
マイランEPD合同会社

自己注射の方法などに関するお問い合わせ

くすり相談室
マイランEPD合同会社

本剤の自己注射でお困りのことがございましたら、
お気軽にご連絡ください。

9：00～17:30 / 土・日・祝日・当社休業日を除く
0120-938-837フリーダイヤル

自己注射を始められる患者さんとご家族の方へ

埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授 三村 俊英 先生
監修

アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」

自己注射のための
ガイドブック



医師の管理・指導のもと

の自己注射を始められる患者さんへ
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」

本剤は、患者さんご自身で簡便に自己注射ができるよう
設計されています。

本剤は皮下に注射するお薬で、
「シリンジ」と「ペン」の2種類のタイプがあります。

はじめは医師、もしくは看護師と一緒に
注射方法を練習していただき、
慣れてきたら自己注射へと移行します。
このガイドブックでは、患者さんやご家族の方々に本剤を適切かつ
安全に注射していただくためのポイントと手順を解説しています。

自己注射の方法についてわからないことや不安なことがありましたら、
主治医や看護師、薬剤師にご相談ください。



こんなときは、どうすればいい？
注射の痛みを和らげる方法は？

27
30

31

困ったときは（Q&A）

とくに大切な注意

お薬の入ったペンの保管 医療機関からお渡しするもの
お薬の入ったペンの保管方法

注射用セットの用意

注射する場所
自己注射の実際

ペンの廃棄
「体調管理ノート」への記録

17
18

19

21
22

25
26

注射の準備

注射の仕方

注射が終わったら

ペ
ン

お薬の入ったシリンジの保管 医療機関からお渡しするもの
お薬の入ったシリンジの保管方法

注射用セットの用意

注射する場所
自己注射の実際

シリンジの廃棄
「体調管理ノート」への記録

5
6

7

9
10

13
14

注射の準備

注射の仕方

注射が終わったら

シ
リ
ン
ジ

Q
&
A





シリンジの使い方
自己注射での シ

リ
ン
ジ

お薬の入ったシリンジの保管
医療機関からお渡しするもの
お薬の入ったシリンジの保管方法

注射の準備
注射用セットの用意

注射の仕方
注射する場所
自己注射の実際

注射が終わったら
シリンジの廃棄
「体調管理ノート」への記録 14

13

10

9

7

6

5



お薬の入ったシリンジの保管

医療機関からお渡しするもの

注射器（シリンジ） 使用済みのシリンジを
廃棄する専用袋

アルコール消毒綿

体調管理ノート1 2

4

3

ここに掲載されているイラスト
はサンプルです。実際にお渡し
するものとは異なる場合があ
ります。

※

内筒（ないとう）

つばもと

薬液が入っています

針キャップ

アダリムマブBS「FKB」を使用されている方へアダリムマブBS「FKB」体調管理ノート
RA・AS・JIA※

受診時には必ず持参しましょう

No.

使用開始年月 年　　　月

お名前

埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授三村 俊英 先生

監修

※RA：関節リウマチ
　AS：強直性脊椎炎
　JIA：若年性特発性関節炎

マイランEPD合同会社
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お薬の入ったシリンジの保管方法

ご家族の方にもお薬が
注射器に入っているこ
とを説明し､とくにお子
さんが誤って触ったり､
捨てたり､汚したりしな
いよう､取り扱いにはご
注意ください｡

冷凍庫に保管して凍結させたり､直射日光の当たる場所や
高温多湿の場所に置かないようにしてください｡ 

お薬の入ったシリンジ
は、必ず箱のまま冷蔵庫
で保管してください｡ 
チルド室・野菜室・吹き出
し口付近には入れない
でください。

注意

保
管

シ
リ
ン
ジ
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注射の準備

注射用セットの用意 

シリンジを冷蔵庫から出しておく 1 場所の確保2 手の洗浄3

明るく安定したテーブルの上などを清潔にして
ください。

手をセッケンで洗います｡シリンジを冷蔵庫から取り出し､室温に10～
15分置いておきます。

使用期限を確認します。使用期限が過ぎた
ものは使用しないでください。

※

注意
冷蔵庫から取り出した後は､以下の点にご注意ください｡
●電子レンジや湯せんで温めない。
●注射する直前まで針キャップははずさない。なお、針キャップをはずしてしまった際には、
　再度針キャップはしない（針刺し事故のほか、針曲がりや針折れにつながる恐れがあります）。
●シリンジをふらない。
●シリンジを長時間放置しない。
●お薬が凍結していたもの（解凍した場合も含む）は使用しない。

