
横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」レスピマット 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

カートリッジ

の装着 
最後まで押し込む 説明した 省略した 

空打ち ミストが見えた後 3回空打ち 説明した 省略した 

吸入補助具 吸気チェッカー、回転補助具（回転君）、回転報告啓発シール 説明した 省略した 

①充填 
キャップを閉じたまま、時計回りにカチッと音がするまで 

180度回転し、キャップをあける 
優良 可 不可 

②息を吐く 吸入口に息を吹きかけない、十分に息を吐きだす 優良 可 不可 

③吸入 

マウスピースをしっかりくわえ、正面を向いたまま 

息を吸いながら噴霧ボタンを押し、吸入 
優良 可 不可 

十分な吸入力がある（ゆっくり吸入） 優良 可 不可 

④息止め 吸入後は 5秒程度（無理をしない程度に）息を止める 優良 可 不可 

⑤1回２吸入 キャップを閉じて、①〜④を再度行う 優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ） 

 



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」エリプタ 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

吸入補助具 吸気チェッカー、啓発シール 説明した 省略した 

①残カウンター

を確認 
残量カウンターが「０」の場合は新しいものと交換する 優良 可 不可 

②充填 

・片手で本体を持ち、もう片方の手でカバーのグリップをつかむ 

・カチッと音がするところまでカバーを開け、 

数字が１つ減ったことを確認する 

優良 可 不可 

③息を吐く 吸入口に息を吹きかけない、十分に息を吐きだす 優良 可 不可 

④吸入 
吸入器を平行に持ち、マウスピースを軽くくわえ、強く深く吸入 優良 可 不可 

十分な吸入力がある（強く深く吸入） 優良 可 不可 

⑤息止め 

・吸入後は 5秒程度（無理をしない程度に）息を止める 

・１回の吸入でうまく吸入できていない場合は、 

カバーを動かさず、③～⑤を繰り返す 

優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ） 

  



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」タービュヘイラー 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

SMART療法 □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 
 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

初期動作 
シムビコート、オーキシス：３回転半 

パルミコート：３回   ブデホル：４回 
説明した 省略した 

吸入補助具 吸気チェッカー、回転補助具、開始日・回転方向啓発シール 説明した 省略した 

①残カウンター

を確認 

・反時計回りに回し、キャップを外す 

・残量カウンターに 0 が表示された場合は新しいものと交換 
優良 可 不可 

②充填 

吸入器を立てたまま、 

回転グリップを反時計回りに止まるところまで「クルッ」と回

す 

時計回りに「カチッ」と音が鳴るまで回す 

優良 可 不可 

③息を吐く 吸入口に息を吹きかけない、十分に息を吐きだす 優良 可 不可 

④吸入 

・マウスピースを軽くくわえて、吸入 

・グリップを握り空気の取り入れ口を塞がないように注意する 
優良 可 不可 

十分な吸入力がある（強く深く吸入） 優良 可 不可 

⑤息止め 

・吸入後は 5秒程度（無理をしない程度に）息を止める 

・１回の吸入でうまく吸入できていない場合は、 

グリップを動かさず、③～⑤を繰り返す 

優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ） 



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」ディスカス 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 
吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

不用意にカバーを開けてはいけないことを説明 説明した 省略した 

吸入補助具 吸気チェッカー、拡大レンズ 説明した 省略した 

①残カウンター

を確認 
残量カウンターに 0が表示された場合は新しいものと交換 優良 可 不可 

②充填 

・片手でカバーを持ち、もう片方の手の親指をグリップにあて、

カチッと音がするところまでグリップを回す 

・マウスピースを自分のほうに向けて持ち、レバーをグリップ

のところまで押し付ける（カチリと音がする） 

優良 可 不可 

③息を吐く 吸入口に息を吹きかけない、十分に息を吐きだす 優良 可 不可 

④吸入 
吸入器を水平に持ち、マウスピースをくわえ、吸入 優良 可 不可 

十分な吸入力がある（強く深く吸入） 優良 可 不可 

⑤息止め 

・吸入後は 5秒程度（無理をしない程度に）息を止める 

・１回の吸入でうまく吸入できていない場合は、 

レバーを動かさず、③～⑤を繰り返す 

優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ）  



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」ブリーズヘラー 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 
吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

視覚、聴覚、味覚などでも実感できること 説明した 省略した 

吸入補助具 プロペラ 説明した 省略した 

①充填 

・キャップを取り外し、マウスピース（吸入口）を開ける 

・アルミのシートからカプセルを取り出す 
優良 可 不可 

・カプセルを充填しマウスピースを「カチッ」と音がするまで閉じる 

・吸入器の両側のボタンを「カチッ」と音がするまで同時に１回押す 
優良 可 不可 

②息を吐く 吸入口に息を吹きかけない、十分に息を吐きだす 優良 可 不可 

③吸入 

・マウスピースをくわえ正面を向いたまま、吸入 

・カラカラとカプセルが回転する音がする 
優良 可 不可 

十分な吸入力がある（強く深く吸入） 優良 可 不可 

④息止め 
・吸入後は 5秒程度（無理をしない程度に）息を止める 

・１回の吸入でうまく吸入できていない場合は、②～④を繰り返す 
優良 可 不可 

⑤カプセル 

廃棄 
マウスピースを開け、手で触れないようにカプセルを廃棄する 優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ） 



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」ハンディヘラー 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 
吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

