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＊これらがセットに

なった「ぜんそく治

療サポートパック」

もあります。 

吸入薬サポートツール一覧（愛媛大学医学部附属病院採用薬について） 2013年 8月現在 薬剤部調べ 

各メーカーより無償提供していただける資材の一覧です。吸入指導にご活用ください！必要な資材があれば各メーカーに直接お問い合わせください。（１度に提供可能な数量には限りがあります。） 

（１）ドライパウダー吸入器（DPI） 

デバイス 製品名 容器見本・練習用吸入器 トレーナー（笛） その他 メーカー 

ディスカス 
フルタイド® 

セレベント® 

アドエア® 

 

・ディスカス吸入練習用 

（乳糖入り） 

 

 

・ 形態見本

（乳糖なし)  

数に限りがあるため、

患者さんにお渡しする

ものではなく、薬局用に。 

 

ディスカストレーナー（笛） 

 

・マウスピース（吸入練習器用/トレーナー用） 

 

・ディスカス拡大レンズ 

残量カウンターに貼付する。 

数字が拡大され、残量表示が見えやすくなる。 

 

・患者用指導箋 

（アドエア用/フルタイド用/セレベント用 それぞれあります） 

 

・患者指導用下敷き 

[その他] 

・成人喘息アドヒアランス指導用指導箋

「めざそう！ぜんそくのない生活-喘息治療

の現状とゴール-」 

・小児喘息アドヒアランス指導用指導箋 

・COPD 病態説明用   

下敷き 

 

・ACT(喘息)、CAT(COPD) 説明書 

・病態説明用指導箋（スタンド付） 

喘息/COPD 各種。外来などに置けるスタン

ド付き。 

グラクソ・スミスクライ

ン 

ｶｽﾀﾏｰ･ｹｱｾﾝﾀｰ 

TEL 0120-561-007 

FAX 0120-561-047 

(医療機関関係者問い合

わせ専用) 

タービュヘイラー 

パルミコート® 

 

容器見本 

練習用のため、薬剤は

含まない。吸入操作指導

時などに。（乳糖は含ま

ない。） 

 

パルミコート 

タービュテスター 

吸入を練習するため

の笛。 

・ぜんそく治療サポートパック 

患者さんが服薬を開始される際に渡すセット。 

タービュヘイラーの使い方と吸入確認用ハンカチが同封されている。 

・操作方法シール 

吸入器本体に貼付する。回転グリップを回す順番と方向が示されている。 

・残量確認シール 吸入器本体に貼付する。残量の目安を確認していただくための資材。 

・吸入説明用シート 

パルミコートタービュヘイラーの吸入方法・使用上の注意について、自宅で確認していただくための説明書。 

・吸入説明用下敷き   ・吸入指導 DVD 

アストラゼネカ 

学術 

0120-119-703 

シムビコート® 

 

容器見本 

練習用のため、薬剤は含まない。

吸入操作指導時などに。（乳糖は

含まない。） 

 

タービュテスター 

必要な吸気流速が得られるか

どうか笛の音で確認する指導

用ツール。 

※提供までに時間がかかる場

合もあります。 

 

・グリップサポーター 

タービュヘイラーのグリップに取り

付け、グリップを回しやすくする資

材。グリップを回す順番・方向を表

示している。 

・残量カウンター拡大模型 

カウンター部分を拡大した模型。クルク

ル回転させてカウンターの表示の仕方

を確認できる。（30 吸入用・60 吸入用

は表裏になっている） 

・（連携用）吸入回数チェックシート 

患者毎のシムビコート吸入指示回数

を、医師（処方元）から薬剤師（調剤薬

局）宛てに連絡するためのシート。 

 

・吸入操作説明用シート（指導箋） 

・吸入回数説明用シート（指導箋） 

・吸入操作シール 

グリップを回す順番と方向が

記載されたシール。吸入器本体に貼付する。 

・吸入指導用下敷き 

吸入方法、使用上の注意等について解説した下敷

き。SMART 療法時の吸入タイミングや吸入回数に関

する解説も掲載。 

・吸入指導動画 DVD 

（吸入指導に DVD を使用している施設に提供。） 

・吸入チェックシート「使う」＊ 

吸入時の注意点をまとめた冊子と

ハンカチが入っている。ハンカチを 

タービュヘイラーの口に当てて吸入

すると、吸入できていればハンカチに白い粉がつく。 

患者さんが正しく吸入できているかのチェックに。 

・ぜんそくコントロールチェックノート「続ける」＊

（16 週分/冊）毎日の症状と薬の使用状況を患者さん

自身に記入していただくためのノート。 

アステラス製薬 

DIセンター 

0120-189-371 

（月～金、 

9：00～17：30） 

 資材の請求・問い合わせは、 
各メーカー営業所・MR    

もしくは こちらの番号へ 
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デバイス 製品名 容器見本・練習用吸入器 トレーナー（笛） その他 メーカー 

