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インターフェロンアルファ-2b注射
（in "ter feer'on al'fa too bee）と発⾳されます

重要な警告：

インターフェロンアルファ-2b注射は、深刻または⽣命を脅かす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。狭⼼症（胸痛）や⼼臓発作などの虚⾎性障害（体の⼀部への⾎液供給が不⼗分な状態）。⾃⼰免疫疾患（免疫系が、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、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疾患）、全⾝性エリテマトーデス（SLEまたは狼瘡）を患っている、または患ったことがある場合。免疫系が

体の健康な部分を攻撃する⾃⼰免疫疾患、サルコイドーシス（肺、⽬、⽪膚、⼼臓などのさまざまな器官で免疫細胞の⼩さな塊が形成され、これらの器官の機能を妨げる状態） ）、または関節リウマチ（RA;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）; 癌; ⼤腸炎（腸の炎症）; 糖尿病; ⼼臓発作; ⾼⾎圧; ⾼トリグリセリドレベル（コレステロールに関連する脂肪）; 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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。サルコイドーシス（肺、⽬、⽪膚、⼼臓などのさまざまな臓器に免疫細胞の⼩さな塊が形成され、これらの臓器の機能

を妨げる状態）、または関節リウマチ（RA;体がその臓器を攻撃する状態）⾃分の関節、痛み、腫れ、機能喪失を引き起こします）; 癌; ⼤腸炎（腸の炎症）; 糖尿病; ⼼臓発作; ⾼⾎圧; ⾼トリグリセリドレベル（コレステロールに関連する脂肪）; 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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。サルコイドーシス

（肺、⽬、⽪膚、⼼臓などのさまざまな臓器に免疫細胞の⼩さな塊が形成され、これらの臓器の機能を妨げる状態）、または関節リウマチ（RA;体がその臓器を攻撃する状態）⾃分の関節、痛み、腫れ、機能喪失を引き起こします）; 癌; ⼤腸炎（腸

の炎症）; 糖尿病; ⼼臓発作; ⾼⾎圧; ⾼トリグリセリドレベル（コレステロールに関連する脂肪）; 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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。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。癌; ⼤腸炎（腸の炎症）; 糖尿病; ⼼臓発作; ⾼⾎圧; ⾼トリグリセリドレベル（コレステロールに関連

する脂肪）; 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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。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。癌; ⼤腸炎（腸の炎症）; 糖尿病; ⼼臓発作; ⾼⾎圧; ⾼トリグリセリドレベル（コレステロールに関連する脂肪）; 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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。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。または⼼臓、腎臓、膵臓、または甲状腺疾患。

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。発熱、悪
寒、痰（粘液）を伴う咳、喉の痛み、またはその他の感染症の兆候; より頻繁に、または痛み、胸痛を伴
う排尿; 不整脈; 気分や⾏動の変化; うつ; 過去にストリートドラッグやアルコールを使⽤したことがある場
合は、それらを再び使⽤し始めます。過敏性（簡単に動揺する）; ⾃分を殺したり傷つけたりすることに
ついての考え。攻撃的または暴⼒的な⾏動; 呼吸困難; 胸痛; 歩⾏または発話の変化; あなたの体の⽚側の衰
弱または衰弱; かすみ⽬または視⼒喪失; 重度の腹痛; 異常な出⾎またはあざ; 濃い⾊の尿; 明るい⾊の排便; 
または⾃⼰免疫疾患の悪化。

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、インターフェロンアルファ-2bに対する体
の反応をチェックするための特定の検査を命じます。
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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。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

インターフェロンアルファ-2b注射は、多くの症状を治療するために使⽤されます。

インターフェロンアルファ-2b注射が使⽤されます

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、単独でまたはリバビリン（コペガス、レベトール、リバビリン）と組み合わせて、

肝臓の損傷の兆候を⽰している⼈々の慢性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）を治療
するために、

