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ペグインターフェロンアルファ-2a注射
（peg in ter feer'on）と発⾳されます

重要な警告：

ペグインターフェロンアルファ-2aは、以下の症状を引き起こしたり悪化させたりする可能性があり、重篤または死に
⾄る可能性があります。うつ病、気分や⾏動の問題、または⾃分を傷つけたり殺したりすることを考えるなどの精神
疾患。過去にストリートドラッグを使⽤したことがある場合は、再びストリートドラッグを使⽤し始めます。狭⼼症
（胸痛）、⼼臓発作、脳卒中、または⼤腸炎（腸の炎症）などの虚⾎性障害（体の⼀部への⾎液供給が不⼗分な状
態）。⾎液、関節、腎臓、肝臓、肺、筋⾁、⽪膚、または甲状腺に影響を与える可能性のある⾃⼰免疫疾患（免疫系
が体の1つまたは複数の部分を攻撃する状態）。感染しているかどうかを医師に伝えてください。または、⾃⼰免疫疾
患を患っている、または患ったことがある場合。アテローム性動脈硬化症（脂肪沈着物からの⾎管の狭窄）; 癌; 胸痛; 
⼤腸炎; 糖尿病; ⼼臓発作; ⾼⾎圧; ⾼コレステロール; HIV（ヒト免疫不全ウイルス）またはAIDS（後天性免疫不全症候
群）; 不整脈; うつ病、不安神経症、または⾃分⾃⾝を殺そうと考えたり、殺そうとしたりすることを含む精神疾患。
B型またはC型肝炎以外の肝疾患; または⼼臓、腎臓、肺または甲状腺の病気。また、⼤量のアルコールを飲んだり飲
んだりしたことがあるか、ストリートドラッグを使⽤したことがあるか、使⽤したことがあるか、処⽅薬を使いすぎ
たことがあるかどうかを医師に伝えてください。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。⾎性下痢または排便。胃の痛み、圧痛または腫れ; 胸痛; 不整脈; 弱さ; 協調性の喪失; しびれ; 気分や⾏動の変化; 
うつ; 過敏性; 不安; ⾃分を殺したり傷つけたりすることについての考え。幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いた
りする）; 熱狂的または異常に興奮した気分; 現実との接触の喪失; 攻撃的な⾏動; 呼吸困難; 発熱、悪寒、咳、喉の痛
み、またはその他の感染症の兆候; ⻩⾊またはピンクの粘液を咳きます。排尿時の灼熱感または痛み、またはより頻繁
に排尿する; 異常な出⾎またはあざ; 濃い⾊の尿; 明るい⾊の排便; 極度の倦怠感; ⽪膚または⽬の⻩変; 重度の筋⾁また
は関節の痛み; または⾃⼰免疫疾患の悪化。またはより頻繁に排尿する; 異常な出⾎またはあざ; 濃い⾊の尿; 明るい⾊
の排便; 極度の倦怠感; ⽪膚または⽬の⻩変; 重度の筋⾁または関節の痛み; または⾃⼰免疫疾患の悪化。またはより頻
繁に排尿する; 異常な出⾎またはあざ; 濃い⾊の尿; 明るい⾊の排便; 極度の倦怠感; ⽪膚または⽬の⻩変; 重度の筋⾁ま
たは関節の痛み; または⾃⼰免疫疾患の悪化。

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はペグインターフェロンアルファ-2a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ます。

ペグインターフェロンアルファ-2a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
と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
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（（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。

ペグインターフェロンアルファ-2a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？

ペグインターフェロンアルファ-2aは、肝臓の損傷の兆候を⽰す⼈々の慢性（⻑期）C型肝炎感染（ウイルスによって引き
起こされる肝臓の腫れ）を治療するために、単独で、または他の薬剤と組み合わせて使⽤  されます。ペグインターフェロ
ンアルファ-2aは、肝臓の損傷の兆候を⽰す⼈々の慢性B型肝炎感染（ウイルスによって引き起こされる肝臓の腫れ）の治
療にも使⽤されます。ペグインターフェロンアルファ-2aは、インターフェロンと呼ばれる薬のクラスに含まれています。
ペグインターフェロンは、インターフェロンとポリエチレングリコールの組み合わせであり、インターフェロンが体内で
⻑期間活性を維持するのに役⽴ちます。ペグインターフェロンは、体内のC型肝炎ウイルス（HCV）またはB型肝炎ウイル
ス（HBV）の量を減らすことによって機能します。ペグインターフェロンアルファ-2aは、C型肝炎またはB型肝炎を治療し
たり、肝硬変（瘢痕化）、肝不全、肝癌などのC型肝炎またはB型肝炎の合併症の発症を予防したりすることはできませ
ん。ペグインターフェロンアルファ-2aは、C型肝炎またはB型肝炎が他の⼈に広がるのを防ぐことはできません。

