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〔問い合わせ先〕
メディカルインフォメーションセンター
電話：0120-118808

ご不明な点や気になることは、
アリケア サポートにお電話ください

アリケイスに関する情報やラミラ吸入器の
使い方に関しては、以下のホームページでも

ご確認いただけます

0120-384-600
［朝8時～夜10時  365日］ https://aricare.net

アリケア サポートの会員登録の方法

どちらかの方法でお申し込みください

インターネットで登録する 申込書を送る

アリケア サポートへの会員登録の方法は、インターネットで登録いただくか、申込書を封書でコール
センターにお送りいただく場合の２種類があります。
インターネットでの登録にあたっては、メールアドレスが必要になりますので、お持ちでない方は、
Gmailなどのアドレスを取得ください。

以下の二次元コードからアクセスして
ください。

医療機関で配布される申込書に必要事項を
ご記入いただき、同封の封筒にて、コールセン
ターにお送りください。

会員登録は任意です。また、治療開始後いつでもはじめることができます。



アリケア サポート プログラムは、
アリケイス吸入療法に安心して取り組んでいただくことを目的とした　サポートプログラムです。
各種資材や専用のコールセンター、ホームページなどのサービスを　通じて、導入から治療終了までをサポートします。

治療の流れ

会員登録いただくと提供可能なサービスの範囲が広がります 主なサービス内容

導入 治療開始 治療継続

●医師からアリケイスの治療について説明を
受けます。
●ウェルカムパック（右下ご参照）を受け取り、
洗浄と消毒に必要な物品を準備します。

●吸入器の使い 方を習得します。
●毎日、自宅で 吸入を行い、決められた手順で器具
の洗浄と消毒 を行います。

●体調に注意しながら、毎日、自宅で吸入を行い、器具
の洗浄と消毒を行います。
●1ヵ月ごとにハンドセットを交換します。

●洗浄と消毒に必要な物品の入手方法のご案内
●医療費助成申請のサポート
●アリケアサポート会員登録、アプリへの登録のサポート
（登録は任意です）

専用コール
センター

ホームページ

アプリ

●ラミラ®によるアリケイス吸入療法について、はじめての方、継続中の方に分けて、わかりやすい動画　で説明しています

●365日（朝8時～夜10　時）ラミラの使い方やアリケア サポートに関する患者さんからの問い合わせを受け付けます注）

●服薬時間の確認　メッセージ、洗浄・消毒の確認メッセージ、
交換部品の確認　メッセージが届きます

●ビデオ通話で、ラミラの操作方法について
レクチャーを受けることができます

●コー　ルセンターからのウェルカムコール、フォローアップコール
治療　を開始した次の日を始まりに、最初の1ヵ月は週1回、その後は毎月1回ずつ1年間継続されます

会員登録
の方のみ

アプリ登録
の方のみ

アリケア サポートアプリに登録　いただいた
患者さんに提供可能なサービス

●各種お知らせ・確認メッセージ　●ビデオ通話

会員登録　いただいた
患者さんに提供可能なサービス
●ウェルカムコール　●フォローアップコール

すべての患者さんに
提供可能なサービス

●ウェルカムパック
●各種患者さん向け資材の提供
●アリケア サポート（専用コールセンター）
●アリケア.net

ウェルカムパック
ウェルカムパックのリュックには各種資材が入っています。外ポケットには保冷機
能が付いているので、アリケイスを医療機関から持ち帰る際に活用いただけます。

アリケア サポート（専用コールセンター）

ホームページ（アリケア.net）
ラミラの使い方動画

アリケア サポートアプリ
服薬管理、ビデオ通話
（アプリ登録の方のみのサービス）

https://www.medical-care.net/login

保冷剤3個

各種資材

保冷機能付き 準備マット

0120-384-600
［朝8時～夜10時　365日］

注）治療に関する個別の相談には回答できないことになっております

アリケイス専用
バイアルオープナー
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