イスパロクト® 静注用を使用される方へ

血友病Aの患者さん向けに
作成されたものです。

イスパロクト® 静注用を使用される際は
主治医の指示に従ってください。
何かご不明な点があれば、
主治医にご相談ください。

JP22ESP00006
（2022年2月作成）
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イスパロクト® 静注用を
お使いになる前に
本冊子は、
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あなたの疾患と治療薬を
理解しましょう
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血友病とは？

血友病は、幼い頃からさまざまな出血を繰り返す疾患です。

血友病の患者さんでは、遺伝や遺伝子の突然変異によって、血液を固まりや

すくする
「血液凝固因子」
と呼ばれるタンパク質が欠乏していたり、働きが低下

しているため、
止血に時間がかかります 1, 2。

血友病には「血友病A」と
「血友病B」があります。血友病Aでは、血液凝固

第VIII（8）因子が欠乏しています。
血友病Bでは血液凝固第IX（9）因子が欠乏

しています。

血友病患者さんでは、幼い頃、特に歩くようになって活発になってくると、

あざ（内出血）ができやすくなります。
これといった理由もなく、関節内や、筋肉

などの軟部組織内で出血しやすい傾向もみられます 。
そして、
切り傷を負うと
1, 2

多量に出血し、血が止まるまで長時間かかることがあります。

出血の多くは関節内で起きます。関節内での出血を繰り返すことで血友病

性関節症を引き起こします。血友病性関節症になり出血しやすい状態が長く
なると、関節が変形して曲がりにくくなり、場合によっては日常生活が困難に
なることがあります。

4

血友病のタイプ

血友病には、
血友病Aと血友病Bがあります。
血液凝固因子のうち血液凝固第VIII因子が

血友病A 欠乏あるいは働きが低下している

血友病B 血液凝固因子のうち血液凝固第IX因子が
欠乏あるいは働きが低下している

血友病の重症度

血友病の重症度は、
血液凝固因子の働き
（活性）がどの程度かを示す
「凝固因子レベル」
によって判定されます。

重症度

凝固因子レベル
（%）

中等症

1～5% 未満

軽

症

重

症

5～40% 未満
1% 未満
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治療薬を理解しましょう

イスパロクト®静注用とその作用について

イスパロクト®静注用は血友病Aの治療薬です。
出血の予防や止血のために使用します。
イスパロクト®静注用をよく理解していただくために、
まずは血友病についておさらいをしておきましょう。
イスパロクト®静注用は、欠乏あるいは働きが低下している血液凝固第VIII

因子を補充するための治療薬です。

血液凝固第VIII因子は補充しても、血液中で徐々に分解・代謝されてしまい

ます。
イスパロクト®静注用は、
より長時間血液中を循環できるようデザイン

イスパロクト® 静注用を定期補充療法で使用することによって、血液中の

第VIII因子の濃度を一定以上保つことができ、血友病に伴う出血傾向を

抑制することができます。

定期補充療法は、出血を予防する目的で定期的に血液凝固第VIII因子製剤

を投与する治療方法です。定期補充療法で出血予防することで、血友病性
関節症の進行を遅らせ、生活の質（QoL）を改善することが期待されます 1。

出血したときにも血液凝固第VIII因子製剤を投与します（出血時補充療法

といいます）。
出血したときはなるべく早い段階で製剤を投与しましょう。

されました。遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子 ※ にPEG（ポリエチレン
グリコール）を結合させることで、分解・代謝されるのが遅くなるため、活性が
長く保たれます。

