
2.服⽤する前に知っておくべきこと
フルミル錠

添付⽂書：
ユーザー向けの情報 次の場合は、フルミル錠を服⽤しないで

ください。 ²あなたはアレルギー（過敏）です

フロセミド、塩酸アミロライド、またはこ
の薬の他の成分のいずれか（セクション6
に記載）
アレルギー反応の兆候には、発疹、嚥下ま
たは呼吸の問題、唇、顔、喉、または⾆の
腫れが含まれます。

²あなたは次のようなスルホンアミドにアレルギーがあります

スルファジアジンまたはコトリモキサゾール ²
腎臓に深刻な問題があります ²あなたは深刻な肝
臓の問題を抱えています ²あなたの医者はあなた
が低い

⾎液量または脱⽔されている ²あなたは
⽔（尿）を通過していません ²カリウムが
多すぎるか少なすぎる

⾎液中のナトリウム（⾎液検査で表⽰） ²あなたは「ア
ジソン病」と呼ばれる病気を患っています。

これはあなたが疲れて弱くなっていると感じることが
できます。 ²あなたは授乳中です（「妊娠と

下記の「⺟乳育児」セクション）
²あなたは変化する他の薬を服⽤しています

⾎液中のカリウムの量（下記の「他の
薬の服⽤」セクションを参照） ²薬を

服⽤している⼈が下にある場合
18年。Frumilタブレットは⼦供には適してい
ません

上記のいずれかに該当する場合は、フルミル錠を服⽤しない
でください。よくわからない場合は、フルミル錠を服⽤する
前に医師または薬剤師に相談してください。

フルミル®40mg / 5mg
タブレット
フロセミド40mg
アミロライド塩酸塩5mg

このリーフレットは⾒たり読んだりするのが難しいで

すか？

ヘルプが必要な場合は08000352525に電話してください

あなたにとって重要な情報が含まれているので、こ
の薬を服⽤し始める前に、このリーフレットのすべ
てを注意深く読んでください。
•このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもし

れません

•さらに質問がある場合は、医師または薬剤師
に相談してください

•この薬はあなただけに処⽅されています。他⼈に渡さな
いでください。彼らの病気の兆候があなたのものと同じ
であっても、それは彼らに害を及ぼす可能性があります

•副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。これ

には、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作⽤

が含まれます。セクション4を参照してください。

このリーフレットの内容：
1.フルミル錠とは何か、そしてそれらは何のために使わ

れるのか
2.フルミル錠を服⽤する前に知ってお

くべきこと
3.フルミル錠の服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.フルミル錠の保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

警告と注意事項次の場合は、フルミ
ル錠を服⽤する前に医師または薬剤
師に相談してください。 c⽔（尿）を

通すのが難しい cあなたは65歳以上です c
肝臓や腎臓に問題があります cあなたは認
知症の⾼齢患者であり、

リスペリドンも服⽤しています cあな

たは糖尿病を患っています

c低⾎圧またはめまいを感じる
あなたが⽴ち上がるとき c前⽴腺に

問題があります cあなたは痛⾵を持って

います

cあなたはめまいや脱⽔を感じます。これは発⽣する可能性があります

病気になったり、下痢をしたり、頻繁に⽔を
流したりして、たくさんの⽔を失った場合。
飲酒や⾷事に問題がある場合にも発⽣する可
能性があります

cあなたはブドウ糖テストを受けるつもりで
す c他の⽔錠を飲んでいます c全⾝性エリテ
マトーデスがあります cあなたは年配で
す、またはあなたは他にいます

⾎圧の低下を引き起こす可能性のある
薬とあなたが持っている
⾎圧低下のリスクがある他の病
状。

1.フルミル錠とは何か
それらが何のために使われるか

フルミル錠とは
あなたの薬の名前はFrumil40mg/ 5mg錠（この
リーフレット全体でFrumil錠と呼ばれます）で
す。フルミル錠には、フロセミドとアミロライド
塩酸塩と呼ばれる2つの異なる薬が含まれていま
す。どちらも利尿薬（⽔錠）と呼ばれる薬のグ
ループに属しています。

