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禁忌（次の患者には投与しないこと）
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【組成・性状】
1．組成

1錠中にドルテグラビルナトリウム 52.6mg（ドルテグラビルとして50mg）含有する。
D-マンニトール、結晶セルロース、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、フマル酸ステアリルナ
トリウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール、タルク、黄色三二酸化鉄

成分・含量

添加物

【効能・効果】

効能・効果に関連する使用上の注意
本剤による治療にあたっては、患者の治療歴及び可能な場合には薬剤耐性検査（遺伝子型解析あるいは表現型
解析）を参考にすること。

HIV感染症

【用法・用量】

用法・用量に関連する使用上の注意
本剤による治療は、抗HIV療法に十分な経験を持つ医師のもとで開始すること。

通常、成人には以下の用法・用量で経口投与する。本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。投与に際しては、
必ず他の抗HIV薬と併用すること。
1. 未治療患者、インテグラーゼ阻害薬以外の抗HIV薬による治療経験のある患者　ドルテグラビルとして50mg
を1日1回経口投与する。　2. インテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する患者　ドルテグラビルとして50mgを
1日2回経口投与する。なお、12歳以上及び体重40kg以上の未治療、インテグラーゼ阻害薬以外の抗HIV薬によ
る治療経験がある小児患者には、ドルテグラビルとして50mgを1日1回経口投与できる。

●詳細は添付文書等をご参照ください。

2．性状

販売名 識別コード

テビケイ錠
50mg SV572 309mg

（約9.1mm） （約4.7mm）

表（直径） 裏 側面（厚さ） 質量

【使用上の注意】
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）　B型又はC型肝炎ウイルス感染患者[肝機能の悪化（トランスア
ミナーゼ上昇又は増悪）のおそれがある。（「重要な基本的注意」の項参照）]
2. 重要な基本的注意　（1）本剤の使用に際しては、患者又はそれに代わる適切な者に、次の事項についてよく説
明し同意を得た後、使用すること。　1）本剤はHIV感染症の根治療法薬ではないことから、日和見感染を含むHIV
感染症の進展に伴う疾病を発症し続ける可能性があるので、本剤投与開始後の身体状況の変化については、すべ
て担当医に報告すること。　2）本剤は併用薬剤と相互作用を起こすことがあるため、服用中のすべての薬剤を担
当医に報告すること。［「相互作用」の項参照］また、本剤で治療中に新たに他の薬剤を服用する場合には、事前に担
当医に報告すること。　3）本剤の長期投与による影響については、現在のところ不明であること。　4）本剤が、性
的接触又は血液汚染等による他者への感染の危険性を低下させるかどうかは証明されていないこと。　5）担当医
の指示なしに用量を変更したり、服用を中止したりしないこと。［「相互作用」の項参照］　（2）本剤を含む抗HIV薬
の多剤併用療法を行った患者で、免疫再構築炎症反応症候群が報告されている。投与開始後、免疫機能が回復し、
症候性のみならず無症候性日和見感染症（マイコバクテリウムアビウムコンプレックス、サイトメガロウイルス、
ニューモシスチス等によるもの）等に対する炎症反応が発現することがある。また、免疫機能の回復に伴い自己免
疫疾患（甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等）が発現するとの報告があるので、
これらの症状を評価し、必要時には適切な治療を考慮すること。 　（3）肝機能障害、黄疸があらわれることがある
ので、定期的に肝機能検査を行う等、観察を十分に行うこと。なお、臨床試験において、B型及びC型肝炎ウイルス重
複感染患者では、トランスアミナーゼ上昇又は増悪の発現頻度が非重複感染患者より高かった。
3. 相互作用　本剤は主にUGT1A1の基質であり、CYP3A4でもわずかに代謝される。また、本剤は有機カチオ
ントランスポーター2（OCT2）及びMultidrug and Toxin Extrusion 1（MATE1）を阻害する。［「使用上の注
意」及び「薬物動態」の項参照］
併用注意（併用に注意すること）

1）Song, I., et al.：Antimicrob Agents Chemother 55（7）：3517-3521, 2011
2）Song, I., et al.：Eur J Clin Pharmacol 70（10）：1173-1179, 2014
3）Song, I., et al.：Antimicrob Agents Chemother 58（11）：6696-6700, 2014
4）社内資料：薬物相互作用に関する試験（200901）
5）Dooley, K. E., et al.：J Acquir Immune Defic Syndr 62（1）：21-27, 2013
6）Patel, P., et al.：J Antimicrob Chemother 66（7）：1567-1572, 2011
7）社内資料：薬物相互作用に関する試験（201167）
8）Zash, R., et al.：N Engl J Med．2018；379（10）：979-981
9）社内資料：分布に関する試験（1）