シリンジを透明なケースから取り出す際は、シリンジの中央
部分をつまんで持ち上げてください。
シリンジの両端から持ち上げると針が曲がる恐れがあります。

使用期限
（00）000000（00）0000000000.0

000000
（00）00000000000000

使用
期限
製造
番号
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シリンジ ・ 薬液の確認4 注射用セットの準備5

シリンジ・薬液について、以下を確認します。 清潔な安定したテーブルの上などに以下の
ものを用意します。

注意

万一､使用期限が過ぎている場合や､薬液に粒や塊があったり､薬液が本来の色(無色～微黄褐色の澄明、またはわずかに白濁
した液)とは異なっている場合､シリンジが破損していた場合は､使用せずに主治医や看護師､薬剤師に必ずご連絡ください。

●シリンジに異物が入っていないか
●シリンジが破損していないか
●薬液は無色～微黄褐色の澄明、またはわずかに白濁した液か

●シリンジ
●アルコール消毒綿
●廃棄袋

準
備

シ
リ
ン
ジ
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注射の仕方

注射する場所は､腹部または大腿部（それぞれ右､左の合計4カ所）からお選びください｡また､つまみ上げた指と指の幅が
1cm以上ある場所を選んでください｡

注射する場所

ご家族が投与する場合は、上腕部後ろ側に注
射してください。

おへその周囲は避けて注射してください｡

注意
●前回注射した場所とは違う場所に注射してください｡なお､前回注射したところから少なくとも3cm離れたところに注射してください｡
●乾癬のある部位や皮フが赤くなっていたり､傷があったり､硬くなっている場所には注射しないでください｡
●注射した場所を覚えておくために､｢体調管理ノート｣に注射日時と注射した場所を必ず記録してください。

腹部（おなか）A ※大腿部（太もも） 二の腕の後ろ側B

9



1 2

注射する場所をアルコール消毒綿で、円を描
くように動かしながら消毒します。

注射針を横に向け､針キャップをはずします｡はずした針キャッ
プは捨ててください。 

自己注射の実際

注意
消毒した場所は注射するまで
手を触れないようにしてください。

●針キャップをはずす際には、
注射針に触れない（曲げな
い、手に刺さない）ように気を
つけてください。

●針キャップをはずしたあとは、再度針キャップはしない
ようにしてください（針刺し事故のほか、針曲がりや針
折れにつながる恐れがあります）。

注意

アルコール消毒綿

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

注射する場所の消毒 針キャップをはずす

シリンジ内には少量の気泡（空気）がありま
すが、皮下注射なので問題ありません。
そのまま注射をしてください。

※

注
射
方
法

シ
リ
ン
ジ
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注射の仕方

注射針を斜めに刺す3 注射をする4

消毒した場所の周囲の皮フを軽くつまみ、
皮フに対して注射針を斜め（約30～60度）に、
針が全部見えなくなるまで刺します。

そのままシリンジをしっかり持ち､｢ゆっくり｣と時間を
かけて内筒を最後まで押し切ってください｡ 

自己注射の実際（つづき）

約30～
　60度

針を刺すまで、内筒は
押さないでください。

注射針の角度※
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注射針を抜く5 アルコール消毒綿で押さえる6

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

シリンジ内の薬液が空になったのを確認して、
注射針を刺したときと同じ角度で抜きます。

注射針を抜いた後､アルコール消毒綿で約10秒間静かに
押さえます｡消毒綿を離して血が出ていないことを確認して､
注射は終了です｡

注意
注射した場所をもむと腫れることがあるので、
もまないでください。

アルコール消毒綿

皮フから注射針を抜いて
親指を内筒から離すと
針がかくれます。

注
射
方
法

シ
リ
ン
ジ
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注射が終わったら

1

2

使用済みのシリンジは針キャップをせずに､
廃棄袋に入れてください｡ 

シリンジの廃棄

使用済みのシリンジ（注射器）は､取り扱いに十分注意し､廃棄袋
に入れて､医療機関から指示された方法で､処分してください｡ 

使用済みのアルコール消毒綿は､とくに指示がない限り､家庭
ごみとして各市町村の収集方法にしたがって捨ててください｡ 

万一､針を身体のどこかに刺してしまったり､
他人に刺してしまった場合は､直ちに主治医
にご連絡ください｡

注意

●針刺し事故を防止するため､注射後は速やかに廃棄袋に入れてください｡

●シリンジを入れた廃棄袋は、医療従事者の指示にしたがって適切に廃棄して
　ください。

●針キャップは家庭ごみとして廃棄することが可能です。 

●廃棄袋は､必ずお子さんの手の届かないところに保管してください｡

廃棄にあたっては､下記の点にご注意ください｡ 

13



｢体調管理ノート｣への記録

1

2

注射の日時､注射した場所を忘れないよう、｢体調管理ノート｣に記録することが大切です｡この記録に
より、次回の注射予定日や注射場所を確認し、注射を忘れたり､前回と同じ場所への注射を避けるよう
にしましょう｡ 

