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メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射
（meth ox "ee pol" ee eth'i leen glye' kol e poe'e tin bay' ta）と発⾳されます

重要な警告：

慢性腎臓病患者：

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を使⽤すると、⾎餅が脚や肺に形成されたり、移動したりするリスクが⾼まる可能性があり

ます。⼼臓病、脳卒中、深部静脈⾎栓症（DVT;脚の⾎栓）、肺塞栓症（PE;肺の⾎栓）があるかどうか、またはこれから起こるかどうかを医師に伝

えてください⼿術。⼿術を受ける前に、⻭科⼿術であっても、特に冠状動脈バイパス移植（CABG）⼿術または⾻の問題を治療する⼿術を受けてい

る場合は、メトキシポリエチレングリコールエポエチンベータ注射で治療されていることを医師または⻭科医に伝えてください。医師は、⼿術中に

⾎餅が形成されるのを防ぐために抗凝固剤（「抗凝⾎剤」）を処⽅する場合があります。⾎液透析（腎臓が機能していないときに⾎液から⽼廃物を

取り除く治療）で治療されている場合、⾎管アクセス（⾎液透析チューブが体に接続する場所）に⾎栓が形成される場合があります。⾎管へのアク

セスが通常どおり機能しなくなった場合は、医師に相談してください。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡するか、すぐに医

師の診察を受けてください。胸痛。呼吸困難または息切れ; 腫れの有無にかかわらずあなたの⾜の痛み; 涼しいまたは薄い腕または脚; 錯乱; 話すのに

苦労する; 腕または脚（特に体の⽚側）または顔の突然の脱⼒感またはしびれ; 視⼒の問題; 歩くのが難しい; めまい; バランスまたは協調の喪失; また

は失神。すぐに医師に連絡するか、すぐに医師の診察を受けてください。胸の痛み。呼吸困難または息切れ; 腫れの有無にかかわらずあなたの⾜の

痛み; 涼しいまたは薄い腕または脚; 錯乱; 話すのに苦労する; 腕または脚（特に体の⽚側）または顔の突然の脱⼒感またはしびれ; 視⼒の問題; 歩くの

が難しい; めまい; バランスまたは協調の喪失; または失神。すぐに医師に連絡するか、すぐに医師の診察を受けてください。胸の痛み。呼吸困難ま

たは息切れ; 腫れの有無にかかわらずあなたの⾜の痛み; 涼しいまたは薄い腕または脚; 錯乱; 話すのに苦労する; 腕または脚（特に体の⽚側）または

顔の突然の脱⼒感またはしびれ; 視⼒の問題; 歩くのが難しい; めまい; バランスまたは協調の喪失; または失神。

医師は、ヘモグロビンレベル（⾚⾎球に含まれるタンパク質の量）が⾚⾎球の輸⾎（1⼈の⾚⾎球の移
動）を必要としないほど⾼くなるように、メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射の⽤量
を調整します重度の貧⾎を治療するために他の⼈の体に⾚⾎球を送ります）。ヘモグロビンを正常または
ほぼ正常なレベルに上げるのに⼗分なメトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を受けた場
合、脳卒中を起こしたり、⼼臓発作や⼼不全などの深刻なまたは⽣命を脅かす⼼臓の問題を発症するリス
クが⾼くなります。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急の医療援助を
受けてください。胸の痛み、圧迫感、または緊張。呼吸困難; 吐き気; ⽴ちくらみ; 発汗; 腕の不快感や痛
み、肩、⾸、あご、または背中。または⼿、⾜、または⾜⾸の腫れ。

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、メトキシポリエチレングリコール-
エポエチンベータ注射による治療中に頻繁に⾎圧を監視します。君の
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医師はまた、メトキシポリエチレングリコールエポエチンベータ注射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注⽂します。深刻な副作⽤を経験するリスクが⾼いことがテストで⽰された場合、医師は⽤量
を減らすか、メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射の使⽤を⼀定期間中⽌するように指⽰する
ことがあります。医師の指⽰に注意深く従ってください。

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ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。

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

がん患者：

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射は、癌化学療法によって引き起こされる貧⾎を治療するために使⽤されるべ

