
Fraxiparine®注射
ナドロパリンカルシウム
注射⽤9,500IU抗Xa/mL溶液

消費者医療情報
このリーフレットの内容 •• あなたの脳に破裂した⾎管がありまし

た
いくつかの薬とフラキシパリンは互いに⼲渉する可
能性があります。これらには以下が含まれます：

このリーフレットは、フラキシパリン注射に関するい
くつかの⼀般的な質問に答えます。利⽤可能なすべて
の情報が含まれているわけではありません。それはあ
なたの医者、薬剤師または看護師と話す代わりにはな
りません。

•• 感染性⼼内膜炎（⼼臓の内膜の感染
症）を患っている

•• 痛みや炎症を軽減するために使⽤されるア
スピリンまたは他の薬（⾮ステロイド性抗
炎症薬またはサリチル酸塩）•• 重度の腎不全があり、⾎栓の治療を受

けています •• チクロピジンまたは⾎液を薄くして
凝固を防ぐために使⽤される他の薬
（経⼝抗凝固薬および抗⾎⼩板薬）すべての薬には利点とリスクがあります。あなたの医

師は、あなたがフラキシパリンを服⽤するリスクと、
それがあなたにもたらすと期待する利益とを⽐較検討
しました。

カートンに記載されている有効期限が切れた後、ま
たはパッケージが破れたり、改ざんの兆候が⾒られ
る場合は、この薬を使⽤しないでください。

有効期限が切れているか破損している場合は、薬剤師
に返送して処分してください。

•• コルチコステロイド（炎症を抑えるた
めに使⽤される薬）この薬の服⽤について懸念がある場合は、

医師または薬剤師に相談してください。 •• デキストラン（⾎液を薄くするために使⽤され
る薬）この薬の使⽤を開始すべきかどうかわ

からない場合は、医師に相談してくだ
さい。

このリーフレットは注射で保管してください。 もう

⼀度読む必要があるかもしれません。 •• ACE阻害薬（⾼⾎圧やその他の⼼臓病
の治療に使⽤される薬）

フラキシパリンの⽤途 あなたがそれを取り始める前に
他の薬、⾷品、防腐剤、染料にアレル
ギーがある場合は医師に相談してくださ
い。

これらの薬はフラキシパリンの影響を受けるか、それがどれだ

けうまく機能するかに影響を与える可能性があります。あなた

はあなたの薬の異なる量を必要とするかもしれません、あるい

はあなたは異なる薬を服⽤する必要があるかもしれません。

フラキシパリンは、低分⼦量ヘパリンと呼ば
れる薬のグループに属しています。
フラキシパリンは、⼿術後、⾎液透析中、
急性疾患のための⼊院中、または⻑時間の
安静を伴う集中治療室での⾎液凝固を防ぐ
ために使⽤され、⾎管を塞いでいる既存の
⾎液凝固の治療にも使⽤されます。

あなたが妊娠している、または妊娠を計画してい
る場合は、あなたとあなたの医師が関連するリス
クと利点について話し合っていない限り、この薬
を服⽤しないでください。
妊娠中にフラキシパリンを使⽤した場合、⾚ちゃんに
害を及ぼす可能性があるかどうかは不明です。

あなたの医者と薬剤師は、この薬を服⽤してい
る間、注意するか避けるべき薬についてのより
多くの情報を持っています。

この薬を服⽤している場合は、授乳しないでく
ださい。
フラキシパリンの有効成分は⺟乳に移⾏する可
能性があります。⾚ちゃんへの影響は不明で
す。したがって、授乳中はフラキシパリンを使
⽤しないでください。

フラキシパリンの投与⽅法
⾎餅の形成を遅らせることで効く薬で
す。これにより、⾎液が薄く残り、⾎管
に詰まる可能性のある⾎栓の形成を防
ぎ、すでに形成されている場合は⾎栓を
治療します。

必要なフラキシパリンの投与量は、フラ
キシパリンで治療されている理由と体重
によって異なります。
この薬を⾃分で注射する場合は、医師、看
護師、または薬剤師から、⽪下（⽪膚の
下）に注射を準備して投与する⽅法につい
て指⽰されます。処⽅どおりに使⽤し、処
⽅された投与量を超えないようにしてくだ
さい。

