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インフリキシマブ注射
（flix'I mab）と発⾳されます

知らせ：
インフリキシマブ注射、インフリキシマブ-dyyb注射、およびインフリキシマブ-abda注射は、⽣物学的薬剤
（⽣物から作られた薬剤）です。バイオシミラーのインフリキシマブ-dyyb注射とインフリキシマブ-abda注射
は、インフリキシマブ注射と⾮常によく似ており、体内でのインフリキシマブ注射と同じように機能します。
したがって、インフリキシマブ注射製品という⽤語は、この議論でこれらの薬剤を表すために使⽤されます。

重要な警告：

インフリキシマブ注射製品は、感染症と戦う能⼒を低下させ、全⾝に広がる可能性のある重度のウイルス感染
症、細菌感染症、真菌感染症などの重篤な感染症にかかるリスクを⾼め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、糖尿病や免疫系に影響を与える状態があるかどうか、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
に伝えてください。お住まいの地域で感染症がより⼀般的かどうかわからない場合は、医師にご相談くださ
い。また、アバタセプト（オレンシア）などの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。アナキンラ（キネレット）; メトトレキサート（Otrexup、Rasuvo、Trexall、Xatmep）; 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（Orapred ODT、Pediapred、
Prelone）、またはプレドニゾンなどのステロイド; またはトシリズマブ（アクテムラ）。

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; 極度
の倦怠感; 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; 下痢; 胃痛; または
他の感染の兆候。
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結核（TB、重度の肺感染症）またはB型肝炎（肝臓に影響を与えるウイルス）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、インフリキシマブ注射剤は、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、インフリキシマブ注射製品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、結核がよく⾒られる場所に住んでいたか、訪れたことがあるか、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。次の結核の症状がある場合は、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、発
熱、寝汗。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。

インフリキシマブ注射剤または同様の薬剤を投与された⼀部の⼦供、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。インフリキシマブ製品または同様の薬を服⽤した⼀部の10代および若い成⼈男

性は、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、短期間で死亡す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（アザチオプリン、ア

ザサン、イムラン）または6-メルカプトプリン（プリネトール、プリキサン）。お⼦さんが何らかの種類のがんにかかったことがあるかど

うかをお⼦さんの医師に伝えてください。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。インフリキシマブ注射

剤を⼦供に与えるリスクについては、⼦供の医師に相談してください。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。インフリキシマブ注射剤を⼦供に与えるリスクについては、⼦供の医師に相談してください。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。インフリキシマブ注射剤を⼦供に与えるリスクについては、⼦供の医師に相談してください。

インフリキシマブ注射剤による治療を開始するとき、および薬を受け取るたびに、医師または薬剤
師から製造元の患者情報シート（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。

インフリキシマブ注射剤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？

インフリキシマブ注射製品は、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。
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メトトレキサート（Rheumatrex、Trexall）でも治療されている関節リウマチ（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）、

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、発熱を引き起こす状態）6歳以上の
成⼈と⼦供で、他の薬で治療しても改善しない、

成⼈および6歳以上の⼩児の潰瘍性⼤腸炎（⼤腸の粘膜の腫れやただれを引き起こす状態）で、
他の薬で治療しても改善しない、

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）、

他の治療法が適切でない場合の成⼈のプラーク乾癬（体の⼀部の領域に⾚い鱗状の斑点が形成さ
れる⽪膚病）、

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）。

インフリキシマブ注射製品は、腫瘍壊死因⼦-α（TNFalpha）阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれていま
す。それらは、炎症を引き起こす体内の物質であるTNF-αの作⽤をブロックすることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

インフリキシマブ注射製品は、滅菌⽔と混合され、医師または看護師によって静脈内（静脈内）に投与さ
れる粉末として提供されます。それは通常、2〜8週間に1回、より頻繁にあなたの治療の開始時に、そし
てあなたの治療が続くにつれてより少ない頻度で診療所で与えられます。インフリキシマブの注射剤の全
⽤量を受け取るには、約2時間かかります。

インフリキシマブ注射剤は、注⼊中およびその後2時間のアレルギー反応を含む、深刻な副作⽤を引き起こ
す可能性があります。この間、医師または看護師があなたを監視し、あなたが薬に対して深刻な反応を⽰
していないことを確認します。インフリキシマブ注射剤に対する反応を治療または予防するために、他の
薬が投与される場合があります。注⼊中または注⼊直後に次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに
医師または看護師に伝えてください。発疹; かゆみ; 顔、⽬、⼝、喉、⾆、唇、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢
の腫れ; 呼吸困難または嚥下困難; フラッシング; めまい; 失神; 熱; 寒気; 発作; 視⼒喪失; と胸の痛み。

インフリキシマブ注射製品はあなたの症状をコントロールするのに役⽴つかもしれませんが、あなたの状態を
治すことはありません。あなたの医者はあなたを注意深く⾒守り、インフリキシマブ注射製品があなたのため
にどれだけうまくいくかを⾒ます。関節リウマチやクローン病の場合は、必要に応じて医師が受け取る薬の量
を増やすことがあります。クローン病があり、14週間経っても症状が改善しない場合は、医師がインフリキシ
マブ注射剤による治療を中⽌することがあります。治療中にどのように感じているかを医師に伝えることが重
要です。

