
添付⽂書：患者への情報

顆粒球1300万IU/mL、注射/注⼊⽤溶液⽤の粉末および溶媒
満たされた注射器

顆粒球3400万IU/mL、注射/注⼊⽤溶液⽤の粉末および溶媒
満たされた注射器
レノグラスチム

あなたにとって重要な情報が含まれているので、この薬を服⽤し始める前に、このリーフレットのすべ
てを注意深く読んでください。

•このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません

•さらに質問がある場合は、医師または薬剤師に尋ねてください
•この薬はあなただけに処⽅されています。他⼈に渡さないでください。彼らの病気の兆候があなたのものと同じで
あっても、それは彼らに害を及ぼす可能性があります
•副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作
⽤が含まれます。セクション4を参照してください。

このリーフレットの内容：
1.顆粒球とは何か、そしてそれが何のために使われるか
2.顆粒球を摂取する前に知っておくべきこと
3.顆粒球の摂取⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.顆粒球の保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.顆粒球とは何か、そしてそれが何のために使われるか

あなたの薬の名前は、顆粒球、注射/注⼊⽤の粉末および溶媒（このリーフレットでは顆粒球と呼ばれます）です。顆粒
球には、レノグラスチムと呼ばれる薬が含まれています。これは、サイトカインと呼ばれる薬のグループに属していま
す。

顆粒球は、感染と戦う⾎球をより多く作るためにあなたの体を助けることによって機能します。
•これらの⾎球は⾻髄で作られています。
•顆粒球は、⾻髄が「⾎液幹細胞」と呼ばれる細胞を増やすように促します。
•次に、これらの若い⾎球を完全に機能する⾎球に変えるのに役⽴ちます。
•特に、好中球と呼ばれる⽩⾎球の⽣成を助けます。好中球は感染症と戦う上で重要
です。

顆粒球が使⽤されます：
••がん治療後、⽩⾎球のレベルが低すぎる場合（「好中球減少症」と呼ばれます） がんのいくつかの治療法

（「化学療法」とも呼ばれます）は⾻髄に影響を及ぼします。これにより、⽩⾎球の数を減らすことができ
ます。特に好中球に影響を及ぼし、「好中球減少症」と呼ばれます。それはあなたの体がより多くの⽩⾎球
を⽣成することができるまで続きます。好中球の数が少ないと、感染しやすくなります。これらは時々⾮常
に深刻になる可能性があります。顆粒球は、細胞のレベルが低い時間を短縮するのに役⽴ちます。それはあ
なたの体に新しい⽩⾎球を作るように促すことによってこれを⾏います。

TITLE - LENOGRASTIM / GRANOCYTE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-lenograstim-granocyte-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1577.pdf


••⾃分の⾎液幹細胞を増やす必要がある場合（「動員」と呼ばれます）
顆粒球は、⾻髄が⾎液幹細胞を⽣成するのを促進するために使⽤できます。これは「動員」と呼ばれ
ます。これは、単独で、またはおそらく化学療法後に発⽣する可能性があります。これらの⾎液幹細
胞はあなたの⾎液から取り出され、特別な機械を使⽤して収集されます。その後、⾎液幹細胞を保存
して輸⾎で返すことができます。

••⾻髄または造⾎幹細胞移植後
⾻髄または造⾎幹細胞移植を受ける場合は、最初に⾼線量の化学療法または全⾝照射が⾏わ
れます。これはあなたの病気の細胞を殺すことです。その後、⾻髄または造⾎幹細胞移植が
輸⾎として⾏われます。新しい⾻髄が新しい⾎球（⽩⾎球を含む）の⽣成を開始するまでに
は少し時間がかかります。顆粒球はあなたの体があなたの新しい⽩⾎球の回復をスピード
アップするのを助けます。

••⾎液幹細胞を寄付したいとき
顆粒球は健康なドナーにも使⽤できます。ここで彼らは⾻髄に余分な⾎液幹細胞を⽣成するように
促します。これは動員と呼ばれます-上記を参照してください。これらの健康なドナーは、⾎液幹細
胞を必要とする⼈に献⾎することができます。