イスパロクト®静注用は半減期延長型血液凝固第VIII因子製剤に分類され

ます。血液中の活性は標準型血液凝固因子製剤による治療と比べて1.6倍
長く保たれるため 3、注射回数を減らすことができます。

※ 遺伝子組換え型血液凝固第 VIII 因子： 献血された血液から抽出されるのではなく、製薬会社の工場内などで製造される
血液凝固第VIII因子です。

6

7

血友病Aとともに
活動的な生活を送りましょう

イスパロクト®静注用を定期的に投与したときの
血液凝固第

血液凝固第VIII因子活性の推移（イメージ）

血友病Aとともに上手に生活するためには、
血液凝固第VIII因子
補充療法による出血の管理以外にも必要なことがあります。

因 子 活 性︵

VIII

身体的および心理社会的な健康状態を保つことも
生活の質（QoL）
の向上のために重要です。

%

︶

血友病Aとともに上手に生活を送るために、
血液凝固第VIII因子の補充療法以外にも
生活の質（QoL）
の向上のための対策をいくつか紹介します。

標準型血液凝固第VIII因子製剤 週3回投与（40 IU/kg）
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このグラフは縦軸が対数目盛（1ずつではなく10倍ずつ等間隔で振られた目盛）
となっています。
対数目盛は例えば100%
から10%までの桁が変わるような大きな変動や、
小さな桁における変動の両方をグラフで表すときに使われます。

製剤を携行して旅行に出かけましょう1, 5

運動、
スポーツに備えて

定期的な運動は体の健康状態を改善し、強い筋肉をつくるのを助け、バラ

ンスと運動の感覚を養うのに役立ちます 。
1

血友病の患者さんが参加できるスポーツや運動はたくさんあります。

筋肉の柔軟性と強度および心血管系の機能に重点を置いた運動は出血の

1-30℃
冷蔵庫から
取り出して
12ヵ月以内

30-40℃
冷蔵庫から
取り出して
3ヵ月以内

溶 解する前のイスパロクト® 静 注 用 は

冷蔵庫（2～8℃）で保存することが望ましい

ですが、冷蔵庫の外で保存することもでき

ます。30℃を超えない場合は最長12ヵ月、
30℃を超えても40℃以下なら最長3ヵ月

リスクが低いと考えられます（例えば、水泳やウォーキングなど）。
スポーツや

保存できます
（ただし、個装箱に記載されている使用期限内）。

考慮することが重要です。なんらかの身体的活動（運動）を始める際には

ことを確認してください。

を確認してください 。
できれば運動を始める直前に製剤を投与する時間を

医師の連絡先を記載したカードなどを携行していることも重要です。旅行

運動を始めるときには、
これまでの出血歴、現在の健康状態、関節の状態を

その前に必ず担当医師に相談して、
その運動があなたに適しているかどうか
1

設けて、血液凝固第VIII因子レベル（血中濃度）を上昇させておきましょう 。
4

8

イスパロクトⓇ静注用 4日毎投与（50 IU/kg）

1000

旅行に出かける前には必ず、十分なイスパロクト®静注用を携行している

外出先で緊急事態が発生した場合に備えて、あなたの診断名および担当

先の血友病治療に詳しい医師のいる病院の所在地を確実に把握しておく

ことも重要です。旅行に出かける前に必ず調べておくようにしてください。
活動的な生活を送りたいと考えている血友病の患者さんにとって
有用な情報は多くあります。
詳細については、
主治医あるいは血友病に詳しい医師に
お問い合わせください。
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イスパロクト® 静注用を
使ってみましょう

ここでは、
イスパロクト® 静注用の投与方法、
溶解方法、
そして注射後の備品の廃棄方法について解説します。

イスパロクト® 静注用の溶解方法について5

4つの簡単なステップを踏めば、イスパロクト® 静注用を投与するための
準備ができます。

詳細については、製品個装箱に入っている溶解方法説明書を参照してください。
ステップ 1

イスパロクト®静注用の投与方法について

薬剤の入ったバイアルと、溶解液シリンジ（添付溶解液）

を用意します。

イスパロクト®静注用は、血友病Aの患者さんにおける出血傾向の抑制および
治療の両方の目的で使用することができます。実際に投与する製剤の量や
タイミングは、主治医の指示に従ってください。
また、外科手術の際の使用については、主治医にお問い合わせください。

12歳以上の患者さんが定期的に投与する場合

体重1kg当たり50国際単位（50 IU/kg）を4日毎に投与します。
患者さんの状態に
応じて体重1kg当たり50国際単位（50 IU/kg）を週2回、または体重1kg当たり
75国際単位（75 IU/kg）を週1回投与します。