注射前後の体調も忘れずに記録しましょう。ご自身の自己管理に役立つだけでなく、主治医にとっても
注射の影響や病気の変化を正確に把握する上で重要な情報となります。
診察時には必ず｢体調管理ノート｣を持参してください。

自己注射を行うにあたって、風邪のような症状がみられたり、その
他体調不良がある場合や、あるいは注射後に体調の変化に気づい
たときは、ご自身で判断せずに、直ちに主治医にご連絡ください。

注意

体調管理ノート

詳しい記入例は、「体調管理ノート」を
ご覧ください。

万一、患者さんご本人が「体調管理ノート」を記入でき
ない場合は、ご家族の方が代わってご記入ください。

※

アダリムマブBS「FKB」を使用されている方へアダリムマブBS「FKB」体調管理ノート
RA・AS・JIA※

受診時には必ず持参しましょう

No.

使用開始年月 年　　　月

お名前

埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授三村 俊英 先生

監修

※RA：関節リウマチ
　AS：強直性脊椎炎
　JIA：若年性特発性関節炎

マイランEPD合同会社

シ
リ
ン
ジ

終
了
後
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お薬の入ったペンの保管

医療機関からお渡しするもの

注射器（ペン） 使用済みのペンを
廃棄する専用袋

アルコール消毒綿

体調管理ノート1 2

4

3

ここに掲載されているイラスト
はサンプルです。実際にお渡し
するものとは異なる場合があ
ります。

※
半透明キャップ

確認窓

針カバー

薬液が入っています

アダリムマブBS「FKB」を使用されている方へアダリムマブBS「FKB」体調管理ノート
RA・AS・JIA※

受診時には必ず持参しましょう

No.

使用開始年月 年　　　月

お名前

埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授三村 俊英 先生

監修

※RA：関節リウマチ
　AS：強直性脊椎炎
　JIA：若年性特発性関節炎

マイランEPD合同会社
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お薬の入ったペンの保管方法

ご家族の方にもお薬が
注射器に入っているこ
とを説明し､とくにお子
さんが誤って触ったり、
捨てたり､汚したりしな
いよう､取り扱いにはご
注意ください｡

冷凍庫に保管して凍結させたり､直射日光の当たる場所や
高温多湿の場所に置かないようにしてください｡ 

お薬の入ったペンは､
必ず箱のまま冷蔵庫
で保管してください｡ 
チルド室・野菜室・吹き
出し口付近には入れな
いでください。

注意

ペ
ン

保
管
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注射の準備

注射用セットの用意

ペンを冷蔵庫から出しておく1 場所の確保2 手の洗浄3

明るく安定したテーブルの上などを清潔にして
ください。

手をセッケンで洗います｡ペンを冷蔵庫から取り出し､室温に10～15分
置いておきます。

注意

冷蔵庫から取り出した後は､以下の点にご注意ください｡
●電子レンジや湯せんで温めない。
●注射する直前までキャップははずさない。なお、キャップをはずしてしまった際には、
　再度キャップはしない（針刺し事故、針曲がりや針折れにつながる恐れがあります）。

●ペンをふらない。
●ペンを長時間放置しない。
●お薬が凍結していたもの
　（解凍した場合も含む）は使用しない。 

使用期限を確認します。使用期限が過ぎた
ものは使用しないでください。

※

使用期限
（00）000000（00）0000000000.0

000000
（00）00000000000000

使用
期限
製造
番号

19



ペン ・ 薬液の確認4 注射用セットの準備5

ペン・薬液について、以下を確認します。 清潔な安定したテーブルの上などに以下の
ものを用意します。

注意

万一､使用期限が過ぎている場合や､薬液に粒や塊があったり､薬液が本来の色（無色～微黄褐色の澄明、またはわずかに白濁
した液）とは異なっている場合､ペンが破損していた場合は､使用せずに主治医や看護師､薬剤師に必ずご連絡ください。