顆粒球は、成⼈、⻘年、および2歳以上の⼦供に使⽤できます。
2.顆粒球を服⽤する前に知っておくべきこと顆粒球を服
⽤しないでください。

•レノグラスチムまたはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギーがある場合（セクションに記載されています
6）。アレルギー反応の兆候には、発疹、嚥下または呼吸の問題、唇、顔、喉、または⾆
の腫れが含まれます。
•「⾻髄がん」と呼ばれる種類のがんがある場合。ただし、55歳以上の場合、特定のケースで「急
性⾻髄性⽩⾎病」と新たに診断された場合は、顆粒球コロニー刺激因⼦を使⽤できます。
•同じ⽇に癌の化学療法を受けている場合。

上記のいずれかに該当する場合は、この薬を服⽤しないでください。顆粒球を投与する前に、医師
または薬剤師に相談してください。

警告と注意事項
この薬を服⽤する前に、医師または薬剤師に相談してください。

•病気、特にアレルギー、感染症、腎臓や肝臓の問題を経験したことがある場合。
•顆粒球が鎌状⾚⾎球症を引き起こす可能性があるため、鎌状⾚⾎球症または鎌状⾚⾎球形質がある場
合。

次のような場合は、顆粒球の治療中すぐに医師に相談してください。
•顔や⾜⾸の腫れ、尿や茶⾊の尿の⾎、または通常よりも排尿量が少ないことに気付く

これが当てはまるかどうかわからない場合は、顆粒球コロニー刺激因⼦を服⽤する前に医師または薬剤師に相談してください。

レノグラスチムによる治療中、⼀部の患者は静脈や動脈に⾎栓を発症しているため、医師は追加
のモニタリングを勧める場合があります（セクション4「起こりうる副作⽤」も参照）。

⼤動脈（⼼臓から体に⾎液を運ぶ⼤きな⾎管）の炎症は、癌患者や健康なドナーでは
めったに報告されていません。症状には、発熱、腹痛、倦怠感、腰痛、炎症マーカーの
増加などがあります。これらの症状が出た場合は医師に相談してください。
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⼦供と⻘年
この薬を服⽤する前に医師に相談してください。

▪あなたまたはあなたの⼦供が「急性リンパ性⽩⾎病」と呼ばれる種類の癌を患っており、あなたまたはあな
たの⼦供が18歳未満である場合。

他の薬と顆粒球
他の薬を服⽤している、または最近服⽤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。これには、薬草を含む処⽅箋なしで⼊⼿した薬が含まれます。

⾎液幹細胞を提供したいが、抗凝固治療（ワルファリンやヘパリンなど）を受けている場合は、顆粒
球を始める前に医師がこれを知っていることを確認してください。また、他に⾎液凝固の問題がある
ことがわかっている場合は、それらに伝えてください。

抗がん化学療法を受けている場合は、治療開始前24時間から治療終了後24時間までの間は
顆粒球を使⽤しないでください。

妊娠と授乳
妊娠中、妊娠する可能性がある、授乳中の⽅は、医師の指⽰がない限り、この薬を服⽤しない
でください。妊娠中または授乳中の⽅、妊娠中または出産予定の⽅は、この薬を服⽤する前に
医師に相談してください。顆粒球は、妊娠中の⼥性や授乳中の⼥性ではテストされていませ
ん。

機械の運転と使⽤
機械または⼯具を運転または使⽤する能⼒に対する顆粒球の影響は知られていない。ツールや機械を運転または使⽤す
る前に、顆粒球がどのように影響するかを確認してください。

顆粒球にはフェニルアラニンが含まれています。
この薬は、各バイアルに10mgのフェニルアラニン（再構成後10mg / mL）を含んでいます。

フェニルケトン尿症（PKU）は、体が適切に除去できないためにフェニルアラニンが蓄積するまれな
遺伝性疾患である場合、フェニルアラニンは有害である可能性があります。

顆粒球にはナトリウムが含まれています
この薬には、バイアルあたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）が含まれています。つまり、本質的に「ナトリウムを含まない」ということです。

3.顆粒球の摂取⽅法
顆粒球は、経験豊富な腫瘍学または⾎液学センターの監督下で投与する必要があります。それは通常、医
師、看護師、または薬剤師によって与えられます。それは注射または注⼊で与えられます。