視覚、聴覚、味覚などでも実感できること 説明した 省略した 

①充填 

・ハンディヘラーのキャップと中の白いマウスピースを開ける 

・アルミのシートからカプセルを取り出すことができる 
優良 可 不可 

・カプセルを充填し、白いマウスピースをしっかり閉める 

・吸入器のボタンを 1回押す 

（ボタンを押した指が側面に触れるくらい） 

優良 可 不可 

②息を吐く 吸入口に息を吹きかけない、十分に息を吐きだす 優良 可 不可 

③吸入 

・マウスピースをくわえ正面を向いたまま、吸入 

・カラカラとカプセルが回転する音がする 
優良 可 不可 

十分な吸入力がある（強く深く吸入） 優良 可 不可 

④ 息止め 

・吸入後は 5秒程度（無理をしない程度に）息を止める 

・１回の吸入でうまく吸入できていない場合は、 

②～④を繰り返す 

優良 可 不可 

⑤カプセル 

廃棄 
マウスピースを開け、手で触れないようにカプセルを廃棄する 優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ）  



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」エアゾールクローズドマウス 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

空打ち 

よく振り顔に向けず、空打ちする 

フルタイド、サルタノール：必要なし 

キュバール、メプチン、ベロテック、アトロベント：２回 

オルベスコ：３回    アドエア、フルティフォーム：４回 

説明した 省略した 

吸入補助具 吸入補助具、拡大レンズ、残量計、マウスピース 説明した 省略した 

①残カウンター

を確認 
残量カウンターに 0が表示された場合は新しいものと交換する 優良 可 不可 

②振とう 
・キャップを外し、ボンベの中の薬が均一になるように振る 

・1週間以上使用しなかった場合は 2回空打ちする 
優良 可 不可 

③息を吐く 無理をしない程度に息を吐き、舌を下げてのどを広げる 優良 可 不可 

④吸入 

ボンベが上になるように持ち、吸入口を軽くくわえ、 

息をゆっくり吸い込みながらボンベの底を強く 1回押す 
優良 可 不可 

噴霧と同調できている 優良 可 不可 

⑤ 息止め 
・吸入後は数秒間（無理をしない程度に）息を止める 

・医師の指示によりもう一回吸入する場合、③～⑤を繰り返す 
優良 可 不可 

⑥ うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ）  



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」エアゾールオープンマウス 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認項目 説明、評価項目 

薬の説明 吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

空打ち 

よく振り顔に向けず、空打ちする 

フルタイド、サルタノール：必要なし 

キュバール、メプチン、ベロテック、アトロベント：２回 

オルベスコ：３回    アドエア、フルティフォーム：４回 

説明した 省略した 

吸入補助具 吸入補助具、拡大レンズ、残量計、マウスピース 説明した 省略した 

①残カウンター

を確認 
残量カウンターに 0が表示された場合は新しいものと交換する 優良 可 不可 

②振とう 
・キャップを外し、ボンベの中の薬が均一になるように振る 

・1週間以上使用しなかった場合は 2回空打ちする 
優良 可 不可 

③息を吐く 無理をしない程度に息を吐き、舌を下げてのどを広げる 優良 可 不可 

④吸入 

ボンベが上になるように持ち、吸入器を口から４㎝離して、 

息をゆっくり吸い込みながらボンベの底を強く 1回押す 
優良 可 不可 

噴霧と同調できている 優良 可 不可 

⑤ 息止め 
・吸入後は数秒間（無理をしない程度に）息を止める 

・医師の指示によりもう一回吸入する場合、③～⑤を繰り返す 
優良 可 不可 

⑥ うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ）  



横須賀共済病院 御中 （FAX 046-822-9139） 作成日    /  /   

頂いた報告書は原則「保険薬剤師 → 病院薬剤師 → 処方医」として運用いたします。 

必ず実薬,模擬デバイスを用いて評価し,御記入ください、不足している手技は重点的に指導をお願いします。 

初版 2020年 改定 2022年９月 

服薬情報提供書「吸入指導」エアロスフィア 

診療科 科 担当医 医師 処方日 月  日( ) 

横須賀共済病院 薬剤科 宛 
いつもお世話になっております、このたび下記患者様の服薬状況に関する情報提供をさせて頂きます。 

患者 ID  《担当薬剤師からの提案事項》 

 
 
 

患者氏名  

 

指導デバイス  

指導に用いたもの □実薬 □模擬デバイス □口頭 

コンプライアンス □良い（残薬なし） □悪い（残薬        程度あり） 

リリーバーの使用方法について □理解されている □なし 

副作用の有無 □無し □あり（                   ） 

 

吸入手技評価 確認内容 説明、評価項目 

薬の説明 吸入の効果、必要性、用法用量 説明した 省略した 

空打ち 
よく振り、空打ちをする 

28吸入製剤：4回   120吸入製剤：2回 
説明した 省略した 

吸入補助具 フルプッシュ 説明した 省略した 

①残カウンター

を確認 
残量カウンターに 0が表示された場合は新しいものと交換する 優良 可 不可 

②振とう 
・キャップを外し、ボンベの中の薬が均一になるように振る 

・1週間以上しなかった場合は 2回空打ちする 
優良 可 不可 

③息を吐く 無理をしない程度に息を吐き、舌を下げてのどを広げる 優良 可 不可 

④吸入 

吸入口を軽く加え、息をゆっくり吸い込みながらボンベの底を

強く 1回押す 
優良 可 不可 

噴霧と同調できている 優良 可 不可 

⑤息止め 
・吸入後は数秒間（無理をしない程度に）息を止める 

・医師の指示によりもう一回吸入する場合、③～⑤を繰り返す 
優良 可 不可 

⑥うがい グチュグチュ、ガラガラのうがい 優良 可 不可 

⑦洗浄 
・週に１度ぬるま湯でアクチュエーター洗い流す 

・洗浄してセットした後は空打ちを２回繰り返す 
優良 可 不可 

 

指導日    年  月  日            薬局（TEL:           ）

薬剤師（       ） 