タービュヘイラー オーキシス® 

 

容器見本 

薬剤を含まない

容器で、デバイス

の形状や操作性

を確認できる。

（乳糖は含まない） 

 

オーキシスタービュテスタ 

必要な吸気流速が

あれば、正しい吸入

操作で吸入すると

音が出る吸入練習

器(笛)。 

・吸入チェックシート 吸入確認用ハンカチを同封する吸入手技指導箋。 

・グリップサポーター 

グリップ操作が不慣れな患者さん向けの、デバイス使用時のサポート器具。 

・患者指導箋 各種  ＊薬剤の取り換え日を記入できる指導箋 

＊[吸入チェック]吸入実施日を記入できる指導箋 

・服薬期間シール(30枚/シート) 再来院日または薬剤の取り換え日を記入できるシール。 

・服薬指導用下敷き ・メーカーHPに吸入動画の掲載あり 

[その他]・患者説明用下敷き「COPD ってどんな病気？」 

Meiji Seika ファルマ 

 くすり相談室 

 0120-093-396 

（ﾒｰｶｰ営業日  9:00

～17:00） 

ツイストヘラー アズマネックス® 

 

デモンストレーションサンプル 

薬剤が入っていない

だけの実際のデバイ

ス。 

吸入操作練習用具 

<笛付>正しく吸入でき

ると音が鳴る。 

マウスピース

カバー 

・吸入確認用ハンカチ 

アズマネックスの吸入感がないことで、薬剤が吸入器から確実に出ているか

不安や疑問を感じている患者さんに。 

・デバイス紹介アニメーション DVD 

デバイスの構造を分かりやすくアニメーションでまとめたもの。 

・吸入指導用下敷き  ・患者説明用指導箋 

MSD 

ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

0120-024-961 

(月～金 9～18時 

祝祭日除く) 

クリックヘラー メプチン® 

クリックヘラー吸入

練習用 

乳糖のみ充填されてお

り、実際の使用感が体

感できる。 

練習用ホイッスル 

吸気流速 20L/min

以上 (クリックヘラ

ーを吸入できる流

速)で音が鳴る。 

・吸入確認用クロス 

「吸った感じがしない」と訴える患者さんの指導に。クリックヘラー吸入練習用と一緒に使用して、

薬剤量と吸入できているかどうかを目で確認。 

・カウンター拡大レンズ 

クリックヘラー本体のカウンターの数字部分に貼付すると、数字が大きく見えやすくなる。 

・クリーニング専用ブラシ 

吸入器のお手入れに使用できるブラシ。 

・患者用説明書   

・吸入方法解説用下敷き  ・吸入取り扱い説明 DVD 

大塚製薬 

医薬情報センター 

(9～19 時,土・日・祝

日は除く) 

0120-189-840 

マウスピースカバー 

使い捨てタイプ。クリックヘラー練習用・

練習用ホイッスルを使用する際に、カバ

ーを用いて複数の患者さんを指導するの

に便利。 

ハンディヘラー 
ス ピ リ ー バ ®  

吸入用カプセル 

ハンディヘラー吸入練習用 

吸入器（ハンディヘラー）1個と乳糖

入りカプセル

7capがセットに

なっている。 

 ・ブリスター開封補助具 

カプセルを取り出すときに必要以上にアルミシートを開封してしまうのを防ぐ。 

ブリスターに取り付けて使用する。 

・患者用指導箋 「スピリーバ吸入用カプセルの吸入方法」 

[その他]・COPD療養日誌 体調や吸入薬の使用状況などを記録する日誌。 

日本ベーリンガー  

インゲルハイム 

ブリーズヘラー 

オ ン ブ レ ス ®  

吸入用カプセル 

インストラクションセット 

吸入器（ブリーズヘラー）1 個と乳糖入りカプセル

10cap がセットになっている。実際の使用感を体感

できる。 

※ブリーズヘラーのみの提供も可能。 

 

・患者向け使用説明書 

・患者説明用下敷き 

(片面はシーブリの説明) 

 

[その他] 

・肺の健康手帳 

・COPD疾患啓発のための読み物 

「タバコによる肺、気管支の病気かもしれま

せん」 
ノバルティスファーマ 

ノバルティスダイレクト 

0120-003-293 

シ ー ブ リ ®   

吸入用カプセル 

インストラクションセット 

吸入器（ブリーズヘラー）1個と 

乳糖・ステアリン酸マグネシウム入りカプセル 

7capがセットになっている。 

実際の使用感を体感できる。 

※ブリーズヘラーのみの提供も可能。 

 

・患者向け使用説明書 

・患者説明用下敷き 

(片面はオンブレスの説明) 

