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フルチカゾンとサルメテロール経⼝吸⼊
（floo tik'a sone）（sal me' te role）と発⾳されます

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

フルチカゾンとサルメテロール（Advair Diskus、Advair HFA、AirDuo Respiclick）の組み合わせは、喘息
によって引き起こされる呼吸困難、喘鳴、息切れ、咳、胸部圧迫感の治療に使⽤されます。フルチカゾン
とサルメテロール（Advair Diskus）の組み合わせは、慢性閉塞性肺疾患（COPD;慢性気管⽀炎や肺気腫を
含む肺疾患のグループ）によって引き起こされる喘息、息切れ、咳、胸部圧迫感の予防と治療にも使⽤さ
れます。フルチカゾンとサルメテロール（Advair Diskus）の組み合わせは、成⼈と4歳以上の⼦供に使⽤
されます。フルチカゾンとサルメテロール（Advair HFA、AirDuo Respiclick）の組み合わせは、12歳以上
の⼦供に使⽤されます。フルチカゾンはステロイドと呼ばれる薬のクラスにあります。気道の腫れを軽減
することで機能します。サルメテロールは、⻑時間作⽤型ベータアゴニスト（LABA）と呼ばれる薬のクラ
スに含まれています。肺の空気通路をリラックスさせて開くことで機能し、呼吸を容易にします。

わあ、この薬を使うべきですか？

フルチカゾンとサルメテロールの組み合わせは、粉末として、また特別に設計された吸⼊器を使⽤して⼝から
吸⼊するための吸⼊液として提供されます。通常、1⽇2回、朝と⼣⽅に約12時間間隔で使⽤されます。フルチ
カゾンとサルメテロールを毎⽇ほぼ同じ時間に使⽤します。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、あなたが理解し
ていない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。フルチカゾンとサルメテロールを指⽰
どおりに使⽤してください。それを多かれ少なかれ使⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に使⽤したりしないで
ください。

サルメテロールとフルチカゾンの吸⼊による治療中に、喘息のために他の経⼝薬または吸⼊薬をどのよう
に服⽤すべきかについて医師に相談してください。アルブテロール（プロベンチル、ベントリン）などの
短時間作⽤型ベータアゴニスト吸⼊器を定期的に使⽤している場合、医師はおそらく定期的に使⽤を中⽌
するように指⽰しますが、喘息症状の突然の発作を治療するために使⽤し続けます。これらの指⽰に注意
深く従ってください。医師に相談せずに、薬の使⽤⽅法を変更したり、薬の服⽤を中⽌したりしないでく
ださい。

喘息またはCOPDの発作中は、フルチカゾンとサルメテロールを使⽤しないでください。医師は、発作時に使⽤する
短時間作⽤型吸⼊器を処⽅します。
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フルチカゾンとサルメテロールの吸⼊は、特定の肺疾患の症状を制御しますが、これらの状態を治癒することはありませ
ん。フルチカゾンとサルメテロールの効果が⼗分に発揮されるまでには、1週間以上かかる場合があります。気分が良くて
も、フルチカゾンとサルメテロールを使い続けてください。医師に相談せずにフルチカゾンとサルメテロールの使⽤を中
⽌しないでください。フルチカゾンとサルメテロールの吸⼊の使⽤をやめると、症状が再発する可能性があります。

フルチカゾンとサルメテロール吸⼊（Advair Diskus、Advair HFA、またはAirDuo Respiclick）を初めて使⽤
する前に、付属のパッケージ説明書をお読みください。図とパッケージの説明を注意深く⾒て、吸⼊器のすべ
ての部分を認識していることを確認してください。吸⼊器の使⽤⽅法を医師、薬剤師、または呼吸療法⼠に相
談してください。彼らが⾒ている間あなたの吸⼊器を使⽤することを練習しなさい、そうすればあなたはそれ
を正しい⽅法でしていると確信している。

お⼦さんがフルチカゾンとサルメテロールの吸⼊を使⽤する場合は、その使⽤⽅法を知っていることを確認してくだ
さい。吸⼊器を使⽤するたびに⼦供を監視して、正しく使⽤していることを確認してください。

吸⼊器に息を吐いたり、吸⼊器を分解したり、マウスピースまたは吸⼊器の⼀部を洗ったりしないでください。吸⼊器を乾いた状態に

保ちます。スペーサー付きの吸⼊器は使⽤しないでください。

フルチカゾンおよびサルメテロール吸⼊（Advair Diskus、Advair HFA、またはAirDuo Respiclick）の製造元の患
者情報のコピーについては、薬剤師または医師に問い合わせてください。

この薬の⽤途

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

フルチカゾンとサルメテロール経⼝吸⼊を使⽤する前に、
フルチカゾン（Flonase、Flovent）、サルメテロール（Serevent）、その他の薬、乳タンパク質、⾷品、
またはフルチカゾンとサルメテロールの経⼝吸⼊の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝
えてください。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、患者情報を確認してください。

ホルモテロール（Perforomist、Dulera、Symbicort）やサルメテロール（Serevent、Advair）などの別の
LABAを使⽤するかどうかを医師に伝えてください。これらの薬は、フルチカゾンとサルメテロールの吸⼊
と⼀緒に使⽤しないでください。医師は、どの薬を使⽤すべきか、どの薬の使⽤をやめるべきかを教えて
くれます。