この薬の⽤途

インフリキシマブ注射剤は、ベーチェット症候群（⼝や⽣殖器の潰瘍、体のさまざまな部分の炎症）の
治療にも使⽤されることがあります。あなたの状態のためにこの薬を使⽤することの可能なリスクにつ
いてあなたの医者に相談してください。

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604023.html 3/7



4/14 / 22、16：24 インフリキシマブ注射：MedlinePlus医薬品情報

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？

インフリキシマブ注射剤を使⽤する前に、
インフリキシマブ、インフリキシマブ-axxq、インフリキシマブ-dyyb、インフリキシマブ-アブダ、ネズミ（マウス）
タンパク質から作られた薬、その他の薬、またはインフリキシマブ、インフリキシマブ-dyybの成分にアレルギーがあ
る場合は、医師と薬剤師に伝えてください。またはインフリキシマブ-アブダ注射。アレルギーのある薬がネズミのタ
ンパク質から作られているかどうかわからない場合は、医師または薬剤師に相談してください。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。重要な警告のセクションに記載されている薬と、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（Elixophyllin、
Theo-24、Theochron）などの抗凝固薬（抗凝⾎剤）のいずれか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。

⼼不全（⼼臓が体の他の部分に⼗分な⾎液を送り出せない状態）があるかどうか、またはこれまでに経験したことがあるか
どうかを医師に伝えてください。あなたの医者はあなたにインフリキシマブ注射製品を使わないように⾔うかもしれませ
ん。

あなたが光線療法（⽪膚を紫外線にさらすことを含む乾癬の治療）で治療されたことがあるかどうか、
そして多発性硬化症（MS;喪失神経損傷による協調、脱⼒感、しびれ）、ギランバール症候群（脱⼒
感、うずき、突然の神経損傷による⿇痺の可能性）または視神経炎（⽬から脳にメッセージを送る神経
の炎症）; 体のあらゆる部分のしびれ、灼熱感、またはうずき; 発作; 慢性閉塞性肺疾患（COPD;肺と気
道に影響を与える疾患のグループ）; あらゆる種類の癌; あなたの⾎液に影響を与える出⾎の問題や病
気; 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。イ
ンフリキシマブ注射剤の使⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。妊娠中にインフリキシマブ注射剤
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、インフリキシマブ注射製品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。

最近ワクチンを接種したかどうかを医師に伝えてください。また、予防接種を受ける必要があるかどうか
を医師に確認してください。医師に相談せずに予防接種を受けないでください。インフリキシマブによる
治療を開始する前に、成⼈と⼦供がすべての年齢に適したワクチンを接種することが重要です。

インフリキシマブ注射剤を投与してから3〜12⽇後にアレルギー反応が遅れる可能性があることを知っ
ておく必要があります。治療後数⽇以上後に次の症状のいずれかが発⽣した場合は、医師に相談して
ください。筋⾁または関節の痛み。熱; 発疹; じんましん; かゆみ; ⼿、顔、または唇の腫れ; 嚥下困難; 
喉の痛み; と頭痛。

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。
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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？

インフリキシマブ注射剤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

胸焼け

頭痛

⿐⽔が出る

⼝の中の⽩い斑点

膣のかゆみ、灼熱感、痛み、またはその他のイースト菌感染症の兆候

フラッシング

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。

太陽の下で悪化する頬や腕の発疹を含む、あらゆる種類の発疹

胸痛

不整脈

腕、背中、⾸、または顎の痛み

胃痛

⾜、⾜⾸、胃、または下肢の腫れ

突然の体重増加

呼吸困難

かすみ⽬または視⼒の変化

腕や脚（特に体の⽚側）または顔の突然の脱⼒感

筋⾁や関節の痛み

体のあらゆる部分のしびれやうずき

突然の混乱、話すことの問題、または理解の問題

突然の歩⾏困難

めまいまたは失神

バランスまたは協調の喪失

突然の激しい頭痛

発作

⽪膚や⽬の⻩変

濃い⾊の尿
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⾷欲減少

胃の右上部分の痛み

異常なあざや出⾎

⾎便

薄い肌

⽪膚の⾚い鱗状の斑点または膿で満たされた隆起

インフリキシマブ注射は、リンパ腫（感染と戦う細胞で発⽣する癌）やその他の癌を発症するリスクを⾼める
可能性があります。インフリキシマブ注射製品を投与されるリスクについては、医師に相談してください。

インフリキシマブ注射剤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？

あなたの医者は彼または彼⼥のオフィスに薬を保管します。

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、インフリキシマブ注射製品に対する体の反
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。

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。

ランド名
Avsola®（インフリキシマブ-axxq）

インフリキシマブ®（インフリキシマブ-dyyb）
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レミケード®（インフリキシマブ）

レンフレキシス®（インフリキシマブ-アブダ）

それらの名前

抗腫瘍壊死因⼦-α

抗TNF-α

cA2

最終改訂⽇-2021年3⽉15⽇
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