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自己注射のための
ガイドブック
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アダリムマブBS 皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」
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の自己注射について

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」

本ガイドブックは、主治医から自己注射の方法について、説明・指導を

受けた後に、患者さん・そのご家族の方が自己注射を安全に実施いた

だくための方法と注意が必要なことを解説しています。

体調・身体にいつもと違うことがあったときや、自己注射の方法について

ご不明な点、その他ご不安な点等がある場合は、主治医、看護師または

薬剤師にご相談ください。
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本剤は皮下に注射するお薬で、「シリンジ」と「ペン」の
2つのタイプがあります。

それぞれ投与方法、注意する点が異なりますので、
ご使用される「シリンジ」「ペン」のページにてご確認
ください。
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投与前の準備

自己注射に必要なもの（医療機関からお渡しするもの）

注射器（シリンジ）1

内筒（ないとう） 内筒（ないとう）

アルコール消毒綿4
ここに掲載されている
イラストおよび体調
管理ノートはサンプル
です。実際にお渡し
するものとは異なる
場合があります。

※

廃棄袋（使用済みの
シリンジを廃棄する専用袋）2 体調管理ノート3

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シリンジ0.8mL「FKB」

●外箱（個装箱）

●個包装ケース

外箱の中に以下の注射器（シリンジ）が入っています

●注射器（シリンジ）

●個包装ケース

外箱の中に以下の注射器（シリンジ）が入っています

●注射器（シリンジ）

表

裏

表

裏

バレル（外筒）
薬液が入っています

針キャップ 針キャップ

つばもとつばもと

バレル（外筒）
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」潰瘍性大腸炎体調管理ノート
受診時には必ず持参しましょう

お名前

監 修
札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座 教授仲瀬 裕志 先生 No.

使用開始年月 年　　　月
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シリンジの保管方法

お子さんの手の届かない場所に
保管してください｡ 
ご家族全員にお薬が注射器に
入っていることを説明し、取扱には
ご注意ください。

●冷凍庫に入れない
●凍らせない

●直射日光の当たる場所に置かない

未使用のシリンジは冷蔵庫で
保管してください。外箱（個装
箱）からは取り出さないでくだ
さい。
温度の低い場所（チルド室・吹き
出し口付近等）や温度・湿度の
高い場所（野菜室等）での保管
は避けてください。

注意
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シリンジの入った外箱（個装箱）を冷蔵庫から取り出す1
場所の確認2

手の洗浄3

清潔にした明るく安定した場所（テーブルなど）を確保し、外箱（個装箱）から個包装ケースを取り出します。

手をセッケンで洗います｡

注射する10～15分前に、シリンジを冷蔵庫から取り出し室温に戻しておきます。

冷蔵庫から取り出した後のご注意点
●中の注射液が凍っていた場合は使用しないでください。解凍した場合でも同様です。
●注射する直前まで針キャップを外さないでください。（万が一キャップを外してしまった場合には、再度
キャップをしないでください。針刺し事故・針の損傷のおそれがあります。）

●シリンジを電子レンジや湯せんで温めないでください。
●シリンジを冷蔵庫の外で長時間放置しないでください。
●シリンジは振らないでください。

注射の準備

自己注射の前に

注意

使用期限をご確認ください。
使用期限が過ぎたものは使用
しないでください。

※

8



シリンジ ・ 薬液に異常がないことの確認4

シリンジを個包装ケースから取り出す時には、シリンジ
の中央部分をつまんで取り出してください。
針が曲がる恐れがありますので、シリンジの両端を
つままないでください。

注射用セットの準備5
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。

●シリンジ　●アルコール消毒綿　●廃棄袋

シリンジ・薬液について、以下を確認してください。
●シリンジの内部に異物が混入していないか
●ひびがあるなど破損していないか
●薬液が漏れていないか
●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

注意
以下の場合は、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。
●使用期限が過ぎている場合
●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
異なっていた場合

●シリンジが破損している場合
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腹部または大腿部（それぞれ右､左の合計4カ所）から１カ所を選んで注射します。
つまんだ際、指と指の間の幅が１cm以上となるような場所を選んでください。

二の腕に投与する場合はご家族に
注射していただいてください。また、
上腕部後ろ側に注射してください。

おへそ周囲への注射は控えてください。

痩せている方で、上腕部の皮下脂肪が著しく少ない患者さんには適しません。

腹部（おなか）A 大腿部（太もも）

※二の腕の後ろ側

B

注意

注射の仕方

注射する部位

前回注射した場所には注射しないでください。前回注射した場所から少なくとも３cmは離すようにして
ください。
次のような場所には注射しないでください。
●乾癬のある場所
●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

