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エクセナチド注射
（ex en'a tide）と発⾳されます

重要な警告：

エクセナチド徐放性注射（Bydureon BCISE）は、甲状腺髄様がん（MTC;甲状腺がんの⼀種）を含む
甲状腺の腫瘍を発症するリスクを⾼める可能性があります。エクセナチド徐放性注射を与えられた実
験動物は腫瘍を発症しましたが、この薬がヒトの腫瘍のリスクを⾼めるかどうかは不明です。あなた
またはあなたの家族の誰かがMTCまたは多発性内分泌腺腫症症候群2型（MEN 2;体内の複数の腺に腫
瘍を引き起こす状態）を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。も
しそうなら、あなたの医者はおそらくエクセナチド徐放性注射を使⽤しないようにあなたに⾔うで
しょう。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。⾸のしこりや腫
れ。嗄声; 嚥下困難; または息切れ。

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。あなたの医者はエクセナチドに対するあなたの体の反応をチェック

するために特定のテストを命じるかもしれません。

エクセナチド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。

エクセナチド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？

エクセナチドは、成⼈（ビエッタ）および成⼈と10歳の⼦供で、2型糖尿病（体がインスリンを正常に使
⽤しないため、⾎中の糖の量を制御できない状態）を治療するために⾷事や運動と⼀緒に使⽤されます以
上（Bydureon BCISE）。エクセナチドは、インクレチン模倣薬と呼ばれる薬のクラスに含まれていま
す。⾎糖値が⾼いときに膵臓を刺激してインスリンを分泌することで機能します。インスリンは、砂糖を
⾎液から他の体組織に移動させるのに役⽴ちます。
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エネルギーに使⽤されます。エクセナチドはまた、胃が空になるのを遅らせ、⾷欲の低下を引き起こします。
エクセナチドは、1型糖尿病（体がインスリンを産⽣せず、したがって⾎中の糖の量を制御できない状態）の治
療には使⽤されません。インスリンを必要とする糖尿病患者を治療するために、インスリンの代わりにエクセ
ナチドは使⽤されません。

時間の経過とともに、糖尿病と⾼⾎糖を患う⼈々は、⼼臓病、脳卒中、腎臓の問題、神経の損傷、⽬の
問題など、深刻なまたは⽣命を脅かす合併症を発症する可能性があります。薬の使⽤、ライフスタイル
の変更（⾷事、運動、禁煙など）、⾎糖値の定期的なチェックは、糖尿病の管理と健康の改善に役⽴つ
場合があります。この治療法はまた、⼼臓発作、脳卒中、または腎不全、神経損傷（しびれ、⾜や⾜の
冷え、男性と⼥性の性的能⼒の低下）、変化を含む⽬の問題などの糖尿病関連の合併症を起こす可能性
を減らす可能性がありますまたは視⼒の喪失、または⻭周病。あなたの医者と他の医療提供者はあなた
の糖尿病を管理するための最良の⽅法についてあなたに話します。

わあ、この薬を使うべきですか？

エクセナチド即時放出（ビエッタ®）⽪下（⽪膚のすぐ下）に注射するために、事前に充填された投薬ペ
ンに溶液（液体）として提供されます。エクセナチド徐放性（⻑時間作⽤型）（ビデュレオン®BCISE）
は、⽪下注射するために事前に充填された⾃動注射器の懸濁液（液体）として提供されます。エクセナチ
ド即時放出溶液は通常、朝と⼣⽅の⾷事（またはその⽇の2つの主要な⾷事、約6時間間隔）の前に60分以
内に1⽇2回注射されます。⾷後に注射しないでください。医師はおそらく、低⽤量のエクセナチド即時放
出注射を開始し、1か⽉間エクセナチドを使⽤しても⾎糖コントロールが改善されない場合は、⾼⽤量の
薬を服⽤するペンに切り替える可能性があります。エクセナチド徐放性懸濁液は、⾷事に関係なく、いつ
でも週に1回注射されます。毎週同じ⽇にいつでもエクセナチド徐放性を使⽤してください。前回の投与
から3⽇以上経過している場合は、エクセナチド徐放性懸濁液を使⽤する曜⽇を変更することができま
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。指⽰どおりにエクセナチド注射剤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。

