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ゴリムマブ注射
（goe lim'ue mab）と発⾳されます

重要な警告：

ゴリムマブ注射を使⽤すると、感染症と戦う能⼒が低下し、体全体に広がる重度の真菌、細菌、またはウイルス感染症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

イオ川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。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）; メトトレキサート（リューマトレックス）; リツキシマブ（リツキサン）; 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; トシリズマブ（アクテムラ）; アダリムマブ（ヒュミラ）、セルトリズマブ（シムジア）、エタネルセプト（エンブ

レル）、インフリキシマブ（レミケード）などの他のTNF阻害薬。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）; メトトレキサート（リューマトレックス）; リツキシマブ（リツキサン）; 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; トシリズマブ（アクテムラ）; アダリムマブ（ヒュミラ）、セルトリズマブ（シムジア）、エタネルセプト（エンブレル）、

インフリキシマブ（レミケード）などの他のTNF阻害薬。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）; メトトレキサート（リューマトレックス）; リツキシマブ（リツキサン）; 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; トシリズマブ（アクテムラ）; アダリムマブ（ヒュミラ）、セルトリズマブ（シムジア）、エタネルセプト（エンブレル）、インフリキ

シマブ（レミケード）などの他のTNF阻害薬。

医師は、治療中および治療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; 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; 暖かい、⾚い、または痛みを伴う⽪膚; ⽪膚の痛み; 痛みを伴う、困難な、または頻尿; 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、ゴリムマブ注射は、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、ゴ
リムマブ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投与します。結核またはB
型肝炎を患っている、または患ったことがあるかどうか、結核が⼀般的な国を訪れたことがあるかどう
か、または結核が⼀般的であるかどうかを医師に伝えてください。
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あなたは結核を患っている⼈の周りにいました。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：咳、体重減
少、筋緊張の喪失、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。

ゴリムマブ注射や同様の薬を服⽤した⼀部の⼦供、10代の若者、および若い成⼈は、リンパ腫（感染と戦う細胞で始まる癌）を含む重度または⽣命を脅かす癌を発症しました。ゴリムマブまたは同様の薬を服⽤した10代

および若い成⼈男性の中には、肝脾T細胞リンパ腫（HSTCL）を発症しました。これは⾮常に深刻な癌であり、短期間で死に⾄ることがよくあります。HSTCLを発症した⼈のほとんどは、クローン病（体が消化管の内壁

を攻撃し、痛み、下痢、体重減少を引き起こす状態）の治療を受けていました。および発熱）または潰瘍性⼤腸炎（結腸[⼤腸]および直腸の内層に腫れや痛みを引き起こす状態）と、アザチオプリン（イムラン）または6-

メルカプトプリン（プリネトール）と呼ばれる別の薬と⼀緒にゴリムマブまたは同様の薬を服⽤します。⼦供や10代の若者は通常、ゴリムマブ注射を受けるべきではありませんが、場合によっては、医師はゴリムマブ注

射が⼦供の状態を治療するための最良の薬であると判断することがあります。ゴリムマブ注射が⼦供に処⽅されている場合は、この薬を使⽤することのリスクと利点について、⼦供の医師に相談する必要があります。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。⼦供や10代

の若者は通常、ゴリムマブ注射を受けるべきではありませんが、場合によっては、医師はゴリムマブ注射が⼦供の状態を治療するための最良の薬であると判断することがあります。ゴリムマブ注射が⼦供に処⽅されてい

る場合は、この薬を使⽤することのリスクと利点について、⼦供の医師に相談する必要があります。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。⼦供や10代の若者は通常、ゴリムマブ注射を受けるべきではありませんが、場合によっては、医師はゴリムマブ注射が⼦供の

状態を治療するための最良の薬であると判断することがあります。ゴリムマブ注射が⼦供に処⽅されている場合は、この薬を使⽤することのリスクと利点について、⼦供の医師に相談する必要があります。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。この薬を使⽤することの

