
HUR1296EKA
JP-HUMR-190045-1.0

2019年4月作成

ヒュミラを使用されている方へ







　治療を安心して前向きに継続していただくために

は、毎日気持ち良く過ごすことが大切です。そのために

は、良いことも、そうでないことも、ご自身の体調変化

に気をつけましょう。

　このノートは、ヒュミラ®の治療継続をサポートす

るための体調管理ノートです。注射日や日々の体調

変化を記録することができるだけでなく、治療のた

めに必要な情報も掲載しています。

　いつも携帯していただき、治療のパートナーとし

て、ご活用ください。 
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　ヒュミラ®の治療中に特に気をつけていただきたい症状をまとめ
ました。下記のような症状があらわれた場合は、次の診療日を待た
ず、すぐに医師もしくは看護師、薬剤師に連絡しましょう。

　ヒュミラ®の治療を継続するために
は、副作用にも気をつけていただくこと
が大切です。 
　これまでの報告の中から、あらわれや
すい副作用と、特にご注意いただきたい
副作用をまとめました。これ以外でも気
になる症状があれば、すみやかに、医
師、看護師、薬剤師に相談しましょう。

注射した場所が赤くなったり腫れたりすることがあります。

●注射部位反応

●風邪のような症状

発熱・発疹・口内異常感・皮膚のかゆみや赤み・熱感などの
症状があらわれることがあります。

●アレルギー症状

発熱や咳､息苦しい、体がだるいといった症状があらわれること
があります。

●重い感染症(結核、敗血症、肺炎など)

上気道感染や副鼻腔炎など、風邪のような症状がみられること
があります。
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●次回注射日までの体調変化を記録しましょう。ご自身の自己管理
に役立つだけでなく、医師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。
（気になる症状があらわれた時にメモしておくだけでも役立ちます。）

●病院で測定した疾患活動性や検査値を記録しておきましょう。病
気の状態を数字で確認することにより、治療効果が実感しやすく
なり、治療に前向きに取り組みやすくなります。
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関節リウマチでおこる強い痛みや腫れは、からだの中に
ある炎症性サイトカイン（TNFαなど）が関わっていること
がわかっています。
炎症性サイトカインは外部から体内に入ってきた異物（ウイ
ルスや細菌など）を攻撃するはたらきをもっていますが、
関節をおおっている膜（滑膜）の中で通常より増えると、自分
自身の関節の組織を攻撃して、炎症をひきおこし、ついには
関節を破壊してしまいます。

炎症性サイトカインのはたらきを抑える
ヒュミラ®

TNFαなど

※ イメージ図 ※ イメージ図
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　海外旅行に行く前には、以下の必要事項について医師に記入し
てもらいましょう。病気の治療のためにヒュミラⓇを使用しているこ
とや感染症に注意が必要なこと、ほかに服用している薬などが英
語で記載できるようになっています。また、医師の診断書や薬剤証
明書が必要になる場合がありますので、詳細は医師に相談してく
ださい。

　ヒュミラⓇによる治療中でも体調が安定していれば旅行を楽し
むことができます。ただし、患者さんの病状はさまざまですから、
旅行の計画をたてる際には必ず医師に相談し、とくに1週間以上の
長期旅行や海外へ行く場合は、体調が悪化したときの対処法やヒ
ュミラⓇの持ち運びなどについて十分に確認して
おくことが必要になります。
　以下に、おもに海外旅行に行く場合の注意点など
についてまとめてあります、これらを参考にして、疑
問に思うことがあったら事前に医師に相談し無理の
ない旅行計画をたてるようにしましょう。

になる場合がありますので、事前に主治医に準備してもらいましょう。合わせて英文の
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災害時にいつも自宅にいるとは限りません。外出先で被災した時に
備えて、本ノートを携帯しましょう。
本ノート2ページには、あなたがヒュミラ®治療を受けるための大切
な情報（あなたのかかりつけ医名と連絡先、ヒュミラ®投与日、併用
薬のことなど）を記載する欄があります。万が一のために、必ず記入
しておきましょう。
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hhcホットライン：エーザイ株式会社

ヒュミラ®使用中に気になる症状があらわれた場合は、すぐに主治医に
ご連絡ください。 

フリーダイヤル（通話無料） 【9時～18時（土、日、祝日9時～17時）】

患　者　様 ：  0120-151-454

公益社団法人 日本リウマチ友の会

1960年に発足。
全都道府県に47支部を有しており、リウマチ患者さんの医療・福祉・社会
環境の改善に大きな役割を果たしています。
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町6番地 大矢ビル2階 
　　　　　（月曜～金曜 9:30～16:30 土・日・祝日休） 
　　　　　 03-3258-6565 

http://www.nrat.or.jp/

ヒュミラ®情報ネット：エーザイ株式会社・アッヴィ合同会社

ヒュミラ®を適正にご使用いただくため、ヒュミラ®を投与されている、
あるいは投与される予定の患者さんを対象に情報を提供しています。

http://www.e-humira.jp/
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