【主要文献】

HIVインテグラーゼ阻害剤

本剤は黄色のフィルムコート錠で識別コード及び形状は下記のとおりである。

2％以上 1～2％未満 頻度不明注2）1％未満

免疫系 免疫再構築炎症反応
症候群

自殺念慮、自殺企図精神・神経系 頭痛、不眠症、
めまい、異常な夢
悪心、下痢、嘔吐 上腹部痛、鼓腸 腹部不快感、腹痛

うつ病、不安

消化器
肝臓 肝炎
皮膚 発疹、そう痒

全身症状 疲労
筋骨格 関節痛、筋肉痛

臨床検査
ビリルビン上昇、
クレアチニン上昇、
体重増加

CPK上昇

4. 副作用　＜本剤1日1回投与を検討した試験＞　海外の臨床試験（ING111762、ING112276、ING112961、
ING113086、ING114467）において、抗HIV薬による治療経験のない患者と治療経験がある患者を対象
として、本剤50mgを1日1回投与した場合の副作用は33%（1,364例中452例）に認められ、主な副作用は
悪心（8%）、下痢（6%）及び頭痛（4%）であった。（承認時）　＜本剤1日2回投与を検討した試験＞　海外の臨
床試験（ING112574、ING112961）において、抗HIV薬による治療経験があり、かつHIVインテグラーゼ阻
害剤に耐性を有する患者を対象として、本剤50mgを1日2回投与した場合の副作用は27%（207例中56
例）に認められ、主な副作用は悪心（5%）、下痢（5%）及び頭痛（5%）であった。（承認時）

（1）重大な副作用注1）　1）薬剤性過敏症症候群（1%未満）：初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機
能障害、リンパ節腫脹、好酸球増多等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十
分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、投与中止後も
発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。　2）肝機能障害

（1％未満）、黄疸（1％未満）：AST、ALT、ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあ
るので、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

（2）その他の副作用注1）

注1）副作用の頻度については、成人HIV感染症患者を対象とした海外臨床試験成績に基づき記載した。
注2）海外臨床試験（ING111762、ING112276、ING112961、ING113086、ING114467）以外から
報告された副作用は頻度不明とした。
5. 高齢者への投与　本剤の高齢者における薬物動態は検討されていない。一般に高齢者では生理機能（肝機能、
腎機能、心機能等）が低下しており、合併症を有している又は他の薬剤を併用している場合が多いので、患者の状
態を観察しながら注意して投与すること。
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与　（1）妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性
を上回ると判断される場合にのみ投与するが、妊娠初期は投与しないことが望ましい。妊娠可能な女性には、本剤
投与開始前に妊娠検査や問診などにより妊娠していないことを確認すること。また、本剤投与期間中及び投与終了
後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。海外で
進行中の観察研究において、無脳症や二分脊椎などの神経管閉鎖障害が、受胎前からドルテグラビル含有製剤を
服用していた妊婦から生まれた児426例中4例（0.94%）に報告されており、ドルテグラビルを含まない抗HIV薬
を服用していた妊婦から生まれた児11300例中14例（0.12%）に報告されている8）。動物試験（ラット）で胎盤移
行が認められている9）。］　（2）本剤投与中は授乳を中止させること。［ヒトの乳汁中に移行するか否かは不明であ
る。動物試験（ラット）に基づくと、ヒトにおいても乳汁中に移行することが予想される9）。また、一般に乳児へのHIV
感染を防ぐため、あらゆる状況下においてHIVに感染した女性は授乳すべきでない。］
7. 小児等への投与　低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は12歳未満又は体重40kg未満の小児に対する安全性
は確立していない（使用経験が少ない）。
8. 過量投与　徴候・症状：過量投与によるデータは限られている。臨床試験において本剤1回250mgまで健康
成人に投与されたが、予測できない副作用は報告されていない。　処置：本剤の過量投与に対して特別な治療法
はない。過量投与の場合には、注意深く観察し、必要に応じて適切な支持療法を行うこと。本剤は高い蛋白結合率を
有するため、血液透析により除去できる可能性は低い。

1．本剤の使用に当たっては、患者に対して本剤に関して更なる有効性・安全性のデータを引き続き収集中である
こと等を十分に説明し、インフォームドコンセントを得るよう、医師に要請すること。

2．海外において現在実施中又は計画中の臨床試験については、終了後速やかに試験成績及び解析結果を提出すること。
3．再審査期間が終了するまでの間、原則として国内の全投与症例を対象とした製造販売後調査を実施し、本剤の

使用実態に関する情報（患者背景、有効性・安全性（他剤併用時の有効性・安全性を含む。）及び薬物相互作用
のデータ等）を収集して定期的に報告するとともに、調査の結果を再審査申請時に申請書添付資料として提出
すること。

