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ペグインターフェロンアルファ-2b（PEG-イントロン）
（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-2bは、重篤または死に⾄る可能性のある以下の状態を引き起こしたり悪
化させたりする可能性があります。うつ病、気分や⾏動の問題、または⾃分⾃⾝や他の⼈を傷つけたり殺
したりすることを考える精神疾患。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、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。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; 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; 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-2b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-2b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
（（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[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-2bを使⽤するリスクについて医師に相談してください。

リバビリン（コペガス、レベトール）との併⽤：

ペグインターフェロンアルファ-2bは、リバビリン（Copegus、Rebetol）と呼ばれる別の薬と⼀緒に服⽤できます。
リバビリンは、ペグインターフェロンアルファ-2bがあなたの状態をよりよく治療するのを助けるかもしれません
が、それはまた深刻な副作⽤を引き起こすかもしれません。このセクションの残りの部分では、リバビリンを服⽤す
るリスクについて説明します。リバビリンを服⽤している場合は、この情報を注意深く読む必要があります。リバビ
リン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。また、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。

リバビリンは貧⾎（⾚⾎球数が減少している状態）を引き起こす可能性があります。⼼臓発作を起こした
ことがあるかどうか、⾼⾎圧、呼吸障害、シックルセル貧⾎（⾚⾎球が異常な形をしている遺伝性疾患）
などの⾎液に影響を与える状態があったかどうかを医師に伝えてください。体のすべての部分に酸素をも
たらすことはできません）またはサラセミア（地中海性貧⾎;⾚⾎球が酸素を運ぶのに必要な物質を⼗分に
含んでいない状態）、または⼼臓病。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：過度の倦怠感、⽪膚の⻘⽩さ、頭痛、めまい、混乱、速い⼼拍、脱⼒感、息切れ、または胸痛。

リバビリンを服⽤している⼥性患者の場合：

妊娠中または妊娠を予定している場合は、リバビリンを服⽤しないでください。妊娠検査で妊娠していな
いことが⽰されるまで、リバビリンの服⽤を開始しないでください。2種類の避妊法を使⽤し、治療中は毎
⽉、その後6か⽉間妊娠検査を受ける必要があります。この間に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してく
ださい。リバビリンは胎児に危害を加えたり死に⾄らしめる可能性があります。

リバビリンを服⽤している男性患者の場合：

パートナーが妊娠している場合、または妊娠を計画している場合は、リバビリンを服⽤しないでください。妊
娠できるパートナーがいる場合は、妊娠検査で妊娠していないことが⽰されるまで、リバビリンの服⽤を開始
しないでください。治療中とその後6か⽉間は、殺精⼦剤を含むコンドームを含む2つの避妊⽅法を使⽤する必
要があります。この期間中、パートナーは毎⽉妊娠検査を受ける必要があります。パートナーが妊娠した場合
は、すぐに医師に連絡してください。リバビリンは胎児に危害を加えたり死に⾄らしめる可能性があります。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？
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ペグインターフェロンアルファ-2bは、肝臓の損傷の兆候を⽰し、過去のインターフェロンアルファ（ペグイン
ターフェロンアルファ-2bに類似した薬）。ペグインターフェロンアルファ-2b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アルファ-2b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
フェロンアルファ-2bは、体内のC型肝炎ウイルス（HCV）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-2bは、C型肝炎を治療したり、肝硬変（瘢痕化）、肝不全、肝臓がんなどのC型肝炎の合
併症の発症を予防したりしない場合があります。

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-2bは、バイアルと単回投与の注射ペンに粉末として⼊っており、液体と混合し
て⽪下（⽪膚のすぐ下の脂肪層）に注射します。通常、週に1回、同じ曜⽇、同じ時刻またはその前後に注射さ
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-2b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、または⻑期間使⽤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-2bはC型肝炎を抑制しますが、治癒しない場合があります。気分が良くても、ペグインターフェロンアルファ-2b

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-2b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、バイアルと注射ペンでペグインターフェロンアルファ-2b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-2b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-2bを初めて使⽤する前に、付属の説明書をお読みください。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⽰すように依頼してください。他の⼈があなたのために薬
を注射する場合は、HCVの蔓延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-2bは、上腕の外側、太もも、またはおへそ（腹ボタン）と腰を除く胃のどこにでも注⼊
できます。⾮常に痩せている場合は、胃に注⼊しないでください。注射ごとに異なるスポットを使⽤します。⽪膚が痛
む、⾚くなる、傷つく、傷つく、炎症を起こす、または感染している領域にペグインターフェロンアルファ-2bを注射し
ないでください。ストレッチマークまたはしこりがあります。または何らかの形で異常です。