エクセナチド即時放出溶液からエクセナチド徐放性懸濁液に変更する場合、この変更後2〜4週間、グ
ルコース（糖）レベルが⼀時的に上昇することがあります。

エクセナチドは糖尿病をコントロールしますが、それを治すことはありません。気分が良くてもエクセナチドを使い続けてください。医

師に相談せずにエクセナチドの使⽤を中⽌しないでください。

エクセナチド注射製品を注射するための製造元の指⽰を必ず読んで理解してください。ペンまたは⾃動注射
器の使⽤⽅法を⽰すように医師または薬剤師に依頼してください。これらの指⽰に注意深く従ってくださ
い。

エキセナチド即時放出を使⽤している場合（Byetta®）事前に充填された投薬ペンの場合、針を別途購
⼊する必要があります。薬を注射するために必要な針の種類を医師または薬剤師に尋ねてください。
針を再利⽤したり、針やペンを共有したりしないでください。投与量を注射した直後は、必ず針を抜
いてください。針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。
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あなたがそれを注⼊する前に、常にあなたのエクセナチド即時放出溶液を⾒てください。透明で無⾊で、粒⼦
がない状態である必要があります。エクセナチドの即時放出注射は、着⾊、曇り、固形粒⼦が含まれている場
合、または有効期限が過ぎている場合は使⽤しないでください。

エクセナチド徐放性（Bydureon BCISE®）冷蔵庫から事前に充填された⾃動注射器を使⽤し、薬剤を注射
する前に15分間室温まで温めます。使⽤前に少なくとも15秒間激しく振って、プレフィルドオートイン
ジェクターを混合します。

注射する前に、必ずエクセナチド徐放性懸濁液を確認してください。15秒間振ると、⽩からオフホワイ
ト、曇りになります。変⾊したり、固形粒⼦が含まれている場合、または賞味期限が過ぎている場合は使
⽤しないでください。

インスリンをエクセナチド製品と混合して1回の注射に組み合わせないでください。

エクセナチド注射剤は、太もも（上肢）、腹部（胃）、または上腕に投与できます。静脈や筋⾁にエクセ
ナチドを注射しないでください。エクセナチド徐放性懸濁液の各⽤量で、選択した領域内の注射部位を変
更（回転）します。

徐放性エクセナチドとインスリンを体の同じ⼀般的な領域に注射することはできますが、注射を隣り
合わせに⾏うべきではありません。

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？

エクセナチド注射を使⽤する前に、
あなたがエクセナチド、他の薬、またはエクセナチド注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師
と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、投薬ガイドを確認してください。

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。エクセナチドはあなたの体がこれらの薬を吸収する⽅法を変えるかもしれないので、あなたが⼝から服⽤する
すべての薬についてあなたの医者に話すことは特に重要です。次のいずれかに必ず⾔及してください。アセトアミノ
フェン（タイレノール）。ベナゼプリル（ロテンシン、ロトレル）、カプトプリル、エナラプリル（エパネド、バソ
テック、バセレティック）、フォシノプリル、リシノプリル（プリニビル、クブレリス、ゼストリル、ゼストアティッ
ク）、モエキシプリル、ペリンドプリル（プレンドプリル）などのアンギオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤）、キナ
プリル（アキュプリル、アキュレティック、キナレティック）、ラミプリル（アルタス）、およびトランドラプリル; 
利尿薬（「⽔の丸薬」）; アスピリンおよびイブプロフェン（アドビル、モトリン）やナプロキセン（アリーブ、ナプ
ロキセン）などの他の⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）。ロバスタチン（Altoprev）; ⾼⾎圧の薬; グリメピリド（ア
マリル、デュエタクト）、グリピジド（グルコトロール）、グリブリド（DiaBeta、グリナーゼ）、トルブタミドなど
のスルホニル尿素剤などの糖尿病を治療するためのインスリンまたは他の薬剤; とワルファリン（Jantoven）。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。