出血時に投与する場合

通常、1回体重1kg当たり10～30国際単位（10～30 IU/kg）を投与しますが、
12～24時間毎に、出血症状が消失するまで投与することが推奨されます。
イスパロクト® 静注用の投与方法について、
ご不明な点があれば主治医に確認してください。
実際に投与する製剤の量やタイミングは、
主治医の指示に従ってください。
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バイアルと溶解液シリンジを両方の手でそれぞれ握って温め、

●

バイアルのキャップを外し、アルコール綿でゴム栓を拭いて

室温に戻します。

消毒します。その際、
ゴム栓に触らないようにしてください。

ステップ 2

バイアルアダプターを取り付けます。

12歳未満の患者さんが定期的に投与する場合

体重1kg当たり60国際単位（60 IU/kg）を週2回投与します。患者さんの状態に
応じて体重1kg当たり50～75国際単位（50～75 IU/kg）を週2回または週3回
投与します。

●

●

スパイクに触れないこと

包装容器からバイアルアダプターは取り出さないでください。

また、
バイアルアダプターのスパイクには触らないでください。
●

つまむ
場所

裏返しにして、バイアルアダプターを包装容器ごとバイアルに
はまるまで上からまっすぐに、しっかりと押し込みます。一度
はめ込んだら、
バイアルから外さないでください。

●

上から見たところ

バイアルアダプターの保護シールをはがします。
このときにはまだ

親指と人差し指で包装容器を両側から軽くつまみ、バイアル

アダプターから外します。
その際、バイアルアダプターを一緒に
持ち上げないように注意してください。
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ステップ 3

ピストン棒と溶解液シリンジを取り付けます。
●

円盤部分を持ちます。
ピストン棒の側面や先端
（図の丸囲み部分）

には触れないでください。

丸囲みの部分に触れないこと

丸囲みのシリンジ先端部に
触れないこと

ピストン棒を回しながらシリンジに取り付けます。
ピストン棒の

●

シリンジキャップを、その真下にあるシリンジ先端部
（図の丸囲み

●

シリンジを回してバイアルアダプターにしっかり取り付けます。

シリンジにあらかじめ充てんされている溶解液で本剤の
粉末を溶解します。

●

●

●

●

12

必要量に達するまで、追加のバイアル、バイアルアダプター、および溶解液

シリンジを用いてステップ1からステップ4までの手順を繰り返してください。
これでイスパロクト®静注用を静脈内に注射する準備が整いました。

部分）
には触れないで、
慎重に取り外します。

ステップ 4

●

必要な投与量を準備するために2バイアル以上を必要とする場合は、

バイアルを下にし、
溶解液シリンジを少し傾けて、
溶解液の全量を
バイアルに注入します。

本剤の粉末を溶解する際には、バイアルを激しく振らないで
ください。
静かに円を描くように回しながら溶解してください。
溶解後の注射液に沈殿や混濁が認められた場合には、新しい
製剤を使用してください。

使用済みの医療機器の廃棄方法について 5

注射を済ませたら、使用済みの他の医療機器を、主治医、看護師または

薬剤師から指示されたとおりに安全に廃棄してください。
本品は再使用しないでください。

投与量を調整する際には、バイアルを上向きにして、必要量を
シリンジに抜き取ります。
シリンジ内に気泡が入っていれば、その気泡をバイアル内に
注入して戻します。

シリンジを回してバイアルアダプターから取り外します。
その際、
シリンジ先端部には触れないようにしてください。
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イスパロクト® 静注用の
保存について