しかし、何⼈かの患者は彼ら⾃⾝に注射を与える⽅法を教えられました。この薬の投与⽅法に
ついて質問がある場合は、医師、看護師、または薬剤師に相談してください。

どのくらいの顆粒球が与えられますか
なぜ顆粒球が与えられているのかわからない場合、または顆粒球がどれだけ与えられているかについて
質問がある場合は、医師、看護師、または薬剤師に相談してください。
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⾻髄移植後、化学療法後、または造⾎幹細胞の動員後
化学療法
•あなたの医者はあなたの体の表⾯積に応じてあなたに与える量を計算します。これはあなたの
体重と⾝⻑を使って解決されます。これは「平⽅メートル」で測定されます。

2
'm'と表記
•顆粒球の通常の投与量は、1⽇あたり体表⾯積1m²あたり19.2 MIU（150マイクログラ
ム）です。2歳以上の⼦供と⻘年の線量は⼤⼈と同じです。」
•顆粒球コロニー刺激因⼦を摂取する⽇数は、医師が決定します。あなたはそれを最⼤28⽇間与えられるかもしれ
ません
•化学療法後に顆粒球が⾎液幹細胞の動員のために与えられると、医師は⾎液幹細胞の収集
がいつ⾏われるかを教えてくれます

顆粒球のみによる⾎液幹細胞動員⽤
•あなたの医者はあなたの体重に応じてあなたに与える量を計算します。
•顆粒球の通常の投与量は、毎⽇体重1kgあたり1.28MIU（10マイクログラム）です。2歳
以上の⼦供と⻘年の線量は⼤⼈と同じです。」
•4〜6⽇間、⽪下注射として顆粒球が投与されます。
•⾎液幹細胞の収集は、5〜7⽇後に⾏われます。

GRANOCYTE1,300万IU/mLは、体表⾯積が最⼤0.7m²の患者に使⽤できます。
GRANOCYTE3,400万IU/mLは、体表⾯積が最⼤1.8m²の患者に使⽤できます。
必要以上に顆粒球を摂取した場合
あなたが医者、看護師または薬剤師によってこの薬を与えられた場合、彼らがあなたにあまりにも多くの薬を与えることは
ありそうにありません。彼らはあなたの進歩を監視し、線量をチェックします。なぜ薬を服⽤しているのかわからない場合
は、必ず尋ねてください。

顆粒球コロニー刺激因⼦を過剰に摂取する場合は、医師に相談するか、すぐに病院に⾏ってください。この薬パックを
持っていきましょう。これは、医師があなたが何を服⽤したかを知るためです。量が多すぎると、特に悪い副作⽤が発
⽣する可能性があります。あなたが持っているかもしれない最もありそうな問題は筋⾁と⾻の痛みです。

顆粒球を服⽤するのを忘れた場合
忘れた注射を補うために2回分を服⽤しないでください。あなたが何をすべきかを教えてくれるあなたの医者に
常に話しかけてください。

⾎液検査
あなたがこの薬を服⽤している間、医師はあなたを監視する必要があります。彼らは定期的な⾎液検査を⾏う必
要があります。これらはあなたの異なる⾎液細胞（好中球、他の⽩⾎球、⾚⾎球、⾎⼩板）のレベルをチェック
します。

他の医師によって⾏われる可能性のある他の⾎液検査は、顆粒球を持っている間に変化を⽰す
ことがあります。⾎液検査を受けている場合は、顆粒球を持っていることを医師に伝えること
が重要です。⽩⾎球の数が増え、⾎⼩板の数が減り、酵素レベルが上がる可能性があります。
これらの変化は通常、顆粒球の摂取をやめた後に改善します。⾎液検査を受けている場合は、
顆粒球を持っていることを医師に伝えることが重要です。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。4.
起こりうる副作⽤
すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