あなたが服⽤している他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてく
ださい。次のいずれかに必ず⾔及してください。イトラコナゾール（Onmel、Sporanox）やケトコナゾールなどの特
定の抗真菌剤。アテノロール（Tenormin）、ラベタロール（Trandate）、メトプロロール（Lopressor、Toprol 
XL）、ナドロール（Corgard）、プロプラノロール（Inderal）などのベータブロッカー。クラリスロマイシン
（Biaxin、Prevpac）; 利尿薬（「⽔の丸薬」）; アタザナビル（Reyataz）、インジナビル（Crixivan）、ネルフィナビ
ル（Viracept）、リトナビル（Norvir）、サキナビル（Invirase）などのHIVプロテアーゼ阻害剤。喘息またはCOPDの
ための他の薬; 発作のための薬; メトロニダゾール（フラギル）; ネファゾドン; およびテリスロマイシン（Ketek;⽶国で
は使⽤できなくなりました）。また、次の薬を服⽤している場合、または過去2週間に服⽤を中⽌した場合は、医師と
薬剤師に伝えてください：アミトリプチリン、アモキサピン、クロミプラミン（アナフラニル）、デシプラミン（ノル
プラミン）、ドキセピン（シレノール）、イミプラミン（トフラニル）などの抗うつ薬、ノルトリプチリン
（Pamelor）、プロトリプチリン（Vivactil）、およびトリミプラミン（Surmontil）; およびモノアミンオキシダーゼ
（MAO）
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イソカルボキサジド（Marplan）、リネゾリド（Zyvox）、メチレンブルー、フェネルジン（Nardil）、セレギリン
（Eldepryl、Emsam、Zelapar）、およびtranylcypromine（Parnate）を含む阻害剤。他の多くの薬もフルチカゾンや
サルメテロールと相互作⽤する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬
について医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深
く監視する必要があるかもしれません。

あなたまたはあなたの家族の誰かが⾻粗鬆症（⾻が弱くて壊れやすい状態）を経験したか、または経験したこ
とがあるかどうか、そしてあなたが⾼⾎圧、不規則な⼼拍、発作、甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進症）を
経験したか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください）、糖尿病、結核（TB）、⽩内障
（⽬のレンズの曇り）、緑内障（⽬の病気）、免疫系に影響を与える状態、または肝臓や⼼臓の病気。また、
ヘルペス眼感染症またはその他の種類の感染症があるかどうか、および喫煙またはタバコ製品を使⽤している
かどうかを医師に伝えてください。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。フルチカゾン
とサルメテロールの使⽤中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、フルチカゾンとサルメテロールを使⽤していることを医師または⻭科
医に伝えてください。

tell your doctor if you have never had chickenpox or measles and have not been vaccinated against 
these infections. Stay away from people who are sick, especially people who have chickenpox or 
measles. If you are exposed to these infections or if you develop symptoms of these infections, call 
your doctor immediately. You may need to get a vaccine (shot) to protect you from these infections.

hat special dietary instructions should I follow?

Talk to your doctor about eating grapefruit or drinking grapefruit juice while taking this medication.

hat should I do if I forget a dose?

Skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not inhale a double dose to make up 
for a missed one.

hat side effects can this medication cause?

フルチカゾンとサルメテロールは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度である
か、消えないかどうかを医師に伝えてください。

⿐⽔が出る

くしゃみ

喉の痛み

喉の炎症

副⿐腔の痛み

頭痛

吐き気

嘔吐

下痢

胃痛
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筋⾁と⾻の痛み

めまい

弱点

疲れ

発汗

⻭痛

体のコントロールできない部分の揺れ

睡眠の問題

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の副作⽤のいずれかが発⽣した場合
は、すぐに医師に連絡してください。

フルチカゾンとサルメテロールを吸⼊した直後に始まる咳、喘鳴、または胸部圧迫感

じんましん

発疹

顔、喉、⾆、唇、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

窒息または嚥下困難

嗄声

騒々しい、甲⾼い呼吸

速くドキドキする、または不整脈

失神

胸痛

咳

⼿や⾜の灼熱感やうずき

⼝の中の⽩い斑点

発熱、悪寒、およびその他の感染の兆候

フルチカゾンとサルメテロールは、⼦供たちの成⻑を遅くする可能性があります。あなたの⼦供の医者はあなたの
⼦供の成⻑を注意深く監視します。この薬を⼦供に与えるリスクについては、⼦供の医師に相談してください。

フルチカゾンとサルメテロールは、緑内障や⽩内障を発症するリスクを⾼める可能性があります。フルチカ
ゾンとサルメテロールによる治療中は、おそらく定期的に⽬の検査を受ける必要があります。次のいずれか
に該当する場合は、医師に相談してください。⽬の痛み、発⾚、または不快感。かすみ⽬;光の周りのハロー
または明るい⾊を⾒る; または視⼒のその他の変化。この薬を使⽤するリスクについて医師に相談してくださ
い。
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フルチカゾンとサルメテロールは、⾻粗鬆症を発症するリスクを⾼める可能性があります。この薬を使⽤するリス
クについて医師に相談してください。

フルチカゾンとサルメテロールは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の使⽤中に異常な問題が発⽣し
た場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有
害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温
で、⽇光、過度の熱、湿気（バスルームではない）から離して保管してください。あなたの薬の適切な処
分についてあなたの薬剤師に相談してください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼
児は簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要で
す。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてくだ
さい。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要があ
ります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良
の⽅法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談す
るか、地元のごみ/リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサ
イトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセス
できない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿できま
す。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、
呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
発作

胸痛

めまい

失神

ぼやけた視界

速い、ドキドキする、または不整脈
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緊張感

頭痛

体のコントロールできない部分の揺れ

筋⾁のけいれんまたは脱⼒感

⼝渇

吐き気

過度の倦怠感

エネルギーの⽋乏

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とあなたの眼科医とのすべての約束を守ってください。

他の⼈にあなたの薬を使わせないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねて
ください。

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-thecounter) 
medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. 
You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also 
important information to carry with you in case of emergencies.

rand names

Advair ® Diskus

Advair ® HFA

AirDuo ® Respiclick
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