わあ、この薬を使うべきですか？

ペグインターフェロンアルファ-2aは、バイアル内の溶液（液体）、プレフィルドシリンジ、および⽪下（⽪膚
のすぐ下の脂肪層に）注射するための使い捨て⾃動注射器として提供されます。通常、週に1回、同じ曜⽇
に、ほぼ同じ時刻に注射されます。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。指⽰どおりにペグインターフェロンアルファ-2aを使⽤してくだ
さい。この薬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。

あなたの医者はおそらくペグインターフェロンアルファ-2aの平均⽤量であなたを始めるでしょう。あなたが薬
の深刻な副作⽤を経験した場合、あなたの医者はあなたの⽤量を減らすかもしれません。治療中の気分を医師
に伝え、服⽤すべき薬の量について質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。

気分が良くても、ペグインターフェロンアルファ-2aを使い続けてください。医師に相談せずにペグインターフェロンアルファ-2aの使⽤

を中⽌しないでください。

医師が処⽅したインターフェロンのブランドと種類のみを使⽤してください。医師に相談せずに、別のブランドのインターフェロン

を使⽤したり、バイアル、プレフィルドシリンジ、使い捨て⾃動注射器でペグインターフェロンアルファ-2aを切り替えたりしない

でください。別のブランドまたはタイプのインターフェロンに切り替える場合は、⽤量を変更する必要がある場合があります。

ペグインターフェロンアルファ-2aを⾃分で注射するか、友⼈や親戚に注射してもらうことができます。ペ
グインターフェロンアルファ-2aを初めて使⽤する前に、あなたと注射を⾏う⼈は、同⾏する患者の製造元
の情報を読む必要があります。医師または薬剤師に、あなたまたは薬を注射する⼈に注射⽅法を教えてもら
います。別の場合
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⼈はあなたのために薬を注射します、彼または彼⼥が肝炎の広がりを防ぐために偶発的な針刺しを避ける
⽅法を知っていることを確認してください。

ペグインターフェロンアルファ-2aは、へそ（腹ボタン）とウエストラインを除いて、胃や太もものどこ
にでも注射できます。注射ごとに異なるスポットを使⽤します。同じ注⼊スポットを2回続けて使⽤しな
いでください。ペグインターフェロンアルファ-2aを、⽪膚の痛み、⾚み、傷、傷、感染、または異常な
領域に注射しないでください。

問題（注射部位周辺の漏れなど）のために処⽅された全量を受け取れない場合は、医師に連絡してください。

ペグインターフェロンアルファ-2aの注射器、針、またはバイアルを再利⽤しないでください。使⽤済みの針と注射
器は、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。

ペグインターフェロンアルファ-2aを使⽤する前に、バイアル、プレフィルドシリンジ、または⾃動注射器の溶液をよく⾒てくださ

い。ペグインターフェロンアルファ-2aを含むバイアル、注射器、または⾃動注射器を振らないでください。薬は透明で、浮遊粒⼦が

ないようにする必要があります。バイアルまたはシリンジをチェックして漏れがないことを確認し、有効期限を確認します。有効期

限が切れている、変⾊している  、曇っている、粒⼦が含まれている、または漏れのあるバイアルやシリンジに⼊っている場合は、溶

液を使⽤しないでください。新しい解決策を使⽤し、損傷または期限切れの解決策を医師または薬剤師に⾒せてください。

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？

ペグインターフェロンアルファ-2aを使⽤する前に、

ペグインターフェロンアルファ-2a、他のアルファインターフェロン、他の薬、ベンジルアルコール、またはポリエチレングリコー
ル（PEG）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。アレルギーのある薬がアルファインターフェロンであるか
どうかわからない場合は、医師に相談してください。