承認済み‒2020年11⽉ 機密 4/10ページ



がん患者と健康なドナーの場合：
顆粒球コロニー刺激因⼦の服⽤を中⽌し、次の場合はすぐに医師に相談してください。

•おなかの左上または左肩の痛み。これらは、脾臓のサイズが⼤きくなっている兆候であ
る可能性があります。これは脾腫と呼ばれる⼀般的な副作⽤ですが、⾮常にまれな副作⽤
で脾臓が裂けることがあります。
•「アナフィラキシーショック」と呼ばれる⾮常に深刻なアレルギー反応があります。これは突然の⽣
命を脅かす反応です。兆候には、失神、脱⼒感、呼吸困難、顔のむくみなどがあります。これは⾮常
にまれな副作⽤です。
•呼吸に問題があります。兆候には咳、発熱が含まれます。そうしないと、簡単に息切れする可能性があり
ます。これらは、⾮常にまれな副作⽤である急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の兆候である可能性がありま
す。
•次のいずれか、または次の副作⽤の組み合わせがあります。腫れや腫れ。これは、⽔の
通過頻度の低下、呼吸困難、腹部の腫れや膨満感、⼀般的な倦怠感に関連している可能性
があります。これらの症状は⼀般的に急速に進⾏します。これらは、「⽑細⾎管漏出症候
群」と呼ばれるまれな（100⼈に1⼈に影響を与える可能性がある）状態の症状である可
能性があり、⾎液が⼩⾎管から体内に漏れ、緊急の医療処置が必要になります。

•腎臓障害（⽷球体腎炎）があります。顆粒球を投与された患者に腎臓損傷が⾒られました。
顔や⾜⾸の腫れ、尿や茶⾊の尿の⾎、または通常よりも排尿が少ないことに気付いた場合
は、すぐに医師に連絡してください。

次のいずれかの副作⽤がある場合は、できるだけ早く医師または薬剤師に伝えてください。

⾮常に⼀般的な副作⽤（（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）：
•⾻、筋⾁、関節、背中、脚や腕の痛み、頭痛、発熱、気分が悪くなる（吐き気）。それが起
こった場合、痛みは通常の鎮痛剤でコントロールすることができます。
•肝機能に関連するものを含む⾎液検査の⼀時的な変化。通常、追加の予防措置を必要とせ
ず、薬を⽌めた後に正常化します。
•⾎液幹細胞の提供後、あなたは疲れを感じるかもしれません。それはあなたの⾚⾎球の低
下のためです。⽩⾎球数が短期間で⾼くなることがあります。また、⾎⼩板数が減少し、
通常よりも出⾎やあざができやすくなる場合があります。

⼀般的な副作⽤（（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：
•注射部位での反応。
•⼀般的な痛みと腹痛を含む痛み

まれな副作⽤（（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：
•⾎の咳（喀⾎）。

レア（（1,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：
•肺からの出⾎（肺出⾎）。
•⼤動脈（⼼臓から体に⾎液を運ぶ⼤きな⾎管）の炎症。セクション2を参照してください。

⾮常にまれな副作⽤（（10,000⼈に1⼈まで影響を与える可能性があります）：
•腕や脚の梅⾊の隆起した部分、時には顔や⾸に発熱があるなどの⽪膚の問題（「⽢い症候
群」の兆候）。発熱を伴う⾚いしこりが発⽣することもあります
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頭痛（「ライエル症候群」の兆候）。また、発熱や関節痛を伴う、脚の⾚いあざや体の潰
瘍などの他の⽪膚の問題もあります。
•アレルギー反応。兆候には、発疹、嚥下および呼吸の問題、唇、顔、喉、または⾆の腫れが
含まれます。

不明（（利⽤可能なデータから頻度を推定することはできません）：
▪炎症を⽰す⾎液検査の結果（例：C反応性タンパク質の増加）。
▪静脈および動脈における⾎栓の形成。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていな
い可能性のある副作⽤が含まれます。副作⽤を直接報告することもできます（以下の詳細を参照）。
英国-イエローカードスキームのウェブサイト：
www.mhra.gov.uk/yellowcard。
アイルランド-HPRAPharmacovigilance、Earlsfort Terrace、IRL-ダブリン2; Tel：+353 1 6764971; ファックス：
+ 353 16762517。ウェブサイト：www.hpra.ie; Eメール：medsafety@hpra.ie。副作⽤を報告することにより、こ
の薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちます。