Frumil錠の⽤途
Frumil Tabletsは、体内の余分な⽔分の蓄積を防ぐ
ために使⽤できます。この余分な⽔分は、⾜⾸の腫
れ、息切れ、通常よりも疲れを感じる原因となる可
能性があります。

Frumilタブレットのしくみ
Frumil Tabletsは、通常よりも多くの⽔（尿）
を通過させるのに役⽴ちます。体内の余分な⽔
分を除去しないと、⼼臓、⾎管、肺、腎臓、肝
臓に余分な負担がかかる可能性があります。

上記のいずれかに該当するかどうかわからない
場合は、FrumilTabletsを服⽤する前に医師ま
たは薬剤師に相談してください。

2020年
10⽉

28⽇

IST FRU
M

IL 40 / 5M
G GB I02

793921
89036012

753361
89034571

ブ
リ

ス
タ

ー
サ

イ
ズ

：

パ
ッ

ク
。

ア
イ

テ
ム

：
Istruzioni

62C0007 V.1.0

00000010111

1
-

GB：
イ

ギ
リ

ス
167 x 315m

m
 DP

-
11 pt su 12 pt

-Re ex Blue
4、

1 / 4

佐
野

SpA

ArkhéSnc
Veri care la corrispondenza dell'artw

orkapprovato-
lanostraresponsabilitàèlim

itataalrifacim
entodeileforniti。

電
話

。
0862.404140

フ
ァ

ッ
ク

ス
0862.090006

1-Prim
a realizzazione

793921-89036012 1/4

TITLE - FUROSEMIDE + AMILORIDE / LASIRIDE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-furosemide-amiloride-frumil-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6042.pdf


•⽢草-⼤量に服⽤すると咳⽌め薬によく
使⽤されます

•プロベネシド（別のHIV薬と⼀緒に使⽤）
•ゲンタマイシン、アミカシン、ネオマイシン、ネチルマ

イシン、トブラマイシン、バンコマイシン、または⾼
⽤量のセファロスポリンなどの感染症治療薬

•X線検査の前に注射として使⽤される
薬
•ビサコジルやセンナなど、⻑期間使⽤さ

れる場合に便秘に使⽤される薬（下
剤）

•サルブタモール、硫酸テルブタリン、サルメ
テロール、ホルモテロール、バンブテロール
などの⾼⽤量で投与された場合の喘息治療薬

•ベンドロフルメチアジドなどの他の⽔錠（利尿
薬）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変
更する必要があるかもしれません

スクラルファートを服⽤している場合（（
胃潰瘍の薬）
FrumilTabletsと同時にスクラルファートを服⽤しない
でください。フルミル錠の少なくとも2時間前または後
に服⽤してください。それはあなたの薬の働きに影響
を与える可能性があるためです。

•通常よりもあざができやすく、感染が多くなり、
体が弱くなったり疲れたりします。
フルミル錠は⾎球の数に影響を及ぼし、深刻な
⾎液の問題を引き起こす可能性があります

•喉の渇きの増加、頭痛、めまいや頭がおかし
い、失神、混乱、筋⾁や関節の痛みや脱⼒
感、けいれんやけいれん、胃の不調、不均⼀
な⼼拍。これらは、脱⽔症状または通常の体
の化学物質の変化の兆候である可能性があり
ます。重度の脱⽔症状は、⾎餅や「痛⾵」を
引き起こす可能性もあります

•⽪膚や⽬の⻩変に気づき、尿の⾊が暗くなりま
す。これらは肝臓の問題の兆候である可能性
があります。すでに肝臓の問題を抱えている
患者では、肝脳症として知られるより深刻な
肝臓の問題が発⽣する可能性があります。症
状には、忘却、発作、気分の変化、昏睡など
があります。

•唇、⽬、⼝、⿐、性器の周りの⽪膚の膨れや剥が
れ、インフルエンザのような症状や発熱。これ
は、スティーブンス‧ジョンソン症候群と呼ば
れる状態である可能性があります。中毒性表⽪
壊死症と呼ばれる状態のより深刻な形態では、
⽪膚の層が剥がれ、全⾝に⽣の露出した⽪膚の
広い領域が残ることがあります。