C型肝炎感染症の治療のためにインターフェロンアルファ注射を受けたことがあるかどうかを医師に伝えてください。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および
ハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください：アバカビル
（Ziagen、Epzicom、Trizivir）、ジダノシン（ddIまたはVidex）、emtricitabine（Emtriva、
Truvada）、ラミブジン（Epivir、Combivir、 Epzicom、Trizivir）、stavudine（Zerit）、tenofovir
（Viread、Truvada）、zalcitabine（HIVID）、およびzidovudine（Retrovir、Combivir、Trizivir）; メタ
ドン（ドロフィン、メタドース）; メキシレチン（メキシチル）; ナプロキセン（Aleve、Anaprox、
Naprosyn、その他）; リルゾール（リルテック）; タクリン（コグネックス）; テルビブジン（Tyzeka）; お
よびテオフィリン（TheoDur、その他）。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。

臓器移植（体内の臓器を交換する⼿術）を受けたことがあるかどうかを医師または薬剤師に伝えてください。また、あなたが
に記載されている状態のいずれかを持っているか、または持ったことがあるかどうかを医師に伝えてください
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重要な警告セクションまたは次のいずれか：貧⾎（⾚⾎球が体の他の部分に⼗分な酸素をもたらさな
い）、または⽬や膵臓の問題。

妊娠しているか、妊娠を計画しているか、授乳中であるかを医師に伝えてください。ペグインターフェロンアル
ファ-2aは、胎児に害を及ぼしたり、流産（⾚ちゃんを失う）を引き起こす可能性があります。この薬を服⽤して
いる間、避妊の使⽤について医師に相談してください。この薬を服⽤している間は授乳しないでください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、ペグインターフェロンアルファ-2aを服⽤していることを医師または⻭科
医に伝えてください。

ペグインターフェロンアルファ-2aは、めまい、混乱、または眠気を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。この薬が
どのように影響するかがわかるまで、⾞を運転したり機械を操作したりしないでください。

ペグインターフェロンアルファ-2aを服⽤している間はアルコールを飲まないでください。アルコールは肝臓病を悪化させる可能性があります。

ペグインターフェロンアルファ-2aによる治療中に、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感、筋⾁痛、関節痛などのイン
フルエンザ様症状が発⽣する可能性があることを知っておく必要があります。これらの症状が厄介な場合
は、ペグインターフェロンアルファ-2aを各⽤量で注射する前に、市販の痛みと解熱剤を服⽤する必要がある
かどうか医師に相談してください。症状を乗り越えて眠れるように、就寝時にペグインターフェロンアル
ファ-2aを注射することをお勧めします。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

この薬を服⽤している間は、⽔分をたっぷりと飲んでください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

飲み忘れた分は、1回分を⼊れてから2⽇以内に忘れてしまった場合は、忘れた分はすぐに1回分を飲んでく
ださい。次に、次の週の定期的にスケジュールされた⽇に次の⽤量を注⼊します。注射予定⽇から2⽇以上経
過している場合は、医師または薬剤師に相談してください。飲み忘れた分を補うために、2回分を使⽤した
り、1週間に複数回使⽤したりしないでください。

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？

ペグインターフェロンアルファ-2a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。

ペグインターフェロンアルファ-2aを注射した場所のあざ、痛み、発⾚、腫れ、または炎症

胃のむかつき

嘔吐

胸焼け

⼝渇

⾷欲減少

減量

下痢

乾燥またはかゆみのある肌
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脱⽑

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

疲れ

弱点

集中⼒または記憶⼒の低下

発汗

めまい

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状はまれですが、これらの症状のいずれ
か、または重要な警告セクションまたは特別な注意事項のセクションに記載されている症状
が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。

かすみ⽬、視⼒の変化、または視⼒喪失

腰痛

発疹

じんましん

顔、喉、⾆、唇、⽬、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

嚥下困難

嗄声

ペグインターフェロンアルファ-2aは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服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？

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。冷蔵庫で保管しますが、
冷凍しないでください。ペグインターフェロンアルファ-2aを冷蔵庫の外に24時間（1⽇）以上放置しないでください。ペ
グインターフェロンアルファ-2aを光から遠ざけてください。

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、⼦供
の⼿の届かないところにすべての薬を保管することが重要です。
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幼児は簡単に開けることができます。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。

犠牲者が倒れていない場合は、この薬を処⽅した医師に連絡してください。医者は臨床検査を注⽂したいかもし
れません。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
疲れ

異常な出⾎またはあざ

発熱、喉の痛み、悪寒、咳、またはその他の感染症の兆候

他の情報を知っておく必要がありますか？

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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