溶解前のイスパロクト 静注用の保存方法について
®

2～8℃
40℃以下
での保存も
可能

製品個装箱の中に入っているもの 5

イスパロクト®の製品個装箱（外箱）に記載されている使用期限を必ず確認

してください。使用期限が過ぎている場合には使用しないでください。製品
5

個装箱には、以下が含まれています。

〔 イスパロクト®静注用の粉末が入ったバイアル1個 〕

イスパロクト®静注用には含有量の異なる5種類のバイアルがあります。
注射

する前に、
処方されたとおりの正しいバイアルであるかどうかを必ず確認して

使用前は、イスパロクト® 静注用を個装箱に入れたまま、

ください。
含有量によってバイアルのキャップの色が異なります。

冷蔵庫（2～8℃）
で保存してください。
凍結してはいけません。

〔 溶解液シリンジ
（添付溶解液）〕

溶解液シリンジの先端はキャップで保護されています。
キャップが緩んでいる

家庭では冷蔵庫内で保存することが望ましいですが、冷蔵庫

場合や取り付けられていない場合は、その溶解液シリンジは使用しないで

から取り出して、40℃以下で保存した（する）場合、使用期限

ください。

を超えない範囲で以下の期間内は使用できます。

〔 ピストン棒 〕

・30℃を超えない場合、
冷蔵庫から取り出して12ヵ月以内

ピストン棒は、溶解液の全量をバイアルに注入するためにシリンジに装着

します。
使用する準備が整うまではトレーに入れたままにしておいてください。

・30℃を超えた場合、
冷蔵庫から取り出して3ヵ月以内

また、汚染を避けるため、側面や先端に触れないでください。

個装箱に入れたまま、直射日光を避けて保存してください。

〔 溶解方法説明書 〕

冷蔵庫の外で保存を始めた日付を個装箱に記入しましょう。

一度冷蔵庫の外で保存した場合は、
再び冷蔵庫に戻さないでください。
溶解後は本剤を速やかに使用してください。もし溶解後になにかしらの

理由で使用できない場合、室温（30℃以下）で保存する場合は4時間以内に、

溶解方法説明書にはイスパロクト®静注用に関する重要な情報が記載されて

います。
治療を始める前に、
この溶解方法説明書をよくお読みください。

静注用輸注セットに入っているもの
〔 バイアルアダプター 〕

バイアルアダプター はシリンジをバイアルに接 続するものです。保 護

冷蔵庫（2～8℃）で保存する場合は24時間以内に使用してください 5。
溶解後

の保存はシリンジからバイアルに戻してバイアルとシリンジを接続したままの
状態で行ってください。

シールが破損している場合は、
そのアダプターを使用しないでください。

27G

25G

〔 翼状針（翼付針）〕

針の太さの異なる2本の翼状針（翼付針）が入っています。27Gと25Gが

あります。

〔 アルコール綿 〕２つ入っています。

〔 絆創膏 〕サイズの異なる絆創膏が各1枚入っています。
〔 使用方法説明書 〕
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〔 廃棄用袋 〕
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何かご不明な点はありませんか？
もし出血したら、
どうするので
しょうか？

主治医から指示されている量を投与

してください。ただし、出血の箇所や
重症度に応じてより高用量が必要に

なることや、追加の投与が必要になる

こともありますので、何かご不明な点

がある場合は、
主治医にお問い合わせ

ください。

イスパロクト®静注用を
必要量よりも多く
投与してしまったとき、
どうすれば
よいでしょうか？
主治医から指示された量よりも多く

投与してしまった場合は、できる限り

速やかに主治医に連絡してください。

イスパロクト®静注用の投与により
生じる可能性がある副作用

どのような薬にも副作用があるように、イスパロクト® 静注用も副作用を

引き起こす可能性があります。最も多くみられる副作用として以下のものが

あげられます。
●

●

そう痒感
（かゆみ）

いたら、できる限り速やかに主治医

受け取った薬局にご相談ください。

注射するのを忘れていたことに気づ

から指示された量を注射してください。
投与忘れの分を補うために2回分を

投与してはいけません。何かご不明

な点がある場合は、主治医にお問い

合わせください。

16

主治医またはイスパロクト 静注用を
®

主治医の連絡先をメモしておきましょう

（20ページ）。

●

また、本剤の投与に対してアレルギー反応が生じる可能性があります。

アレルギー反応の徴候が認められた場合には、
本剤の注射を中止し、
速やかに
担当医師または救急救命センターに連絡してください。
アレルギー反応の徴候には以下のものがあります。
●