有⽑細胞⽩⾎病（⽩⾎球がん）を治療するために、

⽣殖器疣贅を治療するために、

後天性免疫不全症候群（AIDS）に関連するカポジ⾁腫（体のさまざまな部分で異常な組織を成⻑させる癌
の⼀種）を治療するために、

癌を取り除くための⼿術を受けた特定の⼈々の悪性黒⾊腫（特定の⽪膚細胞で始まる癌）を治療するた
めに、

濾胞性⾮ホジキンリンパ腫（NHL;成⻑の遅い⾎液がん）を治療するための別の薬と⼀緒に。

インターフェロンアルファ-2bは免疫調節剤と呼ばれる薬のクラスにあります。インターフェロンアルファ-2bは、体内のウイル

ス量を減らすことにより、C型肝炎ウイルス（HCV）およびB型肝炎ウイルス（HBV）の治療に効果があります。インターフェロ

ンアルファ-2bは、B型肝炎またはC型肝炎を治療したり、肝硬変（瘢痕化）、肝不全、肝臓がんなどのこれらの感染症による合

併症の発症を予防したりすることはできません。また、B型またはC型肝炎が他の⼈に広がるのを防ぐことはできません。イン

ターフェロンアルファ-2bが癌や⽣殖器疣贅を治療するためにどのように機能するかは正確にはわかっていません。

わあ、この薬を使うべきですか？

インターフェロンアルファ-2bは、液体と混合するためのバイアル内の粉末として、および⽪下（⽪膚のす
ぐ下）、筋⾁内（筋⾁内）、静脈内（静脈内）、または病変内（病変内）のいずれかに注射するための溶液
として提供されます）。注射⽇のほぼ同じ時間に、通常は午後遅くまたは⼣⽅に薬を注射するのが最善で
す。

あなたが持っている場合：

HCV、週に3回、⽪下または筋⾁内に薬を注射します。
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HBV、通常16週間、週に3回、⽪下または筋⾁内に薬剤を注射します。

有⽑細胞⽩⾎病の場合は、筋⾁内または⽪下に週に3回、最⻑6か⽉間注射します。

悪性黒⾊腫の場合は、薬剤を5⽇間連続して4週間静脈内注射し、その後、週に3回48週間⽪下注射しま
す。

濾胞性黒⾊腫、最⼤18か⽉間、週に3回⽪下注射します。

性器いぼ、病変内に週に3回、隔⽇で3週間注射し、その後、治療を最⼤16週間継続することができま
す。

カポジ⾁腫は、⽪下または筋⾁内に週に3回、16週間にわたって薬剤を注射します。

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。指⽰どおりにインターフェロンアルファ-2b注射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。

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、使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。

インターフェロンアルファ-2bの初回投与は、診療所で⾏われます。その後、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。インターフェロンアルファ-2bを初めて
使⽤する前に、あなたまたは注射を⾏う⼈は、それに伴う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。他の⼈があなたのために薬を注
射する場合は、その⼈が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。

この薬を⽪下注射する場合は、インターフェロンアルファ-2bを胃の領域、上腕、または太もものどこにでも注射
します。ただし、ウエストラインの近くまたはへその周り（腹ボタン）は除きます。炎症を起こした、傷ついた、
⾚くなった、感染した、または傷ついた⽪膚に薬を注射しないでください。

この薬を筋⾁内注射する場合は、上腕、太もも、または臀部の外側にインターフェロンアルファ-2bを注射してくだ
さい。同じスポットを2回続けて使⽤しないでください。炎症を起こした、傷ついた、⾚くなった、感染した、また
は傷ついた⽪膚に薬を注射しないでください。

この薬を病巣内に注射する場合は、いぼの付け根の中央に直接注射してください。

インターフェロンアルファ-2b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捨て、使⽤済みの薬瓶はゴミ箱に捨ててください。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。

インターフェロンアルファ-2bを使⽤する前に、バイアル内の溶液を確認してください。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、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に⼊っている場合は、溶液を使⽤しないでください。
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インターフェロンアルファ-2bのバイアルは⼀度に1つだけ混合する必要があります。あなたがそれを注射する
ことを計画する直前に薬を混ぜることが最善です。ただし、事前に薬を混ぜて冷蔵庫に保管し、24時間以内に
使⽤することができます。必ず冷蔵庫から薬を取り出し、室温に戻してから注射してください。