リスクと利点についての医師。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。この薬を使⽤することのリスクと利点についての医師。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。

ゴリムマブ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。

ゴリムマブ注射を受け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？

ゴリムマブ注射（シンポニー）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使⽤さ
れます。

成⼈のメトトレキサート（Otrexup、Rasuvo、Trexall）とともに関節リウマチ（体が⾃⾝の関節を
攻撃して痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす状態）、

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

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）単独または成⼈のメトトレキ
サートとの併⽤、および
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潰瘍性⼤腸炎（結腸[⼤腸]および直腸の内壁に腫れやただれを引き起こす状態）は、他の薬物療法や治
療法が役に⽴たなかったり、耐えられなかったりした場合に起こります。

ゴリムマブ注射（シンポニアリア）は、次のような特定の⾃⼰免疫疾患の症状を緩和するた
めにも使⽤されます。

成⼈のメトトレキサート（Otrexup、Rasuvo、Trexall）とともに関節リウマチ（体が⾃⾝の関節を
攻撃して痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす状態）、

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

成⼈および2歳以上の⼩児の乾癬性関節炎（関節の痛みや腫れ、⽪膚のうろこを引き起こす状態）、

2歳以上の⼩児における多関節若年性特発性関節炎（PJIA;状態の最初の6か⽉間に5つ以上の関節に
影響を及ぼし、痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす⼩児関節炎の⼀種）。

ゴリムマブは、腫瘍壊死因⼦（TNF）阻害剤と呼ばれる薬剤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？

ゴリムマブ注射は、⽪下（⽪膚の下）または静脈内（静脈内）に注射するための溶液（液体）として提供
されます。関節リウマチ、乾癬性関節炎、または強直性脊椎炎を治療するためにゴリムマブを⽪下投与す
る場合、通常は⽉に1回投与されます。潰瘍性⼤腸炎を治療するためにゴリムマブを⽪下投与する場合、
通常、最初の2回の投与（0週⽬と2週⽬）では隔週に1回、その後は4週間に1回投与されます。関節リウ
マチ、強直性脊椎炎を治療するために、ゴリムマブが医療現場で医師または看護師によって静脈内投与さ
れた場合。乾癬性関節炎、または多関節若年性特発性関節炎は、通常、最初の2回の投与（0週⽬と2週
⽬）で隔週に1回、その後4週間に1回30分以上投与されます。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。指⽰どおりにゴリムマブ注
射を使⽤してください。多かれ少なかれそれを注⼊したり、医師が処⽅したよりも頻繁に注⼊したりしな
いでください。

あなたはあなたの医者のオフィスでゴリムマブ注射の最初の⽪下投与を受けます。その後、医師はあな
たが⾃分でゴリムマブを注射するか、友⼈や親戚に注射を⾏わせることを許可するかもしれません。ゴ
リムマブ注射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教えてもらいます。

ゴリムマブ注射（シンポニー）は、⽪下注射⽤のプレフィルドシリンジおよび⾃動注射装置で提供されま
す。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。注射した後も注射器やペンに溶液が残っている場合でも、再度注射しないでください。使⽤済みの注
射器とデバイスは、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またはプレフィルドオートインジェクターを冷蔵庫から取り出し、室温まで30分
間温めてから使⽤してください。カートンから取り出し、平らな⾯に置きます
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室温まで温めることができます。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。

薬剤が温まっている間は、⾃動注射装置のキャップやプレフィルドシリンジのカバーを取り外さないでください。薬を注
射する前に、5分以内にキャップまたはカバーを取り外す必要があります。取り外した後は、キャップやカバーを元に戻
さないでください。キャップを外したり、カバーを外したりしているときに注射器やデバイスを床に落とした場合は、注
射器やデバイスを使⽤しないでください。