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。

上腕部のやわらかい部位
（力こぶができない側）

注射する部位

上腕部の外側

避ける部位
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アルコール消毒綿

2
注射針を横に向け、針キャップをまっすぐ外します。針キャップは外したら捨てます。

消毒後には注射する場所は
注射する時まで手や物が
触れてはいけません。

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

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。

※

自己注射の手順

注意

注意

注射する場所を消毒する1

針刺し事故や針の損傷につながるおそれがありますので、以下の
点にご注意ください。
●針キャップを外す際には、注射針に触れないでください。
●針キャップを外したあとは、針キャップを元に戻さないでくだ
さい。

注射する前にアルコール消毒綿で消毒します。
注射する場所を中心に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てください。
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約30～
　60度

注射針の角度

針が全部見えなくなるまで
は、内筒を押さないように
してください。

※

注射の仕方

自己注射の手順（つづき）

4

消毒した場所の周囲の皮フを軽くつまみます。
皮フに対して注射針を斜めに、30～60度の角度にしてください。
針が全部見えなくなるまで注射針を刺します。

針を刺したまま、シリンジをしっかり持ち、時間をかけてゆっくりと内筒を最後まで押しこみます。

注射をする

注射針を斜めに刺す3

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡
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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。

6

シリンジの中の薬液がなくなったことを確認します。
その後、内筒を親指で押し込んだままの状態で注射針を抜きます。
注射針の角度は刺したときと同様に30～60度のままです。

注射針を抜き、針の刺さっていた場所をアルコール消毒綿で約10秒間静かに押さえます。
その後、消毒綿を離して、血が止まっていることを確認してください。

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

アルコール消毒綿で押さえる

注意

注射針を抜く5

注射した場所はもまないでください。もむと腫れることがあります。
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使用済みのシリンジを廃棄袋に入れて
ください。針キャップはしないでください。

廃棄袋のフタを閉じてください。

●使用済みのシリンジは、針刺し事故のないよう十分に注意して取扱ってください。
廃棄の際には、廃棄袋に入れ、医療機関から指示された方法に従って処分してください。

●使用済みのアルコール消毒綿、外箱（個装箱）、個包装ケース、針キャップは、各市町村の収集
方法に従って家庭ごみとして処分してください。
医療機関から指示があった場合には、その指示に従って処分してください。

●注射後のシリンジは速やかに廃棄袋に入れ、針刺し事故を防止してください。

●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。

●使用済みのシリンジを入れた廃棄袋は、子供の手の届かない場所で保管してください。

シリンジを廃棄する際には、以下の点に注意してください。

注射を終えて

シリンジの廃棄

1 2

注意
使用後のシリンジの針を自分または他人の身体に刺してしまった場合には
直ちに主治医に連絡してください。
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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｣を持参してください。

体調管理ノート

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。※

｢体調管理ノート｣への記録

注意
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。

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」潰瘍性大腸炎体調管理ノート
受診時には必ず持参しましょう

お名前

監 修
札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座 教授仲瀬 裕志 先生 No.

使用開始年月 年　　　月

※疾患ごと作成しております。
また、デザインが変更になることがあります。

詳しい記入例は、「体調管理ノート」をご覧ください。

15



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

それぞれ投与方法、注意する点が異なりますので、
ご使用される「シリンジ」「ペン」のページにてご確認
ください。
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投与前の準備

自己注射に必要なもの（医療機関からお渡しするもの）

注射器（ペン）1

アルコール消毒綿4廃棄袋（使用済みのペンを
廃棄する専用袋）2 体調管理ノート3

●外箱（個装箱）

表

裏

半透明キャップ

確認窓

針カバー

薬液が入っています

●個包装ケース

外箱の中に以下の注射器（ペン）が入っています

●注射器（ペン）

ここに掲載されている
イラストおよび体調
管理ノートはサンプル
です。実際にお渡し
するものとは異なる
場合があります。

※

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」潰瘍性大腸炎体調管理ノート
受診時には必ず持参しましょう

お名前

監 修
札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座 教授仲瀬 裕志 先生 No.