注射器、針、注射ペン、または薬のバイアルを再利⽤または共有しないでください。使⽤済みの針、注射器、
注射ペンは、耐パンク性のある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-2b注射ペンを使⽤するには、次の⼿順に従います。

1.注射ペンが⼊っているカートンを冷蔵庫から取り出し、室温に達するまで待ちます。カートンに印刷され
ている有効期限を確認し、有効期限が過ぎている場合はカートンを使⽤しないでください。カートンに次
の備品が含まれていることを確認してください：注射ペン、使い捨て針、およびアルコール綿棒。注射後
に使⽤するには、絆創膏と滅菌ガーゼが必要になる場合もあります。
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2.注射ペンの窓を⾒て、カートリッジホルダーチャンバーに、全体または断⽚の⽩からオフホワイトの錠
剤、または粉末が含まれていることを確認します。

3.⽯鹸と⽔で⼿をよく洗い、すすぎ、タオルで乾かします。感染を防ぐために、作業エリア、⼿、注射部
位を清潔に保つことが重要です。

4.注射ペンを直⽴させます（投与ボタンを押し下げます）。カートンの底を、ペンを所定の位置に保持するための投薬
トレイとして使⽤できます。カチッという⾳がするまで、ペンの2つの半分をしっかりと押し付けます。

5.粉末が完全に溶解するまで数秒待ちます。

6.インジェクションペンを2回ゆっくりと逆さまにして、溶液を混合します。インジェクションペンを振らないでください。

7.注射ペンを右側を上にして、窓を通して混合溶液が完全に溶解しているかどうかを確認します。それでも泡が
残っている場合は、落ち着くまで待ちます。溶液の上部近くに⼩さな気泡が⾒られるのは正常です。解決策が
はっきりしない場合、または粒⼦が⾒られる場合は、それを使⽤せず、医師または薬剤師に連絡してくださ
い。

8.注⼊ペンを投与トレイに置き、投与ボタンを下に置きます。インジェクションペンのゴムカバーをア
ルコールパッドで拭きます。

9.注射針から保護紙タブを取り外します。注射ペンを投与トレイに⽴てたままにし、注射針を注射ペンに
そっとまっすぐ押します。針をしっかりとねじ込みます。キャップの下から数秒間、液体が滴り落ちる
のが⾒える場合があります。これが停⽌するまで待ってから、次の⼿順に進みます。

10.注⼊トレイから注射ペンを取り外します。ペンをしっかりと持ち、投薬ボタンの下に暗い帯（線）が⾒え
るまで、投薬ボタンを最後まで引き出します。薬を注射する準備ができるまで、投薬ボタンを押さない
ように注意してください。

11.処⽅された投与量に⼀致する数が投与タブと揃うまで、投与ボタンを回します。どの番号が⾃分の
⽤量と⼀致するかわからない場合は、薬を注射する前に、中⽌して医師または薬剤師に連絡してく
ださい。

12.注射部位を選び、アルコールパッドでその部分の⽪膚をきれいにします。エリアが乾くのを待ちます。

13.インジェクションペンニードルからアウターキャップを取り外します。インナーニードルキャップの周りに液体がある可
能性があります。これは正常です。注射部位の⽪膚が乾いたら、内側のニードルキャップを引き抜きます。針に触れな
いように注意してください。

14.ペン本体のバレルに指を巻き付け、投薬ボタンに親指を置いて、注射ペンを持ちます。

15.もう⼀⽅の⼿で、注射のために洗浄した領域の⽪膚をつまみます。針をつままれた⽪膚に45度から90
度の⾓度で挿⼊します。

16.それ以上押すことができなくなるまで、投薬ボタンをゆっくりとしっかりと押し下げて、薬剤を注射しま
す。完全な投与量を確実に得るために、さらに5秒間、投与ボタンを親指で押し続けます。

17.注射ペンの針を、⽪膚に⼊れたのと同じ⾓度で⽪膚から引き出します。

18.必要に応じて、⼩さな包帯または滅菌ガーゼで注射スポットを数秒間軽く押しますが、注射部位をマッ
サージしたりこすったりしないでください。

19.出⾎がある場合は、絆創膏で注射部位を覆います。

20.注射ペンは、針を付けたままパンク防⽌容器に⼊れて廃棄します。針のキャップを付け直さないでく
ださい。
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21.注射の2時間後、注射部位に⾚み、腫れ、または圧痛がないか確認します。⽪膚反応があり、数⽇で治
らない、または悪化する場合は、医師または看護師に連絡してください。