きではありません。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射は、慢性腎不全（腎臓が⼀定期間にわたってゆっくり
と恒久的に機能を停⽌する状態）の⼈々の貧⾎（通常よりも少ない⾚⾎球数）を治療するために使⽤されま
す。透析ではなく、貧⾎の別の治療を受けた5歳以上の透析中の⼦供。メトキシポリエチレングリコール-エポエ
チンベータ注射は、癌化学療法によって引き起こされる貧⾎を治療するために使⽤されるべきではなく、重度
の貧⾎を治療するために⾚⾎球輸⾎の代わりに使⽤されるべきではありません。メトキシポリエチレングリ
コール-エポエチンベータ注射は、⾚⾎球⽣成刺激剤（ESA）と呼ばれる薬剤のクラスに含まれます。これは、
⾻髄（⾎液が作られる⾻の内側の軟組織）に⾚⾎球を増やすことによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射は、成⼈では⽪下（⽪膚のすぐ下）または静脈内
（静脈内）に、⼦供では静脈内に注射するための溶液（液体）として提供されます。通常、医師の指⽰に
従って2〜4週間に1回注射されます。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。指⽰どおりにメトキシポリエチレングリコール-エポエチン
ベータ注射を使⽤します。それを多かれ少なかれ使⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に使⽤したりしないで
ください。

医師は、低⽤量のメトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を開始し、ラボの結果と気分に応じ
て、通常は⽉に1回以下で⽤量を調整します。あなたの医者はまた、しばらくの間、メトキシポリエチレング
リコール-エポエチンベータ注射の使⽤をやめるようにあなたに⾔うかもしれません。これらの指⽰に注意深く
従ってください。
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メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を振らないでください。

常に独⾃の注射器でメトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を注⼊します。液体で希釈した
り、他の薬と混ぜたりしないでください。

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射は、医師または看護師によって⾏われる場合がありま
す。または、医師が⾃分で注射できるか、友⼈や親戚に注射してもらうかを決定する場合があります。あなた
と注射をする⼈は、⾃宅で初めて使⽤する前に、メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射に付
属している患者の製造元の情報を読む必要があります。あなたまたは薬を注射する⼈にそれを注射する⽅法を
⽰すように医師に依頼してください。

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射は、上腕の外側、前腿の中央、または胃のどこに
でも⽪膚のすぐ下に注射できます。

それを注⼊する前に、常にメトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ溶液を⾒てください。プレ
フィルドシリンジには、正しい名前と薬の強さ、および有効期限が過ぎていないラベルが付いていることを
確認してください。また、溶液が透明で無⾊からわずかに⻩⾊がかっており、塊、フレーク、または粒⼦が
含まれていないことを確認してください。薬に問題がある場合は、薬剤師に連絡し、注射しないでくださ
い。

プレフィルドシリンジを2回以上使⽤しないでください。使⽤済みの注射器は、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。

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？

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射を使⽤する前に、

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ、他の薬、またはメトキシポリエチレングリコール-エポエチ
ンベータ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。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を医師と薬剤
師に伝えてください。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。

⾼⾎圧の有無、および⾚芽球癆（PRCA;ダルベポエチンアルファ注射、エポエチンアルファ注射、メト
キシなどのESAによる治療後に発症する可能性のある重度の貧⾎の⼀種）があるかどうかを医師に伝え
てくださいポリエチレングリコール-エポエチンベータ。医師は、メトキシポリエチレングリコール-エ
ポエチンベータ注射を使⽤しないように指⽰する場合があります。

発作や癌を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。

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。メトキシポリエチレ
ングリコール-エポエチンベータ注射を使⽤しているときに妊娠した場合は、医師に連絡してください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？
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あなたの医者はあなたの⾎圧を制御するのを助けそしてあなたの鉄のレベルを上げるのを助けるために特別
な⾷事療法を処⽅するかもしれません。これらの指⽰に注意深く従って、質問がある場合は医師または栄養
⼠に尋ねてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射の⽤量を逃した場合はどうすればよいか医師に相談して
ください。逃したものを補うために2回分を使⽤しないでください。

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？

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ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。

下痢

嘔吐

便秘

⿐⽔、くしゃみ、うっ⾎

頭痛

筋⾁のけいれん

背中の痛み

胃痛

発熱、咳、または悪寒

⾜や⼿の痛み

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、緊急治療を受
けてください。

発疹

じんましん

かゆみ

⽪膚の⽔ぶくれまたは⽪膚の剥離

顔、喉、⾆、唇、または⽬の腫れ

喘鳴

呼吸困難または嚥下困難

発作

メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ注射は、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。
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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。冷蔵庫に保
管し、光を避けて保管してください。また、室温で最⼤30⽇間保存できます。凍結しないでください。凍結し
た薬剤、または室温で30⽇以上保管した薬剤は廃棄してください。

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。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

速いまたはレーシングハートビート

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。

ランド名
ミルセラ®
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