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エタネルセプト注射
（et a ner'set）と発⾳されます

重要な警告：

エタネルセプト注射を使⽤すると、感染と戦う能⼒が低下し、全⾝に広がる重度のウイルス感染、細菌感染、真菌感染などの重篤な感染症にかか

るリスクが⾼まる可能性があります。これらの感染症は病院で治療する必要があり、死に⾄る可能性があります。何らかの種類の感染症にかかる

ことが多い場合、または現在何らかの種類の感染症にかかっている可能性があると思われる場合は、医師に相談してください。これには、軽度の

感染症（⼝唇ヘルペスなど）、出⼊りする感染症（⼝唇ヘルペスなど）、および消えない慢性感染症が含まれます。また、糖尿病、ヒト免疫不全

ウイルス（HIV）、後天性免疫不全症候群（AIDS）、または免疫系に影響を与えるその他の状態があるかどうかを医師に伝えてください。また、オ

ハイオ州やミシシッピ川の渓⾕など、重度の真菌感染症がより⼀般的な地域に住んでいる、または住んだことがあるかどうかを医師に伝える必要

があります。これらの感染症があなたの地域で⼀般的であるかどうかわからない場合は、医師に相談してください。また、次のような免疫系の活

動を低下させる薬を服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。アバタセプト（オレンシア）。アナキンラ（キネレット）; アザチオプリン

（イムラン）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロール）、プレドニゾロン（プレドニゾロン）およびプレドニゾンを含むステロイド; 

またはメトトレキサート（Rheumatrex）。アナキンラ（キネレット）; アザチオプリン（イムラン）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メ

ドロール）、プレドニゾロン（プレドニゾロン）およびプレドニゾンを含むステロイド; またはメトトレキサート（Rheumatrex）。アナキンラ

（キネレット）; アザチオプリン（イムラン）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロール）、プレドニゾロン（プレドニゾロン）およ

びプレドニゾンを含むステロイド; またはメトトレキサート（Rheumatrex）。

医師は、治療中および治療直後  に感染の兆候がないか監視します。治療を開始する前に次の症状のいず
れかが発⽣した場合、または治療中または治療直後に次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師
に連絡してください。発汗; 呼吸困難; 喉の痛み; 咳; ⾎の粘液を咳きます。熱; 減量; 極度の倦怠感; 下痢; 胃
痛; インフルエンザのような症状; 暖かい、⾚い、または痛みを伴う⽪膚; または他の感染の兆候。

結核（TB、肺感染症の⼀種）またはB型肝炎（肝疾患の⼀種）に感染している可能性がありますが、この
病気の症状はありません。この場合、エタネルセプト注射は、感染がより深刻になり、症状が現れるリ
スクを⾼める可能性があります。医師は、結核に感染していないかどうかを確認するために⽪膚検査を
⾏い、B型肝炎に感染していないかどうかを確認するために⾎液検査を命じることがあります。必要に応
じて、エタネルセプト注射の使⽤を開始する前に、医師がこの感染症を治療するための薬を提供しま
す。結核にかかったことがあるか、結核にかかったことがあるか、結核が⼀般的な国に住んでいたか、
結核を患っている⼈の周りにいたかどうかを医師に伝えてください。結核の次の症状のいずれかがある
場合、または治療中にこれらの症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。
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筋緊張、または発熱。また、B型肝炎のこれらの症状のいずれかがある場合、または治療中または治療
後にこれらの症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください：過度の疲労、⽪膚
または⽬の⻩変、⾷欲不振、吐き気または嘔吐、筋⾁痛、暗⾊尿、粘⼟⾊の腸の動き、発熱、寒気、
胃の痛み、または発疹。

エタネルセプト注射や同様の薬を服⽤した⼀部の⼦供やティーンエイジャーは、リンパ腫（感染と戦う細
胞で発⽣する癌）を含む重度または⽣命を脅かす癌を発症しました。お⼦さんが治療中にこれらの症状の
いずれかを発症した場合は、すぐに医師に連絡してください。原因不明の体重減少。⾸、脇の下、または
⿏径部の腫れた腺; またはあざができやすい、または出⾎しやすい。あなたの⼦供にエタネルセプト注射
を与えることのリスクについてあなたの⼦供の医者に相談してください。

エタネルセプト注射による治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師から
製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師ま
たは薬剤師に尋ねてください。⾷品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます

（（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを⼊⼿してください。

エタネルセプト注射を使⽤するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

エタネルセプトは、次のような特定の⾃⼰免疫疾患（免疫系が体の健康な部分を攻撃し、痛み、腫れ、損
傷を引き起こす状態）の症状を緩和するために、単独でまたは他の薬と⼀緒に使⽤されます。

