
※ CD: クローン病
本邦におけるヒュミラの適応は「中等症又は重症の活動期にあるクローン病の
寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）」です.（抜粋） 
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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主治医に相談し，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主治医に

相談し無理のない旅行計画をたてるようにしましょう．

ヒュミラⓇ治療中の旅行について

海外旅行に行く前には，以下の必要事項について主治医に記入して
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，詳細は主治医に相談してください．

I am a Crohn's Disease patient.

My name is

Mr./Ms．

----------------------------------------------------------------

My immune system may be compromised by HUMIRAⓇ, 
resulting in a decrease in the function of my immune system. 
Therefore, I require special care because I may be more 
susceptible to viral and bacterial infections.

Other drugs administered

□ Steroid
ステロイド

（　　　　　　　　　　　　　）

□ Immunosuppressant
免疫調節薬

（　　　　　　　　　　　　　）

□  ５－ASA
 （　　　　　　　　　　　　　） 

□ Others
その他

（　　　　　　　　　　　　　）

Special note

I have received treatment using the biological drug 
HUMIRAⓇ(Adalimumab）.

-------------------------------

旅行にあたっての注意点・アドバイス

◆旅行計画を医師に相談し，ヒュミラⓇの投与間隔や受診日を考慮した旅行計画に
なっているか，日程に無理がないかを確認します．

◆緊急の場合に備えて，治療でヒュミラⓇ

Ⓡ

を投与していることなどが記入された
英文のものを持参しましょう．

　→次ページをご利用ください．

◆必要な服用薬を医師に処方してもらい，必ず手荷物として機内に持ち込み盗難に
も注意しましょう．

◆何よりも旅行前に体調を整えておきましょう．

◆旅行中も無理をしないように心がけ，ご自身の体調に注意し，十分に睡眠をとる
ようにしましょう．

◆感染症の予防のために，手洗い，うがいを心がけ，飛行機や列車内ではマスクを
しているとよいでしょう．

◆医療機関で処方されたお薬を外国に持ち込む際には英文薬剤証明書が必要にな
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

◆体調を崩した場合は，すぐに医療機関を受診しましょう．海外では海外旅行保険
会社に連絡をして，信頼できる医療機関を紹介してもらってください．

私はクローン病患者です．

私の名前は

男性 /女性

私は生物学的製剤であるヒュミラⓇ（アダリムマブ）の投与を受けています．

その他に投与している薬は, 特記事項

私はヒュミラⓇの治療により免疫力が低下しているかも知れません．ウイルスや細菌に感染しやすい
可能性がありますのでご配慮ください．

診断書もあると安心です．また，ヒュミラ  を機内に持ち込む際には，温度管理に
注意し保冷剤を入れたクーラーケースなどにいれるようにしましょう．
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