・動画 DVD「シーブリブリーズヘラー

の使い方」 

※吸入時の音、味(甘味)
で確認するデバイスであ

り、トレーナー(笛)の提供
はありません。 
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（２）定量噴霧式吸入器（pMDI） 

製品名 容器見本・練習用吸入器 
スペーサー 

（メーカー無償提供） 
推奨されるスペーサー 

（市販されているもの） 
残量確認方法 その他 メーカー 

キュバール® 

エアゾール 

 

キュバールエアゾール吸入練習用

(アダプター付き) 

成分は添加物のみで 、   

薬剤は含まれない。正しい

吸入方法を理解して頂くた

めの吸入練習用。 

  

エアロチャンバー・

プラス® 

オプティヘラー® 

ボアテックス® 

キュバール残量計（量スケくん） 
キュバール専用、残量確認シーソー。 

ボンベを取り出し、その先端を満タン、約

3/4、約半分、約 1/4、わずかと指定して

ある穴のいずれかにセットし、釣り合う位

置が大体の残量の目安。 

・キュバール投薬時アダプター貼付シール 

使用回数と噴霧終了日を記入し、アダプターに貼

付する。 

・キュバール使用患者さんへの説明手引き（下敷き） 

・指導箋 「キュバールの正しい吸入方法」 

・メーカーHP に吸入方法を紹介する動画あり。 

[その他] 

・読み物 「子どものぜんそく どうしたらいいの？」 

大日本住友製薬 

くすり情報センター 

(月～金、9～18時半 

(祝日を除く)) 

0120-03-4389 

オルベスコ® 

インヘラー 

プラセボ製剤見本 

有効成分は入っていない。製剤の外観

や、薬剤の噴射状態の確

認等、患者さんへの説明用

に。 

 

オルベスコ専用

スペーサー 

 

エアロチャンバー・

プラス® 

残薬量目安計（ピヨスケ） 

ヒヨコの形。アダプターからボンベを外し

て頭部の穴に入れ、傾き具

合で大まかな残量が確認

できる。 

・オルベスコ専用噴霧補助器具 

握力が弱い人向き。ボンベをうまく押せない場合

に、吸入器に取り付けレバーを握ることで噴霧さ

れる。 

・使用期間確認シール（製品に同梱） 

・患者用説明書  ・説明用下敷き 

帝人ファーマ 

学術情報部 

03-3506-4053 

（ただし資材の請求は営

業所までお願いします） 

サルタノール® 

インヘラー 

 

エアー剤 形態見本 

カウンターはない。数が限られるので、

患者さんにお渡しするものではなく、薬

局用に。 

  

エアロチャンバー・

プラス® 

ボアテックス® 

 ・患者用指導箋 

・噴霧回数チェックシール 

1 噴霧ごとにシールのマスに印をつ け 、

噴霧回数を確認する。 

 

 

 

グラクソ・スミスクライン 

ｶｽﾀﾏｰ･ｹｱｾﾝﾀｰ 

TEL 0120-561-007 

FAX 0120-561-047 

(医療機関関係者問い合

わせ専用) 

フルタイド®エアゾール 
・吸入コンプライアンスシール 

噴霧回数や終了日を記入できる。吸入器本

体（アダプター）に貼付する。 

・患者用指導箋（フルタイド用/アドエア用 

それぞれあります） 

・指導用下敷き 「アドエアエアゾールの吸入方法」（裏面

はスペーサーを使用する場合の吸入方法） 

アドエア®エアゾール （残回数カウンター付） 

（３）その他 

 製品名 製剤見本 吸入練習器具 その他 メーカー 

ソフトミスト
インヘラー 

スピリーバ®

レスピマット 

 

レスピマット操作練習用キット 

有効成分は含まれない。吸入操作を練習

するためのもので、噴霧・吸入は推奨さ

れない。 

 

・吸入速度チェックキット 

吸入を練習するための笛。 

 

・マウスピース（紙製） 

・回転くん（回転補助器具） 

レスピマットを差し込んで使用する。 

180度回転させることが困難な場合に使用。 

・シール（簡易版） 

レスピマットのキャップ上部に貼付する「1回 2吸入」のシールと、

背面部に貼付する「テスト噴霧 要・不要」シール。 

・シール（詳細版） 

レスピマットに貼付する。操作ステップ用シールと吸入前確認

シール（吸入回数、使用開始日、カートリッジ挿入/テスト噴霧 

要・不要）のセット。 

・患者向けチャック付き袋（保管袋） 

・患者用指導箋  ・指導用ボード 

[その他]・患者カード COPDの病態に関するカード。 

 

日本ベーリンガー

インゲルハイム 

 

※その他、病態説明用

資材等は、ディスカス

の欄に掲載しました。 


