MG

ソリリス®/ユルトミリス®を投与される先生方へ

ソリリス /ユルトミリス 投与開始までのステップ
®

STEP

1

®

患者さんへの有効性・安全性の紹介と資料の配布

『患者さんへの説明資料』
（①）
を使用して、ソリリス®/ユルトミリス®の有効性・安全性を説明して
ください。
（ ②）
に施設情報をご記入の上、患者さんに
また、
『ソリリス® /ユルトミリス® 患者安全性カード』
お渡しして、日頃から携帯してもらうよう説明してください。

② ソリリス

① 患者さんへの説明資料

/ユルトミリス®
患者安全性カード
®

ソリリス®版
全身型重症筋無力症
（全身型MG）
で
ソリリス による治療を開始する
患者さんへ
®

医療従事者用

全身型重症筋無力症
（全身型MG）
で
ソリリス による治療を開始する患者さんへ

必要事項を記入し、髄膜炎菌感染症
が疑われる症状で病院へ行った場合
に備え、日頃から携帯してください。

〜全身型重症筋無力症（全身型MG）患者さんへ〜

ソリリス を投与される方へ

監修 村井 弘之 先生（国際医療福祉大学医学部 脳神経内科学 主任教授）

®

監修

村井 弘之

先生
（国際医療福祉大学医学部 神経内科学 主任教授）

医療機関名

提供：
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア

医療機関名

アレクシオンファーマ合同会社 メディカル インフォメーション センター
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア
フリーダイアル：0120-577657 受付時間：9:00〜18:00（日、祝日及び当社休業日を除く）
gMG-PTB-1804

2021年6月改訂
GMGMA001-2106

ユルトミリス®版
全身型重症筋無力症（全身型MG）

ユルトミリス®による治療を開始する
全身型重症筋無力症（全身型MG）
患者さんへ
医療従事者用

®

監修

村井 弘之

監修

村井 弘之

先生（国際医療福祉大学医学部 脳神経内科学 主任教授）

全身型重症筋無力症（全身型MG）患者さんへ

ユルトミリス を投与される患者さんへの
説明ガイド

ユルトミリスⓇ 治療で
気を付けてほしいこと

先生
（国際医療福祉大学医学部 脳神経内科学 主任教授）

医療機関名

GMGMA07
（1）
-22xx
2022年●月作成
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『同意説明文書』への署名
③

ソリリス® /ユルトミリス® の使用に関して、患者

さんの同意が得られましたら、
『 同意説明文書』

（③）に必要事項をご記入の上、患者さんとご
施設の双方で保管してください。
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髄膜炎菌ワクチン
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の接種＊
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ソリリス®/ユルトミリス®の投与開始の少なくとも2週間前までに髄膜炎菌ワクチンを接種して
ください。
⌫⳦㸧ཬࡧ᾿⳦ឤᰁࢆⓎࡍࡿࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ
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＊ワクチン接種前あるいはワクチン接種後2週間以内にソリリス®/ユルトミリス®を投与する必要がある場合には、
ワクチン接種後2週間は抗菌剤
（感染症
の治療薬）
が併用されることがあります。髄膜炎菌ワクチン
（メナクトラ®筋注）
は5年ごとに追加接種が推奨されています。