次の病状または⼿順のいずれかを経験した、また
は経験したことがあるかどうかを医師に伝えてく
ださい。

この薬は医師の処⽅箋がなければ⼊
⼿できません。
この薬の使⽤が⾞の運転や機械の操作にど
のように影響するかを推奨するのに⼗分な
情報はありません。

•• 以下を含む出⾎のリスクの増加：
-肝臓の問題または肝不全
-⾮常に⾼い⾎圧
-胃潰瘍の病歴
-出⾎性疾患
-⽬の⾎管の障害
-脳、脊髄または眼の最近の⼿術

フラキシパリンの服⽤時間と服⽤時
間

18歳未満の患者にこの薬の使⽤を推奨す
るのに⼗分な情報はありません。した
がって、フラキシパリンは⼦供や⻘年に
使⽤することはお勧めしません。

⾎餅の予防：
⾎栓の⼀般的な予防のために、フラキシパ
リンは、⽪下（⽪下）に注射することによ
り、0.3 mL（2,850 IUの抗Xa）を少なくと
も7⽇間、または医師の指⽰に従って1⽇1
回投与します。ほとんどの外科患者の場
合、最初の投与は⼿術の2〜4時間前に⾏
う必要があります。

•• 腎臓病

フラキシパリンを使⽤する前に

使⽤してはいけないとき

•• 狭⼼症や⼼臓発作などの⼼臓の問
題

•• ⾎中のカリウム濃度が⾼い
•• 糖尿病

整形外科⼿術を受ける場合、最初の投与は
⼿術の12時間前と⼿術終了の12時間後に⾏
われます。この⽤量とその後に与えられる
⽤量は、あなたの体重に応じて医師によっ
て計算されます。

次のアレルギーがある場合は、フラキシパリンを使⽤しないで

ください。 •• 代謝性アシドーシス（⾎中の酸が多すぎ
る）•• ナドロパリンカルシウムを含む薬

•• ⾎⼩板減少症（⾎⼩板数が少ない）
•• ヘパリンまたは低分⼦量ヘパリ

ン •• 最近または計画されている脊椎または
硬膜外注射（脊髄周囲への注射）

治療は少なくとも10⽇間、または医師の指⽰に従って
⾏う必要があります。•• このリーフレットの最後に記載されている成分

のいずれか。 中等度または重度の腎機能障害がある場合は、
減量が必要になる場合があります。アレルギー反応の症状には、次のようなものが

あります。
•• 注射器のニードルシールドにラテックスが含まれている可能

性があるため、ラテックスに対するアレルギー フラキシパリンの摂取量については、
医師の指⽰に従ってください。•• 呼吸困難

•• 喘鳴または呼吸困難
•• 注射部位周辺の死んだ⽪膚組織

（⽪膚壊死） 既存の⾎餅の治療： 既存の⾎餅の治療の
ために、フラキシパリンは⽪下（⽪下）
に1⽇2回10⽇間注射されます。⽤量はあ
なたの体重に応じてあなたの医者によっ
て計算されます。

•• 顔、唇、⾆、または体の他の部分の腫
れ

あなたが⾼齢者または18歳未満であるかどうかを医師
に伝えてください。

•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん 次の場合は

フラキシパリンを使⽤しないでください。

上記のいずれについても医師に伝えていない場合
は、フラキシパリンの服⽤を開始する前に医師に
伝えてください。•• 以前にフラキシパリンを使⽤したために⾎⼩板減

少症（⾎⼩板数が少ない）があったことがありま
す

中等度または重度の腎機能障害がある場合は、
減量が必要になる場合があります。他の薬を服⽤する

薬局、スーパーマーケット、健康⾷品店か
ら処⽅箋なしで⼊⼿した薬を含め、他の薬
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。

フラキシパリンの摂取量については、
医師の指⽰に従ってください。•• 出⾎または出⾎性疾患のリスクが⾼

い ⾎液透析中の凝固の予防：

中の凝固を防ぐため
•• 胃や腸に潰瘍の病歴がある

TITLE - NADROPARIN / FRAXIPARINE MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : NPS Australia

www.911globalmeds.com/buy-nadroparin-fraxiparine-online
https://www.nps.org.au/assets/medicines/b44704ee-b98f-4cbb-b60f-a66600d5ff9d-reduced.pdf


⾎液透析、フラキシパリンは通常、各セッ
ションの開始時に⾎液透析装置の動脈ライ
ンに単回投与として与えられます。この⽤
量はあなたの体重に応じてあなたの医者に
よって計算されます。4時間以上続くセッ
ションでは、透析中にさらに少量を投与す
ることができます。

•• 注射に適した部位は、傷や関節から離
れた胃の下部の⽪膚です。あるいは、
太ももに注射することもできます。

注意点
フラキシパリンがどのように影響するかがわかる
まで、機械の運転や操作には注意してください。

•• ⽪膚のひだをつまんでください。注：アルコール
を使⽤すると⽪膚が硬くなり、後の注射が困難に
なる場合があります。

副作⽤
フラキシパリンの治療中に気分が悪い場
合は、できるだけ早く医師、看護師、ま
たは薬剤師に伝えてください。

•• 折り⽬を維持し、針を完全な深さまで垂直
に挿⼊してから、フラキシパリンを10〜
15秒かけて注⼊します。シリンジのバレ
ルに⼩さな気泡がある可能性があります
が、これを取り除く必要はありません。

