
フルセン錠
（フロセミドとトリアムテレン）
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. Fruseneとは何か、そしてそれが何のために使われるか
2.Fruseneを服⽤する前に知っておくべきこと
3.フルセンの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.フルセンの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. Fruseneとは何か、そしてそれが何のために使われるか

フルセンの有効成分は、利尿剤として知られている薬のグループに属していま
す。彼らはあなたの腎臓に働き、体から余分な⽔分を取り除きます。⾜⾸の腫
れや息切れなどの問題で医師の診察を受けた可能性があります。これらの症状
やその他の症状は、体内に過剰な⽔分があるためによく発⽣します。

•あなたはこの余分な⽔分を取り除くのを助けるためにこれらの錠剤を処⽅されました、そしてあなたはあなたが
あなたの錠剤を服⽤した直後にあなたがより多くの尿を通過することに気付くでしょう。

2.Fruseneを服⽤する前に知っておくべきこと

次の場合はFruseneを服⽤しないでください。

•• あなたはフロセミド、トリアムテレンまたはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギー（過
敏）です（セクション6に記載されています）

•• あなたは抗⽣物質の⼀種であるスルホンアミドにアレルギーがあります
•• あなたは腎臓または深刻な肝臓の問題を抱えています
•• あなたはあなたの⾎中に⾼レベルのカリウムまたは低ナトリウムがあると⾔われ

ました。

警告と注意事項
次の場合は、フルセンを服⽤する前に医師または薬剤師に相談してください。
•• あなたは葉酸⽋乏症を持っています
•• 前⽴腺が肥⼤している（前⽴腺肥⼤症）
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•• 認知症がある、または認知症だと思う
•• イブプロフェンやジクロフェナクなど、あらゆる種類のNSAID（⾮ステロイド性

抗炎症薬）を服⽤しています
•• 医師による綿密な監視が必要な場合があるため、腎臓または肝臓の問題（⾼齢の患者を

含む）が発⽣した、または発⽣したことがあります。
•• あなたは糖尿病です
•• ⼼臓発作を起こした、および/または肺に⽔分がある（肺⽔腫）

•• あなたはあなたの⼼臓や⾎圧のために他の薬を服⽤しています。あなたがフルセン
を服⽤し始めたら、あなたの医者はこれらの⽤量の量を変えることを決めるかもし
れません

•• 尿を流すのが難しい
•• あなたはあなたの医者からあなたがいくつかの砂糖に不寛容であると⾔われまし

た。
•• あなたが⾼齢者である場合、⾎圧の低下を引き起こす可能性のある他の薬を服

⽤している場合、および⾎圧の低下のリスクがある他の病状がある場合。

⼦供
この薬を⼦供に与えないでください

⾎液検査
あなたの医者はあなたの⾎液検査を定期的にチェックする必要があります。

他の薬とフルーセン
他の薬を服⽤している、最近服⽤した、または服⽤す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。
特に、次のいずれかを服⽤している場合は医師に相談してください。
•• アミロライド、スピロノラクトンなどの他の利尿剤
•• ベータ遮断薬、ジゴキシン、ソタロール、ACE阻害薬、アンジオテンシン受

容体拮抗薬、カルシウムチャネル遮断薬、利尿薬など、⾼⾎圧や⼼臓病の治
療に使⽤される薬。ご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相
談ください。

•• 低⾎圧の治療に使⽤される薬
•• カリウムサプリメントまたは体のカリウムまたはナトリウムレベルを変える

薬
•• 筋弛緩薬
•• 抗⽣物質（トリメトプリム）と抗ウイルス薬アマンタジン
•• シクロスポリンなどの免疫抑制剤
•• 糖尿病の治療に使⽤される薬
•• リスペリドンなどの認知症の治療に使⽤される薬
•• リチウム塩
•• 脂質低下薬（コレスチラミン、コレスチラミン、クロフィブラート）
•• フェノバルビタール、フェニトイン、カルバマゼピンなどの抗てんかん薬
•• コルチコステロイドやイブプロフェンなどのNSAIDを含む抗炎症薬



•• アミノグリコシド系抗⽣物質、セファロスポリン系抗⽣物質、アムホテリシンB、
NSAIDなどの腎臓機能を変化させる薬

•• アミノグリコシド系抗⽣物質、シスプラチンなど、聴⼒を変える薬
•• 経⼝避妊薬やいくつかの抗がん剤など、ホルモンを変化させる薬。

•• 喘息の治療に使⽤される薬（テオフィリン）。

患者は、タバコを吸うとフルセンの効果が低下する可能性があることに注意する必要があります。

⾷べ物や飲み物とフルーセン
空腹時にコップ1杯の⽔でフルセン錠を服⽤してください。セクション3を参照してください。

⽢草に含まれる⼤量のグリチルリチンは、フルセンの働きに影響を与える可能性があ
ります。よくわからない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