•急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）（急性
熱性薬疹）の症状には、⽪膚が⾚くな
り、腫れた部分が多数の⼩さな膿疱で覆
われていることが含まれます。

•めまい、失神、意識喪失

その他の薬とフルミル錠
服⽤中または最近服⽤したことがあるか、他の薬
を服⽤している可能性があるかどうかを医師また
は薬剤師に伝えてください。これには、薬草を含
む処⽅箋なしで購⼊する薬が含まれます。これ
は、フルミル錠が他の薬の作⽤に影響を与える可
能性があるためです。
また、⼀部の薬はFrumilTabletsの動作に影響を与える可能性
があります。

必要以上にフルミル錠を服⽤した場合

必要以上にフルミル錠を服⽤したと思われる場合、
または⼦供が錠剤を飲み込んだ場合は、医師に相談
するか、すぐに最寄りの病院の救急科に⾏ってくだ
さい。医師があなたが何を服⽤したかを知ることが
できるように、残っている薬をあなたと⼀緒に持っ
ていくのを忘れないでください。次のような影響が
⽣じる可能性があります：⼝渇、喉の渇き、筋⾁痛
またはけいれん、気分が悪いまたは気分が悪い（嘔
吐）、⼼拍が弱いまたは不均⼀、めまいがする、弱
いまたは眠い。

この薬を服⽤しないでください。服⽤している場合
は医師に相談してください。
•⾎液中のカリウムの量を変える薬。これ

らには、塩化カリウムなどのカリウム
サプリメントまたはトリアムテレンな
どの特定の⽔錠剤（利尿剤）が含まれ
ます

次の薬は、Frumil Tabletsの動作に影響を
与え、副作⽤が発⽣する可能性を⾼めま
す。
•ラミプリル、エナラプリル、ペリンドプリル（「ACE阻害薬」と呼

ばれる）またはロサルタン、カンデサルタン、イルベサルタン

（「アンジオテンシンII受容体拮抗薬」と呼ばれる）などの薬。

あなたの医者はあなたの錠剤の⽤量を変えるか、あなたにそれら

の服⽤をやめるように頼む必要があるかもしれません

•⾼⾎圧や⼼臓の問題のための薬。あなたの
医者はあなたの薬の投与量を変更する必要
があるかもしれません

•⼿術中に筋⾁をリラックスさせるための
全⾝⿇酔薬として使⽤される薬

•糖尿病の薬。Frumil Tabletsを服⽤している場合、これ
らはうまく機能しない可能性があります。

•テオフィリン-喘鳴または呼吸困難に使⽤
されます

•フェニトイン-てんかんに使⽤されます。これにより、フルミル錠

の効果が低下する可能性があります

妊娠と授乳
⾏ういいえ妊娠中の⽅はフルミル錠を服⽤してくだ
さい。妊娠中、妊娠する可能性がある、または妊娠
していると思われる場合は、この薬を服⽤する前に
医師に相談してください。

フルミル錠の服⽤を忘れた場合 飲み忘れた
場合は、覚えたらすぐに飲んでください。
その後、通常どおり翌朝続⾏します。忘れ
た分を補うために2回分を服⽤しないでく
ださい。

Frumil Tabletsを服⽤している場合は、授乳しないでく
ださい。
これは、少量が⺟親のミルクに流れ込む可能性
があるためです。授乳中または授乳を計画して
いる場合は、この薬を服⽤する前に医師に相談
してください。妊娠中または授乳中の⽅は、薬
を服⽤する前に医師または薬剤師にアドバイス
を求めてください。

フルミル錠の服⽤をやめた場合
医師から服⽤をやめるように⾔われるまで、フルミル錠を服
⽤し続けてください。

⾎液検査
あなたの医者はチェックするために⾎液検査を⾏うかもしれません

⾎中のいくつかの塩のレベルが正しい
レベルにあること。

次のような副作⽤がある場合は、できるだけ
早く医師に相談してください。
珍しい（（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•難聴（時には不可逆的）