バイアルでペグインターフェロンアルファ-2bを使⽤するには、次の⼿順に従います。

1.⽯鹸と⽔で⼿をよく洗い、すすぎ、タオルで乾かします。

2.ペグインターフェロンアルファ-2bのカートンに印刷されている有効期限を確認し、有効期限が過ぎている場合
はカートンを使⽤しないでください。カートンから次の消耗品を取り出し、清潔な作業エリアに置きます：ペ
グインターフェロンアルファ-2bのバイアル、注射⽤滅菌⽔のバイアル（希釈剤）、針が取り付けられた2つの
注射器、およびアルコールパッド。

3.シリンジの1つから保護ラッパーを取り外します。

4.ペグインターフェロンアルファ-2bバイアルと希釈剤バイアルの上部から保護キャップを外します。両⽅のバイアル
の上部にあるゴム製ストッパーをアルコールパッドで清掃します。

5.保護ニードルキャップを取り外し、プランジャーをバレルの0.7   mLマークまで引き戻して、シリンジに
空気を充填します。

6.洗浄した上部に⼿で触れずに、滅菌⽔バイアルを直⽴させます。

7.シリンジニードルをゴム栓に挿⼊し、プランジャーを押し下げて、シリンジからバイアルに空気を注⼊し
ます。

8.シリンジを取り付けたままバイアルを裏返し、針の先端が液体になっていることを確認します。シリンジプ
ランジャーを正確に0.7mLのマークまで引き戻して、0.7mLの滅菌⽔を抜き取ります。

9.針をゴム栓からまっすぐ引き上げて、希釈液バイアルから取り外します。針は何にも触れないでくださ
い。

10.ペグインターフェロンアルファ-2bバイアルのゴム栓に針を挿⼊し、バイアルのガラス壁に針先を当てま
す。

11. 0.7 mLの滅菌⽔をゆっくりと注⼊して、バイアル内のガラスに流し込みます。バイアルの底にある⽩い粉
末に滅菌⽔の流れを向けないでください。

12.シリンジをゴム栓からまっすぐ引き抜いて、バイアルから針を取り外します。安全スリーブをしっかり
と持ち、カチッという⾳がしてスリーブの緑のストライプが針の⾚いストライプを覆うまで、安全ス
リーブを針の上に引っ張ります。注射器は耐パンク容器に廃棄してください。

13.粉末が完全に溶解するまで、バイアルを円を描くようにゆっくりと回転させます。溶液が冷たい場合
は、バイアルを⼿でそっと転がして温めます。

14.気泡が形成された場合は、溶液が落ち着き、すべての気泡が溶液の上部に上昇して消えるまで待ってか
ら、次の⼿順に進みます。

15.ボトル内の液体を注意深く⾒てください。透明で無⾊で、粒⼦が含まれていない場合を除いて、液体を注⼊し
ないでください。

16.別のアルコールパッドでペグインターフェロンアルファ-2bのバイアルのゴム栓を再度清掃します。

17.2番⽬のシリンジから保護パッケージを取り外します。シリンジの針から保護キャップを取り外しま
す。

18.プランジャーを所定の投与量に⼀致するmLマークまで引き戻して、シリンジに空気を充填します。注射器
のどのマークが⽤量と⼀致するかわからない場合は、薬を注射する前に、中⽌して医師または薬剤師に連
絡してください。
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19.洗浄したバイアルの上部に⼿で触れずに、ペグインターフェロンアルファ-2bのバイアルを直⽴させま
す。

20.シリンジニードルをペグインターフェロンアルファ-2b溶液バイアルに挿⼊し、プランジャーを押し下げてバイ
アルに空気を注⼊します。

21.バイアルとシリンジを持ち、針をバイアル内に置いたまま、バイアルをゆっくりと逆さまにします。針
先を溶液に⼊れておきます。

22.シリンジプランジャーをゆっくりと正しいマークまで引き戻し、医師が処⽅した量のペグインターフェロン
アルファ-2bを引き出します。

23.シリンジをバイアルからまっすぐ引き出します。針は何にも触れないでください。

24.シリンジ内に気泡がないか確認します。気泡が⾒られる場合は、針を上に向けてシリンジを持ち、気泡が
上がるまでシリンジを軽くたたきます。次に、シリンジから溶液を押し出さずに、気泡が消えるまでシ
リンジプランジャーをゆっくりと慎重に押し込みます。