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。

この薬の⽤途

インターフェロンアルファ-2bは、D型肝炎ウイルス（HDV;ウイルスによる肝臓の腫れ）、基底細胞癌（⽪膚癌の⼀
種）、⽪膚T細胞リンパ腫（CTCL、⽪膚癌の⼀種）の治療にも使⽤されることがあります。 ）、および腎臓がん。あ
なたの状態のためにこの薬を使⽤することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

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？

インターフェロンアルファ-2b注射を受ける前に、

インターフェロンアルファ-2b注射、PEG-インターフェロンアルファ-2b（PEG-イントロン）およびPEG-イ
ンターフェロンアルファ-2a（ペガシス）を含む他のインターフェロンアルファ薬、その他の薬、アルブミ
ン、またはインターフェロンアルファ-2b注射の他の成分のいずれか。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。

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。テルビブジン（Tyzeka）、テオフィリン（Elixophyllin、Theo-24、
Theochron）、またはジドブジン（Retrovir、Combivir、Trizivir）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。

重度の肝疾患または⾃⼰免疫性肝炎（免疫系の細胞が肝臓を攻撃する状態）があるかどうかを医師に伝えてく
ださい。あなたの医者はおそらくインターフェロンアルファ-2b注射を使⽤しないようにあなたに⾔うでしょ
う。

臓器移植（体内の臓器を交換する⼿術）を受けたことがあり、免疫系を抑制する薬を服⽤している場合は、
医師または薬剤師に伝えてください。また、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かどうかを医師に伝えてください：貧⾎（低⾚⾎球）または低⽩⾎細胞、出⾎
の問題、または肺塞栓症を含む⾎餅（ PE;肺の⾎餅）、肺炎などの肺疾患、肺動脈性肺⾼⾎圧症（PAH;肺に
⾎液を運ぶ⾎管の⾼⾎圧、息切れ、めまい、疲労を引き起こす）、慢性閉塞性肺疾患（COPD;肺と気道に影
響を与える病気のグループ）、または⽬の問題。

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。インターフェロンア
ルファ-2b注射を受けている間に妊娠した場合は、医師に連絡してください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、インターフェロンアルファ-2bを投与されていることを医師または⻭科医に
伝えてください。

注射を受けた後、頭痛、発汗、筋⾁痛、倦怠感などのインフルエンザのような症状が出る可能性があることを知っ
ておく必要があります。あなたの医者はアセトアミノフェンを取るようにあなたに⾔うかもしれません
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（タイレノール）、これらの症状を助けるための市販の痛みと発熱の薬。これらの症状の管理が困難な
場合や重篤になる場合は、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？

最初のインターフェロンアルファ-2b治療中は、⼗分な⽔分を飲むように注意してください。

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？

インターフェロンアルファ-2b注射の⽤量を逃した場合は、覚えているか、与えることができるようになったらすぐに次の⽤量

を注射してください。インターフェロンアルファ-2b注射を2⽇続けて使⽤しないでください。飲み忘れた分を補うために2回分

を注射しないでください。服⽤し忘れて、何をすべきかについて質問がある場合は、医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？

インターフェロンアルファ-2b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。

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

筋⾁痛

味覚能⼒の変化

脱⽑

めまい

⼝渇

集中⼒の問題

寒いまたは暑い

体重の変化

⽪膚の変化

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、緊急治療を受けてください。

発疹

じんましん

⽪膚の剥離

かゆみ

呼吸困難または嚥下困難

⽬、顔、⼝、⾆、または喉の腫れ

視⼒の変化
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胃の痛み、圧痛または腫れ

⽪膚や⽬の⻩変

極度の倦怠感

錯乱

下痢

⾷欲減少

吐き気

嘔吐

背中の痛み

意識の喪失

⼿や⾜のしびれ、灼熱感、うずき

インターフェロンアルファ-2b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。混ぜたらすぐに使ってください。混合後24時間まで冷蔵庫で保存できま
す。古くなった、または不要になった薬は捨ててください。あなたの薬の適切な処分についてあなたの薬剤師
に相談してください。

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]

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？

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。
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