使用開始年月 年　　　月

18



●冷凍庫に入れない
●凍らせない

●直射日光の当たる場所に置かない

ペンの保管方法

未使用のペンは冷蔵庫で保管
してください。外箱（個装箱）から
は取り出さないでください。
温度の低い場所（チルド室・吹き
出し口付近等）や温度・湿度の
高い場所（野菜室等）での保管
は避けてください。

お子さんの手の届く場所に置か
ないでください｡ ご家族全員に
注射器のお薬であることを説明
してください。

注意

19



ペンの入った外箱（個装箱）を冷蔵庫から取り出す1
場所の確認2

手の洗浄3

清潔にした明るく安定した場所（テーブルなど）を確保し、外箱（個装箱）から個包装ケースを取り出します。

手をセッケンで洗います｡

注射する10～15分前に、ペンを冷蔵庫から取り出し室温に戻しておきます。

注射の準備

自己注射の前に

使用期限をご確認ください。
使用期限が過ぎたものは使用
しないでください。

※

冷蔵庫から取り出した後のご注意点
●中の注射液が凍っていた場合は使用しないでください。解凍した場合でも同様です。
●注射する直前まで半透明キャップを外さないでください。（万が一キャップを外してしまった場合には、再度
キャップをしないでください。針刺し事故・針の損傷のおそれがあります。

●ペンを電子レンジや湯せんで温めないでください。
●ペンを冷蔵庫の外で長時間放置しないでください。
●ペンは振らないでください。

注意
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●ペンの外側が破損していないか
●ペンの内部に異物が混入していないか
●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 ・ 薬液の確認4

注射用セットの準備5

ペン・薬液について、以下の点を確認します。

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
以下の場合は、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。
●使用期限が過ぎている場合
●薬液に粒や塊があったり、薬液が本来の色（無色～微黄褐色の透明、またはわずかに白濁した液）とは
異なっていた場合

●ペンが破損している場合
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痩せている方で、上腕部の皮下脂肪が著しく少ない患者さんには適しません。

注意
前回注射した場所には注射しないでください。前回注射した場所から少なくとも３cmは離すようにして
ください。
次のような場所には注射しないでください。
●乾癬のある場所
●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

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。

腹部または大腿部（それぞれ右、左の合計4カ所）から1カ所を選んで注射します。
つまんだ際、指と指の間の幅が１cm以上となるような場所を選んでください。

ご家族の方が、消毒した
上腕部（力こぶのができ
ない側の柔らかい部位）
の皮膚をしっかりと持ち
上げます。皮膚に対して
90°の角度で、ペンを注
射部位に押しあて、投与
を開始します。

おへそ周囲への注射は控えてください。

腹部（おなか）A 大腿部（太もも）

※二の腕の後ろ側

B

注射の仕方

注射する部位

上腕部のやわらかい部位
（力こぶができない側）

注射する部位

上腕部の外側

避ける部位
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アルコール消毒綿

確認窓

消毒後には注射する場所は
注射する時まで手や物が
触れてはいけません。

注意

2

注射する前にアルコール消毒綿で消毒します。
注射する場所を中心に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てください。

ペンを横に向け、半透明キャップをまっすぐ外します。半透明キャップは外したら捨てます。

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

キャップをはずす

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。

※

自己注射の手順

注意

注射する場所を消毒する1

針刺し事故や針の損傷につながるおそれがありますので、
以下の点にご注意ください。
●半透明キャップを外したあとは、キャップを元に戻さ
ないでください。
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針カバー

90°

開始
0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

カチッ

（1回目）

●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を押しあてると針が出ます。
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。

●１回目の「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。

注射の仕方

自己注射の手順（つづき）

4 注射をする

ペンを握り、注射部位に当てる3

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡
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カチッ

開始から10秒後
0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

（2回目）

●薬液は10秒ほどで注入が完了します。
●「カチッ」という音が再度鳴ると、注入完了です。
●注入完了は確認窓の色によっても確認できます。
　確認窓がすべてオレンジ色に変化したら注入完了です。

注入中 注入終了後

●注射終了後、ゆっくりと皮フからペンを離し、針が刺さっていた場所を
　アルコール消毒綿で10秒間ほど静かに押さえてください。
●皮フからペンを離すと、注射針はオレンジ色の針刺し防止キャップに隠れます。
●その後、アルコール消毒綿を離して血が止まっていることを確認してください。

6

注射の方法は､主治医の指示にしたがってください｡

ペンを離す

注意

ペンを押し当てたまま注入終了を確認5

注射した場所はもまないでください。もむと腫れることがあります。
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廃棄袋のフタを閉じてください。