⻑時間の安静による⼊院中の凝固の予防： 
⻑期の安静（少なくとも3⽇間）による⼊
院中の凝固を防ぐために、フラキシパリン
は⽪下（⽪下）に1⽇1回注射されます。⽤
量はあなたの体重に応じてあなたの医者に
よって計算されます。

他の薬のように、フラキシパリンはいくつかの副作⽤を
引き起こす可能性があります。時には彼らは深刻です
が、ほとんどの場合そうではありません。いくつかの副
作⽤が出た場合は、医師の診察が必要になる場合があり
ます。

•• ⽪膚のひだを保持したまま、針を垂直に引
き抜きます。注射部位をこすらないでくだ
さい。 以下の副作⽤のリストに驚かないでください。あ

なたはそれらのどれも経験しないかもしれませ
ん。•• 注射後、安全システムをフラキシパリ

ン注射器に取り付け、慎重に廃棄して
ください。

フラキシパリンを服⽤する量と期間につ
いては、医師の指⽰に従ってください。 医師、看護師、または薬剤師に質問に答

えてもらいます。フラキシパリンは、筋⾁に直接注射することを
⽬的としていません。フラキシパリンを⾃⼰投与する⽅法 次のいずれかに気づき、⼼配している場合

は、医師または薬剤師に伝えてください。場合によっては、フラキシパリンで⾃分⾃⾝
を治療することが許可されることがありま
す。以下のガイドラインに従って、フラキシ
パリンを適切に注射する必要があります。注
射の仕⽅について懸念がある場合は、医師に
相談してください。ただし、ほとんどの⼈は
看護師または医師から注射を受けます。

飲み過ぎた場合（過剰摂取）
すぐに医師または
毒物情報センター（電話13 11 26）にアド
バイスを求めるか、事故に⾏き、
あなたや他の誰かがフラキシパリンを飲みすぎた可能
性があると思われる場合は、最寄りの病院で緊急事態
になります。

より⼀般的な副作⽤：
•• ⽪膚の下の⼩さな⾎栓

注射部位
•• 異常な出⾎
•• 注射部位反応あまり
⼀般的でない副作⽤：注射前のパッケージの取り外し： 注射器を分

割するには、注射器が背中合わせになるよう
にツインパックを慎重に数回折りたたんでか
ら、均等な圧⼒を使⽤して、パックのプラン
ジャーの端から始めて2つの注射器をゆっく
りと分割します。

不快感や中毒の兆候がない場合でも、こ
れを⾏ってください。緊急の治療が必要
な場合があります。

•• 注射部位周辺の発疹、じんましん、発⾚
またはかゆみ

出⾎の増加または過剰は、過剰摂取の主な兆候で
す。過剰摂取は、フラキシパリンの次の投与を減ら
すか遅らせることによって治療することができま
す。より深刻な場合には、硫酸プロタミンと呼ばれ
る薬がフラキシパリンの効果を部分的に逆転させる
可能性があります。

•• 注射部位のカルシウム沈着物
•• 注射部位の死んだ⽪膚組織（⽪膚壊

死）
注射器をプラスチックパッケージから取り出すに
は、上部のバッキングフィルムをプラスチックト
レイからそっと完全に引き剥がし（プランジャー
の端から開始）、注射器をもう⼀⽅の⼿のひらに
転がします。

あなたの医者は次の⾎液検査であなたを監視するかもしれ

ません：

•• ⾼レベルのタンパク質
•• ⾼レベルのカリウムあなたがフラキシパリンを使⽤している間 あなたが

しなければならないこと針の上のゴム製キャップはシリンジの中⼼から外れている
ように⾒える場合がありますが、これはパッケージング中
に発⽣し、針が曲がっていることを意味するものではあり
ません。

•• ⾎⼩板数が少ない、または⽩⾎球数が
多い

新しい薬を使い始めようとしている場合
は、服⽤していることを医師と薬剤師に
思い出させてください
フラキシパリン。

•• ⾼レベルのいくつかの肝酵素
次のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医
師に相談するか、最寄りの病院の事故と緊
急事態に⾏きます。

