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❺ 注射部位を決め消毒します。

❶ 冷蔵庫から取り出し30分間置いて、
室温に戻しておきましょう。

❷　必要なものをそろえます。

❹　注射をする前に手を洗ってください。

・　消毒綿1枚（注射前用）
・　カット綿、ガーゼ又は消毒綿1枚（注射完了後用）
・　専用廃棄用ボックス又は廃棄用の容器1個

太もも（大腿部）、お腹（腹
部）又は二の腕（上腕部）の
外側のいずれかを選び、消毒
綿で消毒し、乾かします。

❸ 中に入っている薬液は無色か、わずかに黄色がかって
います。次のような場合には、本剤を使用せず、医
療従事者の指示に従ってください。
・　使用期限が切れている。
・　破損している。
・　薬液が濁っている、明らかな褐色をしている、小さな異物が
混入している。

本剤は1回使い切りの注射剤です。
注射器には1回分の薬液が
あらかじめ充填されています。
1回で全量を使用します。

注射後に、下記のアレルギーを疑う症状がでた場合には速やかに主治医
にご連絡ください。次の受診日を待たずに病院に連絡し、受診するよう
お願いします。

下記の症状があらわれた場合も、早めに主治医にご連絡ください。

本剤は外箱に入れたまま、冷蔵庫（2～8℃）に保存してください。
室温で保存する場合は30℃を超えない場所で保存し、5日以内に使
用してください。
本剤を冷蔵庫から取り出し、ご使用になる前に30分間、室温に置い
ておくことが望ましいです。

本剤を凍結させないでください。もし凍結させてしまった場合は、
使用しないでください。
本剤を電子レンジで温めたり、お湯をかけたり、直射日光の当たると
ころに放置しないでください。
本剤を激しく振らないでください。

・　二の腕（上腕部）の外側に注射する場合は、操作方法の訓練を受けた方の
手助けを受けてください。

・　皮膚に痛み、あざ、赤みがある部位や硬くなっている部位、傷跡や妊娠線があ
る部位、又は乾癬の部位には注射しないでください。

・　へその周辺（3cm以内）には注射しないでください。
・　からだの同じ部位に注射してもよいですが、注射する場所は前回から変えて
ください（前回の場所から3cm以上離れていることが目安です）。
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皮膚に対して、
45°の角度で針をさしてください。

注射する部位の皮膚を
かるくつまんでから針をさし、
その後はつまんだ皮膚から
手を放しても構いません。

緑色の内筒をゆっくり押し込みます。
薬液がすべて注射され、灰色のゴムピストンが
注射器本体の針の根元まで来るように
押し込んだ後、ゆっくりと皮膚から針を抜きます。
カット綿、ガーゼ又は消毒綿を注射部位に
あててください。
あざになることがありますので
注射部位はもまないでください。
注射が完了していれば、緑色の内側が外側から透
けて見えます。

使用済みの注射器は、専用廃棄用ボックス
に入れる、又は専用廃棄用ボックスが無い
場合は、廃棄用の容器に入れて廃棄してくだ
さい。

キャップは元に戻さないでください。
使用済みの注射器は、主治医の指示に従って
廃棄してください。

キャップを引っ張って外し、捨ててください。

針が破損したり、針でけがをすることがあるので、
キャップは元に戻さないでください。
針に触らないでください。
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