
① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

⑤ 後片付け

⑥ うがい

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

スピリーバ【レスピマット】
《各部位の名称・残薬の確認方法》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

初回はカートリッジ挿入後、吸入せずに４回噴霧してください。
１週間以上使用しなかった場合も同様に、吸入せずに４回噴霧してください。

※１回２吸入なのでもう一度①からの操作を繰り返して下さい

《吸入手順》

透明ケースを１８０度回転させます。
ボタンを押さないよう横からキャップを空けます。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

吸入口

キャップ

ボタン

透明ケース

カウンター

透明ケースを回転させる度にカウンター

が進んで行きます。

横の目盛りで正確な残薬数は分かりませ

んが、透明ケースが回転しなくなるまでは

使用する事が出来ます。
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに４回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

アドエア【エアゾール】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

カウンター

ボンベ

キャップ

吸入口
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに３回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

オルベスコ【インヘラー】
《各部位の名称・残薬の確認方法》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

キャップ

吸入口

吸入補助器具を使用する事で

少ない力でも操作が出来ます。
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに２回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

キュバール【エアゾール】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

キャップ

吸入口
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに２回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

サルタノール【インヘラー】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

キャップ

吸入口
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに２回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

テルシガン【エロゾル】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

キャップ

吸入口
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに４回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

フルタイド【エアゾール】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

キャップ

吸入口
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

フルティフォームエアゾール
《各部位の名称・残薬の確認方法》

《吸入手順》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに４回噴霧してください。

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

ボンベ

カウンター

キャップ

吸入口

カウンターの色が緑⇒黄で残り４０噴霧、

黄⇒赤で残り２０噴霧程になります。

吸入補助器具（フルプッシュ）

を使用する事で少ない力でも

操作が出来ます

フルプッシュ装着時
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに２回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

ベロテック【エロゾル】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

キャップ

吸入口
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① 薬の準備

② 息吐き

③ 吸入

④ 息止め

※１度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け

⑥ うがい

吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。

キャップを閉めます。

吸入後はガラガラとブクブクを各３回ずつします。

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに２回噴霧してください。

《吸入手順》

吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

吸入口を歯でくわえます。
ボンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

メプチン【エアー】・メプチンキッド【エアー】
《各部位の名称》

《開封時及び３日以上使用しなかった場合の準備操作》

ボンベ

カウンター

キャップ

吸入口
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