●注射後に針先を振ったり、キャップをしたりしないでください。
針刺し事故につながるおそれがあります。

●使用済みのペンは再利用できませんので処分してください。

●家庭ごみとして廃棄することはできません。廃棄袋に入れて、
医療機関からの指示に従い適切に処分してください。

●使用済みのペンを入れた廃棄袋は、子供の手の届かない場所で保管してください。

ペンを廃棄する際には、以下の点に注意してください。

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｡ 

●使用済みのペンは、針刺し事故のないよう十分に注意して取扱ってください。
廃棄の際には、廃棄袋に入れ、医療機関から指示された方法に従って処分してください。

●使用済みのアルコール消毒綿、外箱（個装箱）、個包装ケース、ペンのキャップは、各市町村の
収集方法に従って家庭ごみとして処分してください。
医療機関から指示があった場合には、その指示に従って処分してください。

注射を終えて

ペンの廃棄

1 2

注意
使用後のペンの針を自分または他人の身体に刺してしまった場合には
直ちに主治医に連絡してください。
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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｣を持参してください。

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。※

｢体調管理ノート｣への記録

注意
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。

体調管理ノート

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」潰瘍性大腸炎体調管理ノート
受診時には必ず持参しましょう

お名前

監 修
札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座 教授仲瀬 裕志 先生 No.

使用開始年月 年　　　月

※疾患ごと作成しております。
また、デザインが変更になることがあります。

詳しい記入例は、「体調管理ノート」をご覧ください。
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よくあるご質問（Q&A）

こんなときは､どうすればいい?

シリンジ

ペン Q.

A.

予定日に注射をするのを忘れてしまいました。
2回分をまとめて注射してよいでしょうか?

注射を忘れたことに気がついた時点で、１回分を注射してくだ
さい。その後は、患者さん（一部の疾患）によって注射の投与
間隔が異なります。主治医から指示された間隔に従って、注射を
行ってください。
絶対に２回分をまとめて注射することはしないでください。

シリンジ

ペン Q.

A.

予定日に注射できないことがわかりました。
どうすればよいでしょうか?

主治医に相談し、その指示に従ってください。

シリンジ

ペン Q.
A.

一日のどの時間帯に注射すべきでしょうか?

注射をする時間帯に特に制限はありません｡ただし､注射を忘れ
ないよう､毎回同じ時刻とする等、習慣化しておくことをお勧め
します。また、主治医の指示があった場合はその指示に従って
ください｡
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シリンジ

ペン Q.

A.

薬液の中に気泡を見つけました。
このまま使用してもよいでしょうか?

皮下注射ですので、薬液の中に少量の気泡があってもお身体には
問題なく、投与量にも影響しません。そのままご使用ください。

シリンジ

ペン Q.

A.

注射をする前に体調が悪くなりました。
注射してよいでしょうか?

咳や痰、発熱等の風邪のような症状がある場合には、注射を
いったん中止し、すぐに主治医に連絡してください｡

シリンジ

ペン Q.
A.

廃棄袋＊を持っていない場合はどうすればよいでしょうか？

処方を受けた医療機関から廃棄袋を受け取るようにしてくだ
さい。
＊ペン、シリンジともに廃棄袋をご利用ください。
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●痛みを感じる原因は、薬液が冷たいからかもしれません。
薬液を冷蔵庫から取り出してから10～15分置くか、手のひらで1分程度
温めることで痛みを感じにくくなることがあります（イラストご参照）。

こんなときは､どうすればいい?（つづき）

シリンジ

ペン Q.

A.

注射が痛い場合､痛みを少なくする方法は
あるでしょうか?

いくつかの方法により痛みを緩和することが可能です。
主治医や看護師、薬剤師にご相談ください。

シリンジ の例

注意
針刺し事故を防止するため、
薬液を温める際には、針キャップ
を外さないでください。

よくあるご質問（Q&A）

30



シリンジ
Q.

A.

注射針を刺したときに
注射器内に血液が入ってきました。
注射を中止すべきでしょうか?

刺した部位での注射は中止して、針を抜いてください。その
部位から3cm以上離れた部位に､もう一度注射してください｡

Q.

A.

ペン注射の際、
後に薬液が皮膚に漏れていた場合は、
どうしたらいいですか？

薬液がどれくらい漏れたかを主治医に連絡して、指示を受けて
下さい。

ペン
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