⽪下注射⽤注射器の準備：

注射針からキャップを取り外すには：
あなたを治療している他の医師、⻭科医、薬
剤師に、あなたがこの薬を服⽤していること
を伝えてください。

•• ⽪膚の発疹、⼝、唇、⾆などの顔のむ
くみ、喉、喘鳴、息切れなどのアレル
ギー反応

•• シリンジを垂直に保持します（灰⾊のキャップ
が⼀番上） ⼿術を受ける場合は、この薬を服⽤して

いることを外科医または⿇酔科医に伝え
てください。
⼿術中に使⽤される他の薬に影響を与える可能性があ
ります。

•• 灰⾊のキャップをその⾸輪で持ち、もう
⼀⽅の⼿で注射器バレルを持ち、次に注
射器バレルをゆっくりと回転させ、同時
に針がキャップから完全に引き抜かれる
までゆっくりと下に引っ張ります。

•• 陰茎の持続的な痛みを伴う勃起（持続
勃起症）

上記のリストには、⾮常に深刻な副作⽤が含ま
れています。緊急の治療または⼊院が必要にな
る場合があります。これらの副作⽤は⾮常にま
れです。

この薬を服⽤中に妊娠した場合は、すぐ
に医師に相談してください。

•• 注射器からキャップを上に引っ張らないでくだ
さい-これは針を曲げる可能性があります

⾎液検査を受けようとしている場合は、こ
の薬を服⽤していることを医師に伝えてく
ださい。
⼀部のテストの結果に⼲渉する可能性がありま
す。

気分が悪くなっていることに気づいた
ら、医師または薬剤師に伝えてくださ
い。

フラキシパリン0.2mL、0.3 mL、および0.4 mL
のプレフィルドシリンジは、全⽤量の投与のみ
を⽬的としています。注射器の内容物全体を注
⼊する必要があります。シリンジ内に⼩さな気
泡がある可能性がありますが、これを取り除く
必要はありません。

あなたの進歩をチェックできるようにあなたの医
者の予定をすべて保管してください。

フラキシパリン使⽤後 
保管所

してはいけないこと フラキシパリンは25℃以下で保存する必要があります。⾏う フ

リーズしないでください。冷蔵は痛みを伴う可能性があるため、

冷蔵しないでください。
フラキシパリン0.6mL、0.8 mL、および1.0 
mLのプレフィルド⽬盛り付きシリンジを使⽤
して、調整された投与量を投与できます。注
射器を垂直に持ち、針を⼀番上にして、気泡
が注射器の上部にあることを確認します。プ
ランジャーを必要な量/投与量まで進め、空気
と余分なものを排出します。

医師の指⽰がない限り、他の苦情を治療するため
にフラキシパリンを服⽤しないでください。
たとえ彼らがあなたと同じ状態であっても、
あなたの薬を他の⼈に与えないでください。

⼦供が届かない場所に保管してくださ
い。 地上1.5メートル以上の鍵のかかっ
た⾷器棚は、薬を保管するのに適した場
所です。医師の診察を受けずに、薬の服⽤を中⽌した

り、服⽤量を減らしたりしないでください。 廃棄
フラキシパリンは1回だけ使⽤し、各シリンジの未
使⽤部分は廃棄してください。フラキシパリンの未使⽤部分は⼀度に処分す

る必要があります。 医師からこの薬の服⽤をやめるように⾔われ
たり、賞味期限が過ぎたりした場合は、⽪下投与の⽅法：
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残った薬をどうするか薬剤師に聞いてく
ださい。

製品説明
それはどのようなものか
フラキシパリンは⽪下注射⽤の
滅菌溶液です。
フラキシパリンは、0.2 mL、0.3 mL、および0.4 mLの単
位⽤量シリンジと、0.6 mL、0.8 mL、および1.0mLの段
階的シリンジとして提供されます。0.2 mL、0.3 mL、0.4 
mL、および0.6 mLのシリンジは、2個および10個のシリ
ンジのパックで提供されます。0.8mLおよび1.0mLシリ
ンジは、10本のシリンジのパックで提供されます。

材料
フラキシパリンには、有効成分としてナドロパリンカ
ルシウム1.0mLあたり9,500IUの抗Xaが含まれていま
す。

•• 注射⽤⽔
•• ⽔酸化カルシウムまたは希塩酸

この薬には、乳糖、ショ糖、グルテン、タートラ
ジン、その他のアゾ染料は含まれていません。

サプライヤー
フラキシパリンはオーストラリアで以下によって供給されます：

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
セントレナーズ、2065年、ニューサウスウェールズ州。

Fraxiparine®は、の登録商標です。 
Aspen Global Inc.
0.2mLシリンジAUSTR513080.3mL
シリンジAUSTR513090.4mLシリン
ジAUSTR513100.6mLシリンジ
AUSTR513110.8mLシリンジ
AUSTR513121.0mLシリンジ
AUSTR51313
このリーフレットは2017年9⽉に作成されました。
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