裏面へ続く

STEP

4

ソリリス®/ユルトミリス®投与前にMG-ADLスケール・
QMGスコアなどによる測定

『MG-ADLスケール』
（ ④）
・
『QMGスコア』
（⑤）などを使って、患者さんの症状を把握
してください。

④

STEP

5

⑤

『髄膜炎菌ワクチン接種証明書/同意説明確認書/適正使用情報
受領確認書 兼 ソリリス®/ユルトミリス®患者様登録申請書』の送付

『髄膜炎菌ワクチン接種証明書/同意説明確認書
/適正使用情報受領確認書 兼 ソリリス®/ユルト
（ ⑥）に必要事項を
ミリス ® 患者様登録申請書 』
ご記入ください。ご記入後、下記の番号へFAXを
お願いいたします。
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࣡ࢡࢳࣥᮍ᥋✀࡛ࢯࣜࣜࢫpࢆ⏝㛤ጞࡍࡿሙྜࡣࠊୗグࢆࡈ☜ㄆୗࡉ࠸ࠋ
z ᝈ⪅ᵝࡢ᪂つⓏ㘓⏦ㄳ㸸 㡯┠ձղճմࡈグධୗࡉ࠸ࠋ
Ўࢳ࢙ࢵࢡ
ᥦฟࡀ㐜ࢀࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿሙྜࠊձ࠾ࡼࡧߋグ㍕ྍ⬟࡞㡯┠ ղճմ ࡈグධ㡬ࡁࠊᥦฟࡀ㐜ࢀࡿ㡯┠ࡣᚋ᪥ࡈグධࡢୖࠊᥦฟࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࠊࡣ⚾ ܆ᙜヱᝈ⪅ᵝࢯࣜࣜࢫpࢆ⏝ࡍࡿඛ❧ࡕࠊ㧊⭷⅖⳦ឤᰁࡢⓎ⌧ࣜࢫࢡࠊ㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥࢆ᥋✀ࡍࡿࡇࡢࣜࢫࢡ᭷┈ᛶࢆ
ᝈ⪅ᵝㄝ᫂⮴ࡋࡲࡋࡓࡀᝈ⪅ᵝࡣ࣡ࢡࢳࣥᮍ᥋✀࡛ࢯࣜࣜࢫp⒪ࢆࡍࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡲࡋࡓࠋ

z 㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀㸸 㡯┠ղࡈグධୗࡉ࠸ࠋ





ճ ྠពㄝ᫂☜ㄆ᭩

ձ ࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫpᝈ⪅ᵝⓏ㘓⏦ㄳ᭩

送付先：0120 - 926 - 091

ଛહ )$;ق崊嵔崗崟崒嵛崽崉嵤嵆়ভ  ك崥嵒嵒崡J0* ৷



Ўࢳ࢙ࢵࢡ

㏣ຍグධࡼࡿᥦฟࡢሙྜࡣࠊࡇࡕࡽࢳ࢙ࢵࢡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋЍ  ㏣ຍᥦฟ    ܆

Ўࢳ࢙ࢵࢡ

ࠊࡣ⚾ ܆ᙜヱᝈ⪅ᵝࡢⓏ㘓ࢆ⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ



ᙜヱᝈ⪅ᵝࡣࠊ௨๓ࢯࣜࣜࢫpࢆᢞࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ㸽㸸

࠼࠸࠸܆࠸ࡣ܆

ྠࠕࠊࡣ⚾ ܆ពㄝ᫂ᩥ᭩ࠖࠕࢯࣜࣜࢫpࢆᢞࡉࢀࡿ᪉ࠖࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻࠖࡢෆᐜࢆ㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ཬࡧ᥋✀ࡢᚲせᛶ୪ࡧ
ᝈ⪅ᵝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࢆྵࡵࠊᝈ⪅ᵝㄝ᫂ࡋࠊ࡚ࡢ㉁ၥ⟅࠼ࠊᝈ⪅ᵝ୍⥴ࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻ࡚ࠖࡢ㔜せሗࢆグධࡋࠊ
ྠពࢆᚓࡲࡋࡓࠋ



Ўࢳ࢙ࢵࢡ

ղ 㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ド᫂᭩


܆
ࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻࠖグ㍕ࡍࡿ
㏣ຍグධࡼࡿᥦฟࡢሙྜࡣࠊࡇࡕࡽࢳ࢙ࢵࢡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋЍ
 ⚾ࡣࠊ㧊⭷⅖⳦ឤᰁࡀࢃࢀࡿሙྜࡢ⥭ᛴཷデྍ⬟་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᝈ⪅ᵝࡈᐙ᪘┦ㄯࡢ࠺࠼ࠊ
 ㏣ຍᥦฟ   ܆
⥭ᛴཷデྍ⬟་⒪ᶵ㛵ࢆタᐃࡋࡲࡋࡓࠋ