妊娠と授乳
妊娠中または授乳中にフルセンを服⽤することはお勧めしません。医師は、利益
がリスクを上回るかどうかを判断します。

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。

妊娠中または授乳中の⽅、妊娠中または出産予定の⽅は、この薬を服⽤する前に
医師または薬剤師に相談してください。

機械の運転と使⽤
治療の開始時に、⼀部の患者はめまいやめまいを経験する可能性があります。これが発⽣した場合
は、機械を運転したり使⽤したりしないでください。

フルセンには乳糖が含まれています
⼀部の糖分に不耐性があると医師から⾔われた場合は、この薬を服⽤する前
に医師に連絡してください。

3.フルセンの服⽤⽅法
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。

⼤⼈および⾼齢者の場合：
•通常の服⽤量は朝の1/2から2錠ですが、あなたの医者はこれより多く服⽤するようにあなた

に⾔ったかもしれません。
•1⽇6錠を超えて服⽤しないでください。
•タブレットにはスコアラインがあり、必要に応じて半分にカットするのに役⽴ち

ます。
•空腹時にコップ1杯の⽔でフルセン錠を服⽤します。
•Fruseneを服⽤した直後に、⽔を流したいという衝動に駆られます。このた

め、タブレットを最初に服⽤することをお勧めします



朝、あなたが⼀⽇の早い時間に余分な⽔を渡すように、あなたは邪魔されずにあなた
の通常のルーチンを⾃由に始めることができます。仕事が夜の場合は、⼣⽅にタブ
レットを服⽤することをお勧めします。

⼦供
フルセンは⼦供への使⽤はお勧めしません。

肝臓または腎臓に問題のある患者
あなたの医者はより低い線量であなたの治療を始めて、投薬量を増やす前にあなたを⾮常に注意
深く監視するかもしれません。

あなたがあなたがすべきより多くのFruseneを取るならば
誤ってフルセンを飲みすぎると、⽔分を取りすぎて脱⽔状態になる可能性があります。これ
は、めまいを感じたり、筋⾁のけいれんを起こしたりすることで気付く場合があります。この
ような場合は、⽔をたくさん飲み、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

Fruseneを取るのを忘れた場合
通常の服⽤を忘れた場合は、覚えたらすぐに服⽤してから、前と同じように服⽤
してください。忘れた分を補うために2回分を服⽤しないでください。

Fruseneの服⽤をやめたら
最初に医師に⾔わずにこの薬の服⽤をやめないでください。この製品の使⽤につ
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。

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。

深刻な副作⽤
次のような副作⽤が発⽣した場合は、医師に連絡するか、最寄りの病院の救急科
に⾏ってください。すぐに：

•• ⼝、⽬、性器の⽔ぶくれの有無にかかわらず、⽪膚の⽔ぶくれ。
•• ⾚み、隆起、ゴツゴツ、かゆみ、むらのある発疹などの⽪膚の発疹
•• 呼吸困難

その他の副作⽤
以下のリストにある副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、医師に連絡してください

ごく普通（（100⼈に1⼈以上の患者に⾒られる）
•• ⼝渇と喉の渇き（脱⽔症状）
•• 倦怠感や錯乱、筋⾁のけいれん、発作、昏睡を引き起こす可能性のあるミネラル

（ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム）の⾎中濃度の変化

•• ⾎圧の低下



•• 気分が悪い、または気分が悪い
•• 下痢
•• 尿の⾊がわずかに⻘く⾒えることがあります。これは⼼配する必要はありませ

ん。

珍しい（（100⼈に1⼈から1000⼈に1⼈の患者に⾒られる）
•• ⾎中および痛⾵中の⾼レベルの尿酸は、関節の腫れや痛みを引き起こす可能性が

あります
•• ⾎中コレステロールとトリグリセリドレベルの変化
•• ⾎液量が少ないため、頭が軽く感じることがあります
•• 制御不能、排尿不能、頻度の変化などの膀胱の問題

•• 排便の変化
•• 腎臓機能の変化と⾎中のクレアチニンの⾼レベル
•• 筋⾁のけいれん
•• めまい
•• ピンと針
•• 落ち着きのなさ、倦怠感または頭痛
•• あなたの視⼒の問題
•• 不整脈
•• 低⾎圧
•• ⾎糖値の変化
•• 予期しないあざ
•• 難聴（時には不可逆的）

レア（（1000⼈に1⼈未満の患者に⾒られる）
•• 衰弱、⽪膚の⻘⽩さ、息切れ、あざを引き起こしたり、感染症を起こしやすく

する可能性のある免疫系と⾚⾎球の問題
•• 難聴または⽿鳴り
•• 肝臓と腎臓の問題と膵炎
•• 腎臓結⽯
•• ⽇光に対する感度の向上
•• ⾼温
•• 弱点

頻度は不明
•• ⽩⾎球の減少
•• 尿中の⾼レベルのカルシウム
•• 内⽿や神経の問題による難聴
•• 急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）（急性発熱性薬疹）

•• めまい、失神、意識喪失（症候性低⾎圧による）

新⽣児（特に未熟児）への影響
•• 出⽣後、開存性動脈管の閉鎖が妨げられる可能性があります



•• 腎臓機能と尿中の⾎液の減少（腎⽯灰化症）

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。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。イエローカードスキームを介して直接副作
⽤を報告することもできます：www.mhra.gov.uk/yellowcard または、GooglePlayまたは
AppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索してください。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。

5.フルセンの保管⽅法
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。
•ブリスターストリップと容器に記載されている有効期限後は、この薬を使⽤しない

でください。有効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。
•タブレットは元の容器に保管してください。
•25°C以上で保管しないでください。

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を
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の情報

Fruseneに含まれるもの
•活性物質はフロセミド（40mg）とトリアムテレン（50mg）です。
•他の成分は、ラクトース、トウモロコシデンプ  ン、アルファ化デンプン、ゼラチン、ポリソルベート

80、デンプングリコール酸ナトリウム、およびステアリン酸マグネシウムです。

Fruseneの外観とパックの内容
フルセン錠は丸い淡⻩⾊の錠剤で、14錠のブリスターストリップで⼊⼿できます。
あなたの医者はあなたのために処⽅する錠剤の数を決定します。
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