5.顆粒球の保存⽅法
この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。

有効期限（EXP）⽇以降は、グラノサイト粉末と溶媒のどの部分も溶液キットに使⽤しないでください。グ
ラノサイトパウダーの有効期限は、外側のカートンボックス、ブリスターの紙ホイル、およびグラノサイ
トの各バイアルのラベルに記載されています。溶媒（注射⽤⽔）の有効期限は、⽔が事前に充填されたシ
リンジのラベルに記載されています。

有効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。30°C以上で保管し

ないでください。凍結しないでください。

再構成または希釈後は、すぐに使⽤することをお勧めします。必要に応じて、再構成または
希釈した溶液を2°C〜8°Cで24時間まで保存できます（冷蔵庫内）。

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤師に尋
ねてください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。
6.パックの内容およびその他の情報顆粒球に
含まれるもの
•有効成分は、再構成後の1 mLあたり1340万国際単位（rHuG-CSF）1340万国際単位（105マイ
クログラムに相当）です。
•有効成分は、再構成後、1 mLあたり3,360万国際単位（263マイクログラムに相当）のレノグ
ラスチム（rHuG-CSF）です。
•粉末の他の成分は、アルギニン、フェニルアラニン、メチオニン、マンニトール（E421）、
ポリソルベート20、および希塩酸です。
認識された作⽤または効果があることが知られている賦形剤：フェニルアラニン
•溶液の再構成に使⽤される溶媒は、注射⽤⽔です。

顆粒球の外観とパックの内容
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顆粒球は、[事前に充填された注射器での注射/注⼊⽤の溶液⽤の粉末および溶媒]として提⽰されま
す。

バイアルに粉末+1mLの溶媒を、2本の針が付いたプレフィルドシリンジに⼊れます（再構成⽤
の⼤きい⽅のクリーム⾊（19G）と投与⽤の⼩さい⽅の茶⾊（26G））
顆粒球は[注射/注⼊⽤の溶液⽤の粉末および溶媒]として提⽰されます。 バイア
ル内の粉末+アンプル中の1mLの溶媒（英国市場のみ）

GRANOCYTEは1または5のパックサイズで利⽤可能です。すべてのパッ

クサイズが販売されているわけではありません

販売承認取得者 イギリス

Chugai Pharma UK Ltd、Mulliner 
House、Flanders Road、Turnham 
Green、London
W41NN。

アイルランド

チュガイファーマフランスSAS
ツアーフランクリン100/101カルティエボワル
デューラデファンス8-92042
ParisLaDéfenseCEDEXフラ
ンス

メーカー
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE、Usine de Maisons-Alfort、180 rueJean-Jaurès、BP40 
94702 Maisons-Alfort-Cedex -France

この医薬品は、EEA加盟国で次の名前で認可されています。

EEAのすべての加盟国：GRANOCYTEイタリ
ア：GRANOCYTEおよびMYELOSTIM
この薬に関する情報については、販売承認取得者の地域の代表者に連絡してください。

英国とアイルランド-ChugaiPharmaUK Ltd、Mulliner House、Flanders Road、Turnham Green、
LondonW41NN。

このリーフレットは2020年11⽉に最後に改訂されました。
<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
以下の情報は、医療またはヘルスケアの専⾨家のみを対象としています。
医療またはヘルスケアの専⾨家向けの医薬品の準備と取り扱いに関する実⽤的な情報

顆粒球バイアルは単回投与専⽤です。
微⽣物汚染のリスクの可能性を考慮して、溶媒が事前に充填されたシリンジは使い捨てです。
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顆粒球は、⽪下または静脈内に使⽤されます。 
再構成された溶液の調製
19Gニードルを使⽤して、1つのプレフィルドシリンジの抽出可能な内容物を顆粒球バイアルに無菌的に追加しま
す。

••完全に溶解するまで穏やかに攪拌します。
••激しく振らないでください。

••再構成された⾮経⼝溶液は透明で粒⼦がないように⾒えます。
19Gニードルを使⽤して、必要な量の再構成された溶液をバイアルから取り出します。
••26G針を使⽤して⽪下注射により直ちに投与する。