⚾ࡣࠊᙜヱᝈ⪅ᵝࡀୗグࡢ࣡ࢡࢳࣥࢆ᥋✀ࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ

࣡ࢡࢳࣥ᥋✀᪥㸸       ᖺ    ᭶    ᪥

㧊⭷⅖⳦䝽䜽䝏䞁ၟရྡ䠖

ྠពྲྀᚓ᪥㸸        ᖺ    ᭶    ᪥



ࣛࢺࢡࢼ࣓܆p➽ὀ 㸦ᅜෆᢎㄆ་⸆ရ㸧 ܆0HQFHYD[  ܆0HQDFWUD ಶே㍺ධရ  ܆0HQYHR  ࡢࡑ܆
         
մ 㐺ṇ⏝ሗཷ㡿☜ㄆ᭩

（アレクシオンファーマ合同会社）

࣓ࢼࢡࢺࣛp➽ὀࢆ᥋✀ࡉࢀࡿඛ⏕ࡢ࠾㢪࠸
ࠕ㐺ṇ⏝࢞ࢻ㌟ᆺ㔜➽↓ຊࠖࡢ᭱᪂∧ࢆཷ㡿ࡋࡲࡋࡓ㸽
࣓ࢼࢡࢺࣛp➽ὀࡼࡿᛂࡀⓎ⌧ࡋࡓሙྜࡣࠊࢧࣀࣇᰴᘧ♫ https://www.sanofi.co.jp/ ࣓ࠗࢼࢡࢺࣛpᛂሗ࿌ࢧࢺ࠘ࡢሗ࿌ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ


࣡ࢡࢳࣥᮍ᥋✀࡛ࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫpࢆ⏝㛤ጞࡍࡿሙྜࡣࠊୗグࢆࡈ☜ㄆୗࡉ࠸ࠋ
Ўࢳ࢙ࢵࢡ

㸸࠸ࡣ܆

࠼࠸࠸܆

ࠕࢯࣜࣜࢫpࢆᢞࡉࢀࡿ᪉ࠖࡢ᭱᪂∧ࢆᝈ⪅ᵝࡈᐙ᪘ᥦ౪ࡉࢀࡲࡋࡓ㸽

㸸࠸ࡣ܆

࠼࠸࠸܆

ࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻࠖࡢ᭱᪂∧ࢆᝈ⪅ᵝࡈᐙ᪘ᥦ౪ࡉࢀࡲࡋࡓ㸽

㸸࠸ࡣ܆

࠼࠸࠸܆

ࠊࡣ⚾ ܆ᙜヱᝈ⪅ᵝࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫpࢆ⏝ࡍࡿඛ❧ࡕࠊ㧊⭷⅖⳦ឤᰁࡢⓎ⌧ࣜࢫࢡࠊ㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥࢆ᥋✀ࡍࡿࡇࡢࣜࢫࢡ᭷┈

ᛶࢆᝈ⪅ᵝㄝ᫂⮴ࡋࡲࡋࡓࡀᝈ⪅ᵝࡣ࣡ࢡࢳࣥᮍ᥋✀࡛ࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫp⒪ࢆࡍࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡲࡋࡓࠋ
p

յ ࢯࣜࣜࢫ ⒪㛤ጞಀࡿ᭩㢮ࡢᥦฟ㐜ᘏࡶ࡞࠺⣡ရ౫㢗᭩



㸨㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ド᫂᭩ࡶࡋࡃࡣྠពㄝ᫂☜ㄆ᭩࡞ࡢᥦฟࡀ㐜ᘏࡍࡿሙྜࡢࡳグධࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ճ ྠពㄝ᫂☜ㄆ᭩

㏣ຍグධࡼࡿᥦฟࡢሙྜࡣࠊࡇࡕࡽࢳ࢙ࢵࢡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋЍ  ㏣ຍᥦฟ   ܆
⚾ࡢᢸᙜࡍࡿᝈ⪅ᵝࡢࢯࣜࣜࢫp⒪㛤ጞࡶ࡞࠺ୗグࡢ᭩㢮ࡢᥦฟࢆ㐜ᘏࡋࡲࡍࡀࠊᝈ⪅ᵝࡣࢯࣜࣜࢫpࡢ⏝㝿ࡋ࡚ຠ⬟ຠᯝࠊᏳᛶ
࠾ࡼࡧ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊᝈ⪅ᵝࡀࢯࣜࣜࢫp⒪ྠពࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࢯࣜࣜࢫpࡢ⣡ရࢆ౫㢗ࡋࡲ
ྠࠕࠊࡣ⚾ ܆ពㄝ᫂ᩥ᭩ࠖࠕࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫp⒪࡛Ẽࢆࡅ࡚ࡋ࠸ࡇࠖࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻࠖࡢෆᐜࢆ㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ཬࡧ᥋✀
ࡍࠋᥦฟࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ᭩㢮ࡣᚋ᪥ᥦฟࡋࡲࡍࠋ
ࡢᚲせᛶ୪ࡧᝈ⪅ᵝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࢆྵࡵࠊᝈ⪅ᵝㄝ᫂ࡋࠊ࡚ࡢ㉁ၥ⟅࠼ࠊᝈ⪅ᵝ୍⥴ࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻ࡚ࠖࡢ㔜せ