●ペンに異物が入っていないか
●外観が割れていたり、欠けていたり、潰れていたりしていないか
●薬液が窓から見えているか
●薬液は無色～微黄褐色の澄明、またはわずかに白濁した液か

●ペン
●アルコール消毒綿
●廃棄袋

ペ
ン

準
備
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注射の仕方

注射する場所は､腹部または大腿部（それぞれ右､左の合計4カ所）からお選びください｡また､つまみ上げた指と指の幅が
1cm以上ある場所を選んでください｡

注射する場所

ご家族が投与する場合は、上腕部後ろ側に注
射してください。

おへその周囲は避けて注射してください｡

注意
●前回注射した場所とは違う場所に注射してください｡なお､前回注射したところから少なくとも3cm離れたところに注射してください｡
●乾癬のある部位や皮フが赤くなっていたり､傷があったり､硬くなっている場所には注射しないでください｡
●注射した場所を覚えておくために､｢体調管理ノート｣に注射日時と注射した場所を必ず記録してください。

腹部（おなか）A ※大腿部（太もも） 二の腕の後ろ側B

21



注射する場所の消毒

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

1 キャップをはずす2

注射する場所をアルコール消毒綿で、円を描
くように動かしながら消毒します。

半透明色のキャップをまっすぐに引き抜きます。はずした
キャップは捨ててください。

確認窓に少量の気泡が見える
ことがありますが、皮下注射
なので問題ありません。その
まま注射をしてください。

自己注射の実際

注意
消毒した場所は注射するまで
手を触れないようにしてください。

確認窓

キャップをはずしたあとは、再度キャップは
しないでください（針刺し事故、針曲がりや
針折れにつながる恐れがあります）。

注意

アルコール消毒綿

※

ペ
ン

注
射
方
法
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注射の仕方

ペンを握り、注射部位に当てる3 注射をする4

自己注射の実際（つづき）

●薬液の窓が見えるように本剤を持ちます。
●注射部位の皮フを軽くつまみます。
●針カバーを注射部位に垂直に当てます。

●ペンを注射部位に対して垂直に押しあててください。
　オレンジの針カバーが押し付けられている間に薬液が注入されます。
●「カチッ」という音が注射開始の合図です。
●ペンを押し当てた後は、ペンを皮フに押し当てた状態を保ち、
　皮フから離さないようにしてください。

90°
針カバー

開始
0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

カチッ

（1回目）
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ペンを押し当てたまま注入終了を確認5 ペンを離す6

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

●薬液の注入には、約10秒かかります。
●注入が終了すると、２回目の「カチッ」という音が鳴ります。
●確認窓がオレンジ色に変わることでも、注入終了を確認できます。

注入中 注入終了後

●注射が終了したら、ペンを皮フからゆっくりと離します。
　同時に注射針はオレンジ色の針刺し防止キャップに隠れます。
●注射終了後、注射部位の皮フをアルコール消毒綿で約10秒間
　静かに押さえます。
●アルコール消毒綿を離して血が出ていないことを確認して、終了です。

注意

注射した場所をもむと腫れることがあるので、もまないでください。

カチッ

開始から10秒後
0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

（2回目）

ペ
ン

注
射
方
法
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注射が終わったら

1
2

使用済みのペンはキャップをせずに､
廃棄袋に入れてください｡ 

ペンの廃棄

使用済みのペンは､取り扱いに十分注意し､廃棄袋に入れて､
医療機関から指示された方法で､処分してください｡ 

使用済みのアルコール消毒綿は、とくに指示がない限り､家庭
ごみとして各市町村の収集方法にしたがって捨ててください｡ 

万一､針を身体のどこかに刺してしまったり､
他人に刺してしまった場合は､直ちに主治医
にご連絡ください｡

注意

●ペンを再利用したり、家庭ごみとして廃棄したりしないでください。

●針刺し事故を防止するため､注射後
は針先をふったりせず､キャップをし
ないで速やかに廃棄袋に入れてく
ださい｡

●ペンを入れた廃棄袋は、医療従事者の指示にしたがって適切に廃棄してくだ
　さい。

●廃棄袋は､必ずお子さんの手の届かないところに保管してください｡

●ペンのキャップは家庭ごみとして廃棄することが可能です。

廃棄にあたっては､下記の点にご注意ください｡ 
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体調管理ノート

｢体調管理ノート｣への記録

1

2

注射の日時､注射した場所を忘れないよう、｢体調管理ノート｣に記録することが大切です｡この記録に
より、次回の注射予定日や注射場所を確認し、注射を忘れたり､前回と同じ場所への注射を避けるよう
にしましょう｡ 