25.注射スポットを選び、アルコールパッドでその部分の⽪膚をきれいにします。エリアが乾くのを待ちます。

26.ニードルから保護キャップを取り外します。注射器の安全スリーブが注射器の縁にしっかりと押し付け
られ、針が完全に露出していることを確認してください。

27.注射部位で緩んだ⽪膚の2インチ（5センチメートル）のひだをつまみます。もう⼀⽅の⼿で注射器を⼿に
取り、針の先（斜⾓）を上に向けて鉛筆のように持ちます。針を約1/4インチ（0.6センチメートル）つま
まれた⽪膚に45〜90度の⾓度で押し込み、ダーツのような素早い推⼒を使⽤します。

28.挟まれた⽪膚を緩め、その⼿を使って注射器のバレルを保持します。

29.シリンジのプランジャーを少しだけ引き戻します。⾎液が注射器に⼊った場合、針は⾎管に⼊っていま
す。注⼊しないでください。針を⽪膚に⼊れるのと同じ⾓度で引き出し、注射器を耐パンク容器に廃棄
します。上記の⼿順を繰り返して、新しいシリンジと新しいバイアルを使⽤して新しい⽤量を準備しま
す。注射器に⾎液が⼊らない場合は、プランジャーを注射器のバレルまで静かに押し下げて薬剤を注射
します。

30.針の近くにアルコールパッドを持ち、針を⽪膚からまっすぐ引き抜きます。アルコールパッドを注射部
位に数秒間押し付けます。注射部位をこすったりマッサージしたりしないでください。出⾎がある場合
は、包帯で覆います。

31.最初の注射器を覆ったのと同じ⽅法で、注射器を安全スリーブで覆います。（上記のステップ12を参照し
てください。）注射器と針を耐パンク容器に廃棄します。

32.注射の2時間後、注射スポットに⾚み、腫れ、または圧痛がないか確認します。⽪膚反応があり、数⽇
で治らない、または悪化する場合は、医師または看護師に連絡してください。

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-2bを服⽤する前に、

ペグインターフェロンアルファ-2b、他のアルファインターフェロン、他の薬、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。
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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。重要な警告のセクションに記載されている薬とメタド
ン（ドロフィン、メタドース）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。

臓器移植（体の⼀部を交換する⼿術）を受けたことがあるか、重要な警告のセクションに記載されている
状態のいずれか、または次のいずれかを経験したことがあるか、または経験し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。またはあなたの⽬や膵臓の問題。

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。ペグイン
ターフェロンアルファ-2b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-2b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-2bは、眠気を催したり、めまいを起こしたり、混乱したりする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-2bによる治療中に、発熱、悪寒、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-2b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-2bを注射することをお勧めしま
す。

治療中は⼗分な休息と定期的な軽い運動を計画してください。治療中に安全に運動する⽅法について
は、医師に相談してください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

ペグインターフェロンアルファ-2bによる治療中は、毎⽇少なくとも10杯の⽔またはカフェインやアルコールを含
まない透明なジュースを飲んでください。治療の最初の数週間は、⽔分を⼗分に飲むように特に注意してくださ
い。

治療中は必ずよく⾷べてください。胃のむかつきや⾷欲がない場合は、健康的なスナックや少量の⾷事を1
⽇中⾷べてください。

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、服⽤予定⽇の翌⽇までに忘れた場合は、忘れた分はすぐに飲んでください。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。数⽇経過するまで飲み忘れた場合は、医師の診察を
受けてください。医師に相談せずに、次の服⽤を2倍にしたり、週に1回以上服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-2b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-2bを注射した場所のあざ、痛み、発⾚、腫れ、かゆみ、または炎症
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吐き気

嘔吐

⾷欲減少

物事の味の変化

下痢

便秘

胸焼け

減量

頭痛

めまい

錯乱

抜け⽑または薄⽑

かゆみ

集中⼒の低下

いつも寒いまたは暑い

お肌の変化

⼝渇

発汗

フラッシング

⿐⽔

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

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。

発疹

じんましん

嚥下困難

顔、喉、⾆、唇、⽬、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

嗄声

速いハートビート

薄い肌

腰痛
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ペグインターフェロンアルファ-2b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。ペグインターフェロ
ンアルファ-2b注射ペンは冷蔵庫に保管し、熱にさらさないでください。ペグインターフェロンアルファ-2b粉末のバイ
アルは、室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。混合後すぐに、ペグイン
ターフェロンアルファ-2b溶液をバイアルまたは注射ペンに注射するのが最善です。必要に応じて、調製したペグイン
ターフェロンアルファ-2b溶液を含むバイアルまたは注射ペンを冷蔵庫に最⼤24時間保管できます。ペグインターフェロ
ンアルファ-2bを凍結しないでください。

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、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。

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。医師は被害者をより綿密に調
べ、臨床検査を⾏いたいと思うかもしれません。

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や注射⽤品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。
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サプリメント。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。

ランド名
PEG-イントロン®
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