機械の運転と使⽤ Frumil Tabletsを服⽤した
後、めまいや気分が悪くなることがあります。このよう
な場合は、⼯具や機械を運転したり使⽤したりしないで
ください。 この薬の使⽤についてさらに質問がある

場合は、医師または薬剤師に相談してく
ださい。

頻度は不明（（⼊⼿可能なデータから推定す
ることはできません）
•⽿鳴りや⽿鳴りの問題。これは特に腎

臓にすでに問題がある⼈に影響します

•⽪膚のうずきやしびれ感
•興奮したり不安になったりするなど、気

分の⼩さな変化。
•頭痛、すぐに⽴ち上がると⽬がくらむ、ま

たは頭がおかしい。また、集中⼒の喪
失、反応の遅さ、眠気や衰弱、視⼒の問
題、乾燥
⼝。これは低⾎圧が原因である可能
性があります

次の薬は、フルミル錠と⼀緒に服⽤す
ると副作⽤の可能性を⾼める可能性が
あります。
•リチウム-精神疾患に使⽤されます。副作⽤を防

ぐために、医師はリチウムの投与量を変更し、
⾎液中のリチウムの量を確認する必要があるか
もしれません。

•シスプラチン-⼀部の癌に使⽤されます
•ジゴキシン-⼼臓の問題に使⽤されます。あなたの医者は

あなたの薬の投与量を変える必要があるかもしれませ
ん。

•⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAIDS）-アスピ
リン、イブプロフェン、ケトプロフェン、
インドメタシンなどの痛みや炎症に使⽤さ
れます

•カルバマゼピン-てんかんに使⽤されます
•アミノグルテチミド-乳がんに使⽤されます
•シクロスポリン-移植後の臓器の拒絶反応を⽌

めるために使⽤されます
•メトトレキサート-⽪膚の癌、関節または腸の

病気に使⽤されます
•カルベノキソロン-⾷道（⾷道）の潰瘍に使⽤

されます
•レボキセチン-うつ病に使⽤されます
•アンホテリシン-⻑期間使⽤された場合、真菌感

染症に使⽤されます
•コルチコステロイド-プレドニゾロンなどの炎症に使

⽤されます

フルミル錠にはサンセットイエローと乳糖が含まれて
います
この薬には以下が含まれます：

•「サンセットイエロー」（E110）と呼ばれる⾊。これはアレルギー反応

を引き起こす可能性があります。

•乳糖。⼀部の糖分に耐えられないと医師
から⾔われた場合は、この薬を服⽤す
る前に医師に相談してください

4.起こりうる副作⽤

すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性があ

りますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場
合は、すぐに医師に相談してください‒緊急
の治療が必要な場合があります頻度は不明
です（（⼊⼿可能なデータから推定するこ
とはできません）
•アレルギー反応がある場合。兆候には、腎

臓の炎症（腎炎）、⾜⾸の腫れや⾼⾎
圧、⽪膚の発疹、⽪膚の⾊の変化、⽪膚
の重度の⽔疱、通常よりも太陽に敏感、
⾼温（発熱）、かゆみなどがあります。

•重度のアレルギー反応。兆候には、呼吸困難、
冷たいベトベトした肌、薄い肌の⾊、⼼拍数の
増加などのショックが含まれる場合があります

•激しい胃や背中の痛み。これらは「膵炎」の兆候であ
る可能性があります

3.フルミル錠の服⽤⽅法

常に医師の指⽰どおりに服⽤してください。
よくわからない場合は、医師または薬剤師に
確認してください。

次の副作⽤のいずれかが深刻になるか、数⽇以
上続く場合、またはこのリーフレットに記載さ
れていない副作⽤に気付いた場合は、医師また
は薬剤師に伝えてください頻度は不明です（（
⼊⼿可能なデータから推定することはできませ
ん）
•気分が悪い（吐き気）、または気分が