Ўࢳ࢙ࢵࢡ

ሗࢆグධࡋࠊྠពࢆᚓࡲࡋࡓࠋ

ᥦฟࡀ㐜ࢀࡿ᭩㢮ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸸 ܆㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ド᫂᭩

ྠ܆ពㄝ᫂☜ㄆ᭩

Ўࢳ࢙ࢵࢡ

ࠊࡣ⚾ ܆㧊⭷⅖⳦ឤᰁࡀࢃࢀࡿሙྜࡢ⥭ᛴཷデྍ⬟་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᝈ⪅ᵝࡈᐙ᪘┦ㄯࡢ࠺࠼ࠊࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻࠖグ㍕ࡍࡿ

⥭ᛴཷデྍ⬟་⒪ᶵ㛵ࢆタᐃࡋࡲࡋࡓࠋ

ྠពྲྀᚓ᪥㸸        ᖺ    ᭶    ᪥
ᢸᙜ MCC䠖
㓄ᕸ᪥䠖



STEP

6

մ

㐺ṇ⏝ሗཷ㡿☜ㄆ᭩



ࠕ㐺ṇ⏝࢞ࢻ㌟ᆺ㔜➽↓ຊࠖࡢ᭱᪂∧ࢆཷ㡿ࡋࡲࡋࡓ㸽

ソリリス /ユルトミリス の投与開始
®

®

Ⓩ㘓␒ྕ䠄ᝈ⪅䝁䞊䝗䠅

㸸࠸ࡣ܆

࠼࠸࠸܆

ࠕࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫp⒪࡛Ẽࢆࡅ࡚ࡋ࠸ࡇࠖࡢ᭱᪂∧ࢆᝈ⪅ᵝࡈᐙ᪘ᥦ౪ࡉࢀࡲࡋࡓ㸽

㸸࠸ࡣ܆

࠼࠸࠸܆

ࠕᝈ⪅Ᏻᛶ࣮࢝ࢻࠖࡢ᭱᪂∧ࢆᝈ⪅ᵝࡈᐙ᪘ᥦ౪ࡉࢀࡲࡋࡓ㸽

㸸࠸ࡣ܆

࠼࠸࠸܆



p

յ ࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫ ⒪㛤ጞಀࡿ᭩㢮ࡢᥦฟ㐜ᘏࡶ࡞࠺⣡ရ౫㢗᭩
㸨㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ド᫂᭩ࡶࡋࡃࡣྠពㄝ᫂☜ㄆ᭩࡞ࡢᥦฟࡀ㐜ᘏࡍࡿሙྜࡢࡳグධࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

⚾ࡢᢸᙜࡍࡿᝈ⪅ᵝࡢࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫp⒪㛤ጞࡶ࡞࠺ୗグࡢ᭩㢮ࡢᥦฟࢆ㐜ᘏࡋࡲࡍࡀࠊᝈ⪅ᵝࡣࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫpࡢ⏝㝿ࡋ࡚ຠ⬟ຠ
ᯝࠊᏳᛶ࠾ࡼࡧ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊᝈ⪅ᵝࡀࣘࣝࢺ࣑ࣜࢫp⒪ྠពࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࣘࣝࢺ࣑ࣜ
ࢫpࡢ⣡ရࢆ౫㢗ࡋࡲࡍࠋᥦฟࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ᭩㢮ࡣᚋ᪥ᥦฟࡋࡲࡍࠋ
ᥦฟࡀ㐜ࢀࡿ᭩㢮ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸸 ܆㧊⭷⅖⳦࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ド᫂᭩

ྠ܆ពㄝ᫂☜ㄆ᭩



ᢸᙜ MCC䠖

㓄ᕸ᪥䠖

Ⓩ㘓␒ྕ䠄ᝈ⪅䝁䞊䝗䠅



緊急な治療を要する場合等を除いて、原則、ソリリス®/ユルトミリス®投与開始の少なくとも2週
間前までに髄膜炎菌に対するワクチンを接種し、投与を開始してください。

［お問い合わせ先］

合同会社

メディカル インフォメーション センター
〒108-0023 東京都港区芝浦 3丁目1番1号
田町ステーションタワーN
フリーダイアル：0120-577-657
受付時間：9：00〜18：00
（土、
日、
祝日及び当社休業日を除く）

GMG303-2208
2022年8月作成