溶解操作を
間違えたら
どうしたら
よいでしょうか？

発疹

皮膚の発赤（紅斑と呼ばれます） 注射部位の皮膚反応（疼痛、腫脹、発疹など）

●

投与するのを
忘れたら、
どうするので
しょうか？

●

●

●

●

蕁麻疹（じんましん）

嚥下困難（飲み込むことができない）、
呼吸困難（呼吸ができない）

息切れ、
喘鳴（呼吸をするときにヒューヒュー、
ゼイゼイと音がする）
胸部絞扼感（胸が締め付けられるような状態）
唇、
舌、
顔面、
または手掌の発赤と腫脹

まれなことですが、イスパロクト® 静注用の投与を受けている患者さんに

おいて、血液凝固第VIII因子に対するインヒビターが発生する可能性があり

ます。
インヒビターとは、血液凝固第VIII因子を中和する抗体であり、本剤に

よる治療効果を弱める可能性があります 1。
このようなインヒビターが発生し
ていないかどうかをチェックするため、主治医は治療効果がどれくらい得られ
ているかを診察し、定期的に血液検査を実施します。

上記に示していない副作用が発生する可能性もあります。副作用が発生

していると思われる場合や、何かご不明な点がある場合は、かかりつけの
主治医にご相談ください。
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血友病Aのお子さんの保護者の方へ

適切な止血管理をしていくことで、
他の子どもたちとほとんど変わらずに成長していきます。
血友病について

血友病は、
血液が固まるときに必要な血液中のたんぱく質（血液
凝固因子）が欠乏している、
あるいは働きが低下しているために、
出血すると止血に時間がかかる疾患です。
血友病の約70%は親からの遺伝、残りの30%は遺伝ではなく
遺伝子の突然変異によるものと推定されています。

お子さんが血友病と診断されて、
将来に不安を抱かれるのはごく
自然なことです。
しかしながら現在は、
効果的で安全な治療法が確立
されており、治療を続けていけば、他の子どもたちと変わらない
生活ができます。

血友病の治療

治療の中心となるのは止血管理（出血への対応）
です。
出血時の
止血と、出血の予防を目的に、
お子さんに不足している血液凝固
因子を注射で補います
（凝固因子補充療法）。

注射は病院で受けることもできますが、
一定の条件が整えば家庭
で注射をすることもできます。
お子さんが小さいうちは保護者が
注射をしますが、
お子さんの成長に合わせて自己注射を始めること
もできます。
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お子さんの成長と血友病

お子さんの成長に伴って、
保育園や幼稚園、
そして学校に通うよう
になれば、
保護者と離れて過ごす時間も多くなります。
お子さんの
生活範囲が広がるにつれて、
周囲の人たちに血友病について伝える
かといった課題も出てくるでしょう。
また、進学や就職にあたり、
選択に悩むこともあるかもしれません。
そうした問題には、その
時々の状況に応じて対応を考えていきましょう。
まずは、血友病について正確な知識を持ち、出血しないための
対策や出血した場合の対応を覚えることが大切です。
出血への適切
な対応ができるようになれば精神的にも余裕ができ、
いろいろな
問題を整理しながら、
うまく対処できるようになります。

相談しましょう

日々の生活のなかでは、
不安や心配がたびたび生じると思います。
そんなときは些細なことでも医師や看護師に相談してください。
不安や心配の解消には、
精神的な受け入れを含めて、
ある程度の
時間が必要なものもあるでしょう。
その一方で、
知らないことや判断
がつかないことについては、
相談したり伝えることで解消されること
が多いです。
また、
血友病患者さんおよびその家族による団体があります。
同じ
ことで悩み、乗り越えてきた経験を持つ方々は心強い相談相手と
なるかもしれません。
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メモ

病院に電話する／病院に駆け込む

その前に

主治医の連絡先
名称：

電話：

所在地：

電子メール：

他に何かご不明な点があれば、
忘れずに担当医師に質問できるように、

このページに書き留めておいてください。

いつから？

（

）月（

出血部位は？

）日（

）時ごろから

（右イラストに書き込む）

からだの様子
（具体的に）

例：左右の足の太さが違う、
足を引きずる、歩き方がおかしい、
頭を打った、首が腫れている など

注射はいつした？
出血時補充（
定期補充 （

）時（
）日（

今使っている製剤は？
●
●

）分ごろ（
）単位
）時（
）分ごろ（

製剤名 （
投与単位（

）
）

医師名（
病院名（

）
）

普段かかっている医師は？
●
●

以前にも同じようなことはなかったでしょうか？
あればそれはいつごろ？

（
20

）単位

）
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