悪い、下痢、気分が悪い（嘔吐）、
便秘の⼀般的な感覚

•膀胱と前⽴腺に問題がある⼈
⽔を通すときに痛みに気付くことがあ
ります。これは通過する⽔の量の増加
によるものです

この薬を服⽤する
•この薬を⼝から服⽤してください
•⽔を飲んで錠剤全体を飲み込みます

•薬の効果が弱すぎたり強すぎたりする
場合は、⾃分で服⽤を変更せずに医師
に相談してください。

どのくらいのFrumilタブレットを服⽤するか
通常の服⽤量は、朝⼀番に1〜2錠です。医
師が服⽤する錠剤の数を教えてくれます。
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•糖尿病を患っている場合は、⾎中のブドウ糖のレベルを
制御することができなくなる可能性があります

•通常よりも多くの⽔（尿）を通過させま
す。これは通常、この薬を服⽤してから
1〜2時間後に起こります。

•症状は患者によってかなり異なりますが、
最も⼀般的なものは次のとおりです。関
節の痛みと痛み、関節の腫れ、頭痛、⽇
光に対する感受性の増加、⽪膚の発疹、
腎臓の問題、倦怠感と脱⼒感、⼝の潰
瘍、脱⽑、不安とうつ病、発熱と夜発
汗、腹痛、胸痛、息切れ、貧⾎（全⾝性
エリテマトーデス）

•苔癬様反応は、⽪膚、⽣殖器、または⼝の
⼩さなかゆみを伴う⾚紫⾊の多⾓形の病
変として特徴づけられます。

Frumilタブレットの外観とパッ
クの内容
Frumilタブレットは、オレンジ⾊の均⼀にまだらにされた円
形のタブレットで、⽚側に斜⾓があり、「FRUMIL」がエンボ
ス加⼯されており、反対側にブレークラインがあります。

お使いの錠剤は、4、7、28、56、および1400錠のブリス
ターパック、または50、100、または500錠を含むボトルで
⼊⼿できます。
すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

販売承認取得者および製造元

マーケティング認可保有者サノ
フィ、
410テムズバレーパークドライブ、レディ
ング、バークシャー、RG6 1PT、英国。
Tel：0800 035 2525
Eメール：uk-medicalinformation@sanofi.com

⾎液検査
フルミル錠は、⾎液検査で⽰されるコレステロールや
トリグリセリドとして知られる肝酵素や体脂肪のレベ
ルを変える可能性があります。 メーカー

サノフィSrl
Strada Statale 17、Km 22、
67019 Scoppito（L'Aquila）、イ
タリア

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談して
ください。これには、このリーフレットに記載されてい
ない可能性のある副作⽤が含まれます。
www.mhra.gov.uk/yellowcardでイエローカードスキー
ムを介して直接副作⽤を報告するか、GooglePlayまた
はAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索するこ
ともできます。
副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に
関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちま
す。

このリーフレットには、あなたの薬に関するすべての情
報が含まれているわけではありません。ご不明な点があ
る場合や不明な点がある場合は、医師または薬剤師にご
相談ください。

このリーフレットは2020年10⽉に最後に改訂されました

©サノフィ、1983-2020

5.フルミル錠の保管⽅法

•この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管して
ください。

•EXP後のカートンおよびブリスターパックに記
載されている有効期限後は、フルミル錠を服
⽤しないでください。有効期限はその⽉の最
終⽇を指します

•25°C未満で保管してください。光と湿気から保護するため
に、ブリスターストリップを外側のカートンに⼊れてお
きます。

医薬品は、廃⽔や家庭ごみとして処分
しないでください。不要になった薬の
処分⽅法を薬剤師に尋ねてください。
これらの対策は、環境保護に役⽴ちま
す。

6.パックの内容およびその他
情報

Frumilタブレットに含まれるもの
この薬の有効成分の1つはフロセミド
40mgです。これはフロセミド40mgの
新しい名前です。材料⾃体は変わってい
ません
•活性物質はフロセミドとアミロライド塩酸塩

です。各錠剤には、40mgのフロセミドと
5mgの塩酸アミロライド（無⽔物として）が
含まれています

•その他の成分は、ラクトース、トウモロコシデンプ  ン、微結晶
性セルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、タルク、
サンセットイエロー染料（E110）、コロイド状無⽔シリカ、
ステアリン酸マグネシウムです。
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