の方は、必ずご相談ください。
● アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、
　 注意してください。
● 人により体重が増えることがありますので、
　 気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。

服用の注意点

その他の注意点

服用中は事故の危険があります
ので、自動車などの運転や危険
を伴う機械の操作をしないで
ください。

特に高齢の方は、転倒の危険が
ありますので、十分に注意して
ください。



リリカを服用される患者さん向けの冊子や指導箋をご用意しています。

最高用量

多

少
日数

1
日
の
服
用
量

1週間以上かけて
徐々に用量を
増やす

維持量

初期用量

年齢や症状により
適宜用量を
増減する

リリカの服用量（イメージ図）
リリカは1週間以上かけて徐々に用量を増やしていく
薬剤です。なお、あなたの年齢や症状に合わせて医師
が維持用量を調整します。
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で または検索
スマートフォン・携帯からは二次元コードの読み取り患者さんとそのご家族の方に

リリカ®の服用方法や主な副作用について
サイト内でご紹介しています。

リリカ®服用に関する情報サイトへの
アクセス方法

リリカナビ

リリカ®服用にあたってのご注意

気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、医師または薬剤師に
ご相談ください。

ほかにお薬を服用している場合（薬局で買ったお薬も）、必ずお伝えください。

アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。

ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師
にご相談ください。

服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。

誤って多く服用した場合はご相談ください。

腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の
方は、必ずご相談ください。

人により体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合
には、ご相談ください。

特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う
機械の操作をしないでください。

このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。

服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々に量を減らしていきます。
必ず医師と相談しながら進めてください。

リリカ®の製剤写真（実物大）

Memo

OD錠は、唾液のみ（水なし）で口の中で溶けるお薬ですが、
苦みを感じることもあるので、少量の水ですみやかに服用することをお勧めします。

痛いときにだけ服用するのではなく、
一定期間服用を続けることで効き目を発揮します。

少しずつ用量を増やしていきます。

痛みが軽減してきたらお薬をやめることも可能です。

治療には時間がかかることもありますので、
身近な目標を立て、一歩ずつ治療に取り組みましょう。

リリカ®は神経の痛みに対するお薬です。

お薬の量や服用方法等については、自分で判断せず、必ず医師の指示に従ってください。

リリカ®を服用する方と
そのご家族へ

リリカ®カプセル
75mg

リリカ®カプセル
25mg

リリカ®カプセル
150mg

リリカ®OD錠
75mg

リリカ®OD錠
25mg

リリカ®OD錠
150mg
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あなたのリリカの服用計画
20枚／冊
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リリカは、神経の痛みに対して処方されるお薬です。リリカによる治療には
次の大事なポイントがあります。

リリカは1週間以上かけて徐々に用量を増やしていく薬剤です。なお、あなたの
年齢や症状に合わせて医師が維持用量を調整します。

リリカというお薬について

最高用量

多

少
日数

1
日
の
服
用
量

リリカによる神経の痛み治療のポイント

リリカの服用量（イメージ図）

● このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。

リリカ服用にあたっての注意点

1 リリカは、一定期間
飲み続けることで効果を
発揮するお薬です。痛い
ときだけでなく、毎日決め
られたとおりにきちんと
服用してください。

2 リリカは効き目があら
われるまで、一般的な痛み
止め（消炎鎮痛剤など）
よりも時間がかかること
があります。

3 リリカは服用を開始
した後、様子をみながら
徐々に量を増やしていき
ます。

4 痛みが軽減してきたら
医師と相談のうえ、お薬
の量を減らしたり、やめた
りすることも可能です。

神経の痛みの治療には時間がかかることがあります。
一緒に一歩ずつ治療に取り組みましょう。

リリカの製剤写真（原寸大）

OD錠

カプセル

25mg

OD錠

カプセル

75mg

OD錠

カプセル

150mg

● 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
● 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う
　機械の操作をしないでください。

その他の注意点服用の注意点
● ほかにお薬を服用している場合（薬局で
買ったお薬も）、必ずお伝えください。

● 誤って多く服用した場合はご相談ください。
● ご自分の判断で服用を中止したり、服用量
や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談
ください。

● 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などが
あらわれることがあります。

● 服用をやめるときは、1週間以上かけて、
徐々に量を減らしていきます。必ず医師と
相談しながら進めてください。

● 腎臓が悪い方、透析をう
けている方、心臓が悪い
方、妊娠中や授乳中の方
は、必ずご相談ください。

● アルコールはお薬の作用
を強めることがあります
ので、注意してください。

● 人により体重が増えること
がありますので、気になる
場合には、ご相談ください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。

リリカによる治療について

1週間以上かけて
徐々に用量を
増やす

維持量

初期用量
年齢や症状により
適宜用量を
増減する
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これからリリカによる

治療を始められる方へ

医療機関名
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スマートフォン・携帯からは二次元コードの読み取り