成⼈の関節リウマチ（体が⾃⾝の関節を攻撃し、痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす状態）、

成⼈の乾癬性関節炎（関節の痛みや腫れ、⽪膚のうろこを引き起こす状態）、

若年性特発性関節炎（JIA;⾝体が⾃⾝の関節を攻撃し、痛み、腫れ、機能喪失、成⻑と発達の遅延を引き
起こす⼦供に影響を与える状態）2歳以上の⼦供、

強直性脊椎炎（⾝体が脊椎の関節やその他の領域を攻撃し、痛みや関節の損傷を引き起こす状態）、

慢性尋常性乾癬（体の⼀部の領域に⾚い鱗状の斑点が形成される⽪膚疾患）。乾癬が重症で局所薬だけで
は治療できない4歳以上の成⼈および⼩児。

エタネルセプトは、腫瘍壊死因⼦（TNF）阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。炎症を引き起こす
体内の物質であるTNFの作⽤を遮断することで機能します

わあ、この薬を使うべきですか？
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エタネルセプト注射は、プレフィルドシリンジと⾃動注射装置の溶液（液体）として、また提供された液体と
混合される粉末として提供されます。エタネルセプトは⽪下（⽪下）に注射されます。通常、週に1回注射さ
れます。エタネルセプト注射を使⽤して慢性尋常性乾癬を治療する場合、治療の最初の3か⽉間は週に2回注
射し、最初の3か⽉後は週に1回注射することができます。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、あなたが理解し
ていない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰どおりにエタネルセプトを使⽤し
てください。それを多かれ少なかれ使⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に使⽤したりしないでください。

エタネルセプト注射の最初の投与は、診療所で⾏われます。その後、⾃宅で⾃分で薬を注射するか、友⼈や
親戚に注射を⾏わせることができます。エタネルセプトを注射する⽅法をあなたまたは注射を⾏う⼈に⽰す
ように医師または薬剤師に依頼してください。薬を注射する前に、エタネルセプト注射に付属の説明書を読
んでください。

エタネルセプト注射のバイアルには、複数回の投与に⼗分な薬剤が含まれている場合があります。完全な投与
のためにバイアルに⼗分な薬剤が残っている場合は、できるだけ早く、ただし混合後4時間以内にバイアルを冷
蔵庫に⼊れてください。エタネルセプト注射液のバイアルは、完全な投与に⼗分な薬剤が残っている場合は、
混合後最⼤14⽇間保管できます。ただし、エタネルセプト注射液の2つ以上のバイアルの内容物を組み合わせて
完全に投与しないでください。また、他の薬をエタネルセプト注射と混合しないでください。

薬剤がプレフィルドシリンジまたは⾃動注射装置に⼊っている場合は、各シリンジまたはデバイスを1回だけ使⽤
し、シリンジまたはデバイスにすべての溶液を注⼊します。シリンジまたはデバイスにまだ溶液が残っている場合
でも、それを再度使⽤しないでください。使⽤済みの針、注射器、およびデバイスは、耐パンク性の容器に廃棄し
てください。耐パンク性容器の廃棄⽅法については、医師または薬剤師にご相談ください。

プレフィルドシリンジ、⾃動注射デバイス、または冷蔵されたバイアルを使⽤している場合は、シリンジ、デ
バイス、またはバイアルを平らな⾯に置き、準備が整う前に15〜30分間室温まで温めます。薬を注射しま
す。電⼦レンジで加熱したり、お湯に⼊れたり、その他の⽅法で薬を温めようとしないでください。

エタネルセプトを含む注射器、⾃動注射装置、またはバイアルを振らないでください。デバイス、注射器、または針
を損傷する可能性があるため、デバイスを硬い表⾯に落とさないように注意してください。

それを注⼊する前に、常にエタネルセプト溶液を⾒てください。有効期限が過ぎていないこと、および液体が透明で無⾊であることを確

認してください。液体には⼩さな⽩い粒⼦が含まれている場合がありますが、⼤きな粒⼦や着⾊された粒⼦は含まれていません。ひびが

⼊ったり壊れたりした場合、期限切れになった場合、または液体が曇っている場合や⼤きな粒⼦や着⾊した粒⼦が含まれている場合は、

注射器や投薬ペンを使⽤しないでください。

エタネルセプト注射を注射するのに最適な場所は、中腿の前部です。おへその周りの2インチ（5センチメート
ル）の領域を除いて、おへその下の下部胃に薬を注射することもできます。他の誰かがあなたに注射をしてい
る場合、その⼈はあなたの上腕に薬を注射することもできます。エタネルセプトを上腕または胃に注射する場
合は、注射⽤のしっかりした表⾯を作成するために、その領域の⽪膚を伸ばす必要があります。注射ごとに異
なる部位を選択してください。⽪膚が柔らかく、傷ついた、⾚くなった、硬い、または傷跡やストレッチマー
クがある場所に注射しないでください。乾癬がある場合は、⾚い、厚い、隆起した、またはうろこ状の⽪膚に
注射しないでください。
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エタネルセプト注射はあなたの状態をコントロールするのを助けるかもしれませんが、それを治すことはありません。気分が良くても、