注射前後の体調も忘れずに記録しましょう。ご自身の自己体調管理に役立つだけでなく、主治医にとっ
ても注射の影響や病気の変化を正確に把握する上で重要な情報となります。
診察時には必ず｢体調管理ノート｣をご持参してください。

自己注射を行うにあたって、風邪のような症状がみられたり、その
他体調不良がある場合や、あるいは注射後に体調の変化に気づい
たときは、ご自身で判断せずに、直ちに主治医にご連絡ください。

注意

詳しい記入例は、「体調管理ノート」を
ご覧ください。

万一、患者さんご本人が「体調管理ノート」を記入でき
ない場合は、ご家族の方が代わってご記入ください。

※

アダリムマブBS「FKB」を使用されている方へアダリムマブBS「FKB」体調管理ノート
RA・AS・JIA※

受診時には必ず持参しましょう

No.

使用開始年月 年　　　月

お名前

埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授三村 俊英 先生

監修

※RA：関節リウマチ
　AS：強直性脊椎炎
　JIA：若年性特発性関節炎

マイランEPD合同会社

ペ
ン

終
了
後
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困ったときは（Q&A）

Q.
A.

こんなときは､どうすればいい?

予定日に注射を忘れてしまったのですが､どうすればよいですか?

決して2回分を一度に使用しないでください。気がついた時に、1回分を注射してください。
その後は、2週間に1回の注射となるよう次の注射を行ってください。

Q.
A.

予定日に注射ができないのですが､どうすればよいですか?

予定日に注射できないことがあらかじめわかっている場合は､主治医に連絡して指示を受けてください｡

Q.
A.

注射する時間に決まりはありますか?

注射をする時間は何時でも結構です｡ただし､注射の時間を忘れないためにも､毎回同じ時間に決めておいたほう
がよいでしょう｡主治医の指示を受けてください｡
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ペンシリンジ

Q.
A.

薬液の中に気泡があった場合は、どうすればよいですか?　

皮下注射のため、薬液の中に少量の気泡があっても問題ありません。
気泡は人体や投与量には影響ありませんので、そのまま注射を行ってください。

Q.
A.

注射針を刺したら､注射器内に血液が入ってきたのですが､どうすればよいですか?

刺した場所での注射はやめて針を抜き､その場所から少なくとも3cm離れた場所を選び､
もう一度注射してください｡

Q
&
A
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こんなときは､どうすればいい?（つづき）

困ったときは（Q&A）

Q.
A.

注射前に体調に変化がみられたときは､どうすればよいですか?

熱がある､風邪気味であるなど体調に変化があった場合には､注射をやめて主治医に連絡して指示を受けて
ください｡とくに､咳､痰が出るといった症状があらわれたら､すぐに主治医にご連絡ください｡

Q.
A.

廃棄袋＊を持っていませんが、どうすればよいですか？

処方された医療機関にて廃棄袋を受け取ってください。
＊ペン、シリンジともに廃棄袋をご利用ください。

たん
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注射の痛みを和らげる方法は?
シリンジ ペン

薬液が冷たいことで痛みを感じることがあるので、薬液を冷蔵庫から取り出して10～15分
置くか、手のひらで1分程度温める（イラスト）。

Q.
A.

注射が痛いのですが､痛みをとるにはどうすればよいですか?

注射の痛みを和らげる方法はいくつかあります｡
主治医や看護師、薬剤師にご相談ください。

注意
針キャップをはずした状態で
温めることは避けてください。

例）

Q
&
A
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マイランEPD合同会社

マイランEPD合同会社

とくに大切な注意

に関するお問い合わせ

注射後に体調の変化がみられたときは､次の診察日を待たずに直ちに
主治医や看護師、薬剤師に連絡し指示を受けてください｡とくに下記
のような症状があらわれた場合は､早急にご連絡ください｡

●風邪のような症状
・熱っぽい､熱がある
・息切れや息苦しさがある
・咳､痰が出る
・のどが痛む

●皮フにかゆい発疹ができた（じんましん）
●皮フや白目が黄色くなった（黄だん）
●皮フにかゆみがある
●疲れやすく､だるさを感じる
●口内炎がよくできるようになった

たん

くすり相談室

ご注意いただきたい症状

0120-938-837フリーダイヤル

アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
アダリムマブBS 皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」

9：00～17:30 / 土・日・祝日・当社休業日を除く

56A016
2020年10月作成