静脈内使⽤の場合、顆粒球は再構成後に希釈する必要があります。
顆粒球は、希釈すると、注射に⼀般的に使⽤される投与セットと互換性があります。

••0.9％⾷塩⽔（ポリ塩化ビニルバッグおよびガラス瓶）
••または5％デキストロース溶液（ガラス瓶）

GRANOCYTEを1300万IU/mLで、最終濃度が26万国際単位/ mL（2 µg / mL）未満になるよ
うに希釈することはお勧めしません。再構成されたGRANOCYTEの1バイアル1300万IU/mL
は、いかなる状況でも50mLを超えて希釈しないでください。
GRANOCYTE3400万IU/mLを、最終濃度が32万国際単位/ mL（2.5 µg / mL）未満に希釈する
ことはお勧めしません。再構成されたGRANOCYTEの1バイアル3400万IU/mLは、いかなる状
況でも100mLを超えて希釈しないでください。

未使⽤の製品/溶液または廃棄物は、地域に従って処分する必要があります
要件

™グラノサイトは中外製薬UKリミテッドの商標です。©このリーフ
レットの本⽂の著作権は中外製薬UKLimitedにあります。

A：チップキャップ（内側のラバーインサートを含む）B：ス

トッパー

C：プランジャー

針は、以下で構成される硬い個別のパッケージで保護されてい
ます。D：針鞘
E：カラーキャップ（クリーム⾊またはブラウン⾊）

F：ニードルハブ
G：針先

図1
ブリスターからバイアルを取り外
し、バイアルからプラスチック
キャップを取り外します。

図7
ニードルとシリンジをバイア
ルに取り付けたまま、バイア
ルを上下逆にします。

滅菌アルコールワイプでバイア
ルのゴム栓を清掃します。

先端が溶液中にあることを確認し
て、針を部分的に引き抜きます。
ニードルハブとシリンジを持ち、プ
ランジャーをゆっくりと引き戻し
て、次のように引き上げます。
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可能な限りすべての溶液を注
射器に⼊れます。

図2 図8
事前に充填された注射器と2本の
針（1つはクリーム⾊のキャップ
（19G）、もう1つは茶⾊の針）
を取り外します
ブリスターからの着⾊されたキャップ

（26G））。

シリンジに気泡がないか確認して
ください。気泡がシリンジ内にあ
る場合は、シリンジをまっすぐ上
に持ち、気泡が上部に浮くまでシ
リンジの側⾯を軽くたたきます。

プランジャーで気泡を押し出し
ます。

図3 図9
シリンジからチップキャップを
外し、取り外します。

ストッパーの上部が必要な量より
も次に⼤きいボリュームマーク
（0.1ml）と揃うまで、プラン
ジャーを押します。
増分）。たとえば、0.8 mlが必要
な場合は、プランジャーを0.9mlの
マークまで押します。

図4 図10
クリーム⾊の針のパッケージの両端
をしっかりと握ります。クリーム⾊
のキャップを（時計回りまたは反時
計回りに）ひねって引き抜きます。

ニードルシースを持って、ニード
ルハブをシリンジにねじ込みま
す。

バイアルを直⽴させ、ニードルを
バイアルに完全に押し込みます。
ニードルハブを持ち、シリンジを
緩めて、ニードルをバイアルに残
します。

両端の茶⾊の針のパッケージを
しっかりと握ります。茶⾊の
キャップを（時計回りまたは反
時計回りに）ひねって引き抜き
ます。ニードルシースを持っ
て、ニードルハブをシリンジに
ねじ込みます。

ニードルシースを取り外します。

図5 図11
ニードルシースを取り外しま
す。バイアルを平らな⾯に保
ち、針をゴム栓に押し込み、
プランジャーロッドをゆっく
りと押して溶媒をバイアルに
注⼊します。

シリンジに気泡がないか確認して
ください。気泡がシリンジ内にあ
る場合は、シリンジをまっすぐ上
に持ち、気泡が上に浮くまでシリ
ンジの側⾯を軽くたたきます。

プランジャーで気泡を押し出し
ます。
必要に応じて、投与量を
調整してください。
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図6 これで、GRANOCYTEを投与
する準備が整いました。⽪下
注射により直ちに投与する。

粉末が完全に溶解するまで穏やか
に回転させます。激しく振らない
でください。

⽪下注射部位の位置

管理。
フロント 戻る
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