経⼝避妊薬（経⼝避妊薬）または抗⽣物質を服⽤している場合は、エクセナチド即時放出溶液注射を使
⽤する少なくとも1時間前に服⽤してください。これらの薬を⾷物と⼀緒に服⽤するように⾔われた場
合は、エクセナチド即時放出溶液注射を使⽤しないときに⾷事または軽⾷と⼀緒に服⽤してください。
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エクセナチド製品を投与した後、⾎⼩板減少症（⾎⼩板の数が少ない[⾎液凝固に必要な⾎球の種類]）
による深刻な出⾎があったかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくエクセナチド製
品を使⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

腎臓移植を受けたことがあるか、胃不全⿇痺（胃から⼩腸への⾷物の移動が遅い）やその他の⾷物消化
の問題など、深刻な胃の問題を抱えているか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてくだ
さい。膵炎（膵臓の腫れ）または他の膵臓の問題; 胆⽯（胆嚢に形成される固形沈着物）または他の胆
嚢の問題; ⾎中の⾼レベルのトリグリセリド（脂肪）; または肝臓や腎臓の病気。また、最近下痢、吐き
気、嘔吐があった場合や、脱⽔症状（⼤量の体液の喪失）を引き起こす可能性のある液体を⼝から飲む
ことができない場合は、医師に相談してください。

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。エクセナチド
の使⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師または栄養⼠によるすべての運動および⾷事に関する推奨事項に必ず従ってください。健康的な⾷
事をとることが重要です。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

エクセナチド即時放出注射の⽤量を逃した場合（ビエッタ®）、忘れた分を⾶ばして、通常の服⽤ス
ケジュールを続けてください。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。

エクセナチド徐放性注射の⽤量を逃した場合（Bydureon BCISE®）、忘れた分を覚えたらすぐに使⽤し、
通常の毎週のスケジュールを続けてください。ただし、次の通常の服⽤時間までに3⽇（72時間）未満の
場合は、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回分を使⽤しないでください。

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？

この薬は⾎糖値の変化を引き起こす可能性があります。低⾎糖と⾼⾎糖の症状と、これらの
症状がある場合の対処⽅法を知っておく必要があります。
エクセナチド注射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。

吐き気

嘔吐

下痢

便秘

⾷欲不振

ぎくしゃくした感じ

めまい

胸焼け

頭痛
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弱点

発汗

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状または重要な警告のセクションに記載
されている症状のいずれかが発⽣した場合は、エクセナチドの使⽤を中⽌し、すぐに医師に
連絡するか、緊急治療を受けてください。

胃の左上または中央で始まるが、嘔吐の有無にかかわらず背中に広がる可能性のある進⾏中の痛み

じんましん

発疹

かゆみ

顔、喉、⾆、唇、または⽬の腫れ

めまいや失神

速い⼼拍

呼吸困難または嚥下困難

注射部位の痛み、腫れ、⽔疱、かゆみ、または結節

右または上中胃領域の痛み、吐き気、嘔吐、発熱、または⽪膚や⽬の⻩変

尿の⾊や量の変化

通常より多かれ少なかれ頻繁に排尿する

腕、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

異常な出⾎またはあざ

エクセナチド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。

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？

未使⽤のエクセナチド即時放出ペンは、光から保護された冷蔵庫の元のカートンに保管してくださ
い。凍結しないでください。使⽤後、エクセナチド即時放出ペンは、室温（最⼤77°F [25°C]）で最⼤
30⽇間保管できます。針を付けたままエクセナチドペンを保管しないでください。旅⾏中は、エクセ
ナチドの即時放出ペンを乾いた状態に保つようにしてください。

エクセナチド徐放性⾃動注射器は、元のカートンの冷蔵庫に平らに保管し、光から保護してくだ
さい。必要に応じて、エクセナチド徐放性⾃動注射器を室温（最⼤80°F [30°C]）で合計4週間保管
できます。
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エクセナチドペンと⾃動注射器は⼦供の⼿の届かないところに保管してください。

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]

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。

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。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
吐き気

嘔吐

低⾎糖の症状

他の情報を知っておく必要がありますか？

⾎糖値と糖化ヘモグロビン（HbA1c）を定期的にチェックして、エクセナチドに対する反応を判断する必
要があります。医師はまた、⾃宅で⾎中または尿中の糖度を測定することにより、この薬に対する反応を
確認する⽅法を教えてくれます。これらの指⽰に注意深く従ってください。

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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