エタネルセプト注射を使い続けてください。医師に相談せずにエタネルセプトの使⽤を中⽌しないでください。

この薬の⽤途

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

エタネルセプト注射を使⽤する前に、

エタネルセプトや他の薬にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。プレフィルドシリンジま
たは⾃動注射装置を使⽤する場合は、あなたまたはあなたのために薬を注射する⼈がゴムまたはラテックスにア
レルギーがあるかどうかを医師に伝えてください。

医師と薬剤師に、処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および服⽤中または服⽤予定のハーブ
製品を伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬、糖尿病の薬、およびシクロホス
ファミド（Cytoxan）に必ず⾔及してください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作
⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。

発作を起こした、または発作を起こしたことがあるかどうかを医師に伝えてください。多発性硬化症（MS;
神経損傷による協調性の喪失、脱⼒感、しびれ）など、神経系に影響を与える病気。横断性脊髄炎（異常な
感覚、感覚の喪失、または下半⾝を動かす能⼒の喪失を引き起こす可能性のある脊髄の炎症）; 視神経炎
（⽬から脳にメッセージを送る神経の炎症）; 出⾎の問題; 肝疾患、または⼼不全。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。エタネ
ルセプトの使⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。妊娠中にエタネルセプト注射を使⽤する場合は、⾚
ちゃんが⽣まれた後、必ず⾚ちゃんの医師に相談してください。⾚ちゃんは通常より遅く特定の予防接種を受ける
必要があるかもしれません。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、エタネルセプトを使⽤していることを医師または⻭科医に伝えて
ください。

エタネルセプトによる治療中は、医師に相談せずに予防接種を受けないでください。お⼦さんがエタネル
セプト注射で治療される場合は、治療開始前に⾏うべき予防接種について医師に相談してください。可能
であれば、治療を開始する前に、⼦供は⾃分の年齢の⼦供に必要なすべての予防接種を受ける必要があり
ます。

エタネルセプトの使⽤中に⽔痘にさらされた場合は、すぐに医師に連絡してください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。次の通常の服⽤時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を⾶ば
して、通常の服⽤時間に1回分を飲んでください。逃したものを補うために2回分を注⼊しないでください。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？
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エタネルセプトは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどう
かを医師に伝えてください。

注射部位の発⾚、かゆみ、痛み、または腫れ

頭痛

吐き気

嘔吐

胸焼け

胃痛

弱点

咳

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の副作⽤または重要な警告セクションに記載
されている副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急の医療⽀援
を受けてください。

発作

あざ

出⾎

薄い肌

⽔ぶくれのある⽪膚

発疹

じんましん

かゆみ

⽬、顔、唇、⾆、喉、腕、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

呼吸困難または嚥下困難

太陽の下で悪化する顔や腕の発疹

しびれやうずき

視⼒の問題

腕や脚の脱⼒

めまい

⽪膚の⾚い鱗状の斑点または膿で満たされた隆起

エタネルセプト注射を受けた成⼈は、この薬を投与されていない成⼈よりも、リンパ腫、⽩⾎病（⽩⾎球から
発⽣する癌）、⽪膚癌、およびその他の種類の癌を発症するリスクが⾼い可能性があります。エタネルセプト
注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

エタネルセプト注射は他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の使⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、
医師に連絡してください。
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深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。エタネルセ
プト注射液は冷蔵庫に保管しますが、凍結しないでください。光から保護するために、バイアル、プレフィル
ドシリンジ、または注射装置を元のカートンに⼊れておきます。エタネルセプト粉末のバイアルを提供された
液体と混合した場合は、溶液を冷蔵庫で最⼤14⽇間保管できます。

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要がありま
す。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の⽅法は、
薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/
リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください
（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細について
は。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こし
た、呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、エタネルセプトに対する体の反応を確認するために、

特定の臨床検査を命じることがあります。

臨床検査を受ける前に、エタネルセプトを使⽤していることを医師と検査官に伝えてください。

他の⼈にあなたの薬を使わせないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてくだ
さい。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。
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