⾃動注射装置またはプレフィルドシリンジを絶対に振らないでください。これは薬を損傷する可能性があります。

注射する前に、必ずゴリムマブ注射を⾒てください。⾃動注射装置または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薬を使⽤しないでください。損傷しているように⾒えるプレフィルドシリンジまた
は⾃動注射装置を使⽤しないでください。また、セキュリティシールが破られている場合は、⾃動注射装置を使⽤し
ないでください。プレフィルドシリンジまたは⾃動注射装置の表⽰ウィンドウを確認します。内部の液体は透明で無
⾊またはわずかに⻩⾊である必要がありますが、⼩さな⽩い粒⼦や気泡が含まれている場合があります。薬剤が曇っ
ている、変⾊している  、または⼤きな粒⼦が含まれている場合は、シリンジまたはデバイスを使⽤しないでくださ
い。

ゴリムマブを注射するのに最適な場所は、太ももの真ん中の前です。ただし、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、へその下の下部胃にゴリムマブ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。毎⽇別の場所を選んで薬を注射してくださ
い。⽪膚が⾚くなったり、傷ついたり、柔らかくなったり、硬くなったり、うろこ状になったりする場所や、傷跡
やストレッチマークがある場所には注射しないでください。

ゴリムマブ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、ゴリムマブ注射を使い続けてください。医師に相談せずにゴリムマブ注射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？

ゴリムマブ注射を使⽤する前に、
ゴリムマブ注射、他の薬、またはゴリムマブ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。また、
あなたまたはあなたがゴリムマブ注射を注射するのを⼿伝う⼈がラテックスまたはゴム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と、次の薬のいずれかに必ず⾔及
してください：ワルファリン（クマディン）、シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、
テオフィリン（Theochron、Theolair、Uniphyl）などの抗凝固剤（「⾎液希釈剤」） ）。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。

がん、乾癬（⽪膚に⾚い鱗状の斑点ができる⽪膚病）、多発性硬化症（MS、神経がない病気）などの
神経系に影響を与える状態があるかどうかを医師に伝えてください衰弱、しびれ、喪失を引き起こす
適切に機能する
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筋⾁の協調と視覚、発話、膀胱制御の問題）またはギランバレー症候群（脱⼒感、うずき、突然の神
経損傷による⿇痺の可能性）、少数のあらゆる種類の⾎球、または⼼臓病。

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。ゴ
リムマブ注射の使⽤中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。妊娠中にゴリムマブ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ワクチ
ンを受ける必要があるかもしれません。

医師に相談せずに予防接種を受けないでください。

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、覚えたらすぐに注射してください。次の服⽤時間に、次の服⽤時間に1回分を飲んでください。ただ
し、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。ゴリムマブ注射をいつ注射するかわからない場合
は、医師または薬剤師に連絡してください。

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？

ゴリムマブ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。

ゴリムマブが注射された場所の発⾚、かゆみ、あざ、痛み、または腫れ

めまい

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これら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、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。

胸痛

呼吸困難

⾜⾸や下肢の腫れ

視⼒の変化

腕や脚の脱⼒感、しびれ、またはうずき

⽪膚の⾚い鱗状の斑点または膿で満たされた隆起

⽔ぶくれ

胃の右上部分の痛み

あざができやすい、または出⾎しやすい

薄い肌

頬や体の他の部分の発疹
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太陽への感受性

関節痛

じんましん

⽬、顔、唇、⾆、⼝、または喉の腫れ

呼吸困難または嚥下困難

ゴリムマブの注射は、黒⾊腫（⽪膚がんの⼀種）、リンパ腫（感染と戦う細胞で発⽣するがん）、⽩⾎病
（⽩⾎球で発⽣するがん）、およびその他の種類のがんを発症するリスクを⾼める可能性があります。薬
を服⽤しないでください。ゴリムマブ注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

ゴリムマブ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。光から保護するために、元のカートンに薬を保管してください。

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。
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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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