【承認条件】
テビケイ錠50mg：30錠（瓶）

【包装】

エトラビリン

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

本剤の血漿中濃度をCmaxで52%、Cτで88%低下させたとの
報告があるので、以下の点に注意すること1）。未治療患者及び
HIVインテグラーゼ阻害薬以外の抗HIV薬による治療経験の
ある患者に本剤と併用する場合には、本剤50mgを1日2回に
増量する、又はアタザナビル/リトナビル、ダルナビル/リトナビル、
ロピナビル/リトナビルのいずれかを併用投与すること。また、
HIVインテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する患者に本剤
と併用する場合には、アタザナビル/リトナビル、ダルナビル/リト
ナビル、ロピナビル/リトナビルのいずれかを併用投与すること。

エファビレンツ 本剤の血漿中濃度をCmaxで39%、Cτで75%低下させたとの
報告がある2）。未治療患者及びHIVインテグラーゼ阻害薬以外
の抗HIV薬による治療経験のある患者では、本剤50mgを1日
2回に増量すること。なお、HIVインテグラーゼ阻害薬に対する
耐性を有する患者では、本剤と併用しないこと。

ネビラピン 本剤の血漿中濃度を低下させる可能性がある。未治療患者及びイ
ンテグラーゼ阻害薬以外の抗HIV薬による治療経験のある患者で
は、本剤50mgを1日2回に増量すること。なお、HIVインテグラー
ゼ阻害薬に対する耐性を有する患者では、本剤と併用しないこと。

これらの薬剤がCYP3A4
及びUGT1A1を誘導する
ことにより、本剤の代謝が
促進される。

ホスアンプレナビル/
リトナビル

本剤の血漿中濃度をCmaxで24%、Cτで49%低下させた
との報告がある3）ため、HIVインテグラーゼ阻害薬に対する
耐性を有する患者では、本剤と併用しないこと。

ホスアンプレナビルがCYP
3A4及びUGT1A1を誘導
することにより、本剤の代
謝が促進される。

ピルシカイニド ピルシカイニドの血漿中濃度を増加させる可能性がある。併用
により、ピルシカイニドで重大な副作用として報告されている
心室頻拍、洞停止及び心室細動等の発現及び重篤化があら
われるおそれがあるので、併用中は注意深く観察すること。

本剤のOCT2及びMATE1
の阻害作用により、ピルシ
カイニドの排出が阻害され
る可能性がある。

カルバマゼピン 本剤の血漿中濃度をCmaxで33%、Cτで73%低下させた
との報告がある4）。本剤50mgを1日2回に増量すること。
HIVインテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する患者では、
本剤と併用しないこと。

カルバマゼピンがCYP3A4
及びUGT1A1を誘導するこ
とにより、ドルテグラビルの
代謝が促進される。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
リファンピシン 本剤の血漿中濃度をCmaxで43%、Cτで72%低下させたと

の報告がある5）。未治療患者及びインテグラーゼ阻害薬以外
の抗HIV薬による治療経験のある患者では、本剤50mgを1日
2回に増量すること。なお、HIVインテグラーゼ阻害薬に対する
耐性を有する患者では、本剤と併用しないこと。

リファンピシンがCYP3A4
及びUGT1A1を誘導する
ことにより、本剤の代謝が
促進される。

本剤の血漿中濃度をCmaxで72%、C24で74%低下させる6）。
本剤は多価カチオン含有制酸剤の投与2時間前又は6時間
後の投与が推奨される。

これらの多価カチオンと錯
体を形成することにより、
本剤の吸収が阻害される。

本剤の血漿中濃度をCmaxで35%、C24で32%低下させる6）。
食事と同時に摂取する場合を除き、本剤は鉄剤、カルシウム含
有製剤の投与2時間前又は6時間後の投与が推奨される。

鉄、カルシウムと錯体を形
成することにより、本剤の
吸収が阻害される。

メトホルミン メトホルミンの血漿中濃度をドルテグラビル50mg1日1回
投与時及び1日2回投与時でCmaxでそれぞれ66%及び
111%上昇させる7）。注意深く観察し、必要に応じてメトホルミン
を減量する等慎重に投与すること。

本剤のOCT2及びMATE1
の阻害作用により、メトホル
ミンの排出が阻害される可
能性がある。

多価カチオン（Mg, Al
等）含有製剤

鉄剤、カルシウム含有
製剤（サプリメント等）

プロモーション提携販売元製造販売元

ヴィーブヘルスケア・カスタマー・サービス
TEL：0120-066-525（9：00～17：45╱土日祝日及び当社休業日を除く）
FAX：0120-128-525（24時間受付）

【資料請求先】 
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フェニトイン
フェノバルビタール
セイヨウオトギリソウ

（St.John’sWort,セント・
ジョーンズ・ワート）含有食品

本剤の血漿中濃度を低下させる可能性がある。 これらの薬剤並びにセイヨウ
オトギリソウがCYP3A4
及びUGT1A1を誘導する
ことにより、本剤の代謝が
促進される。

※

※

【包装】
エピビル錠150 ： 60錠 瓶　エピビル錠300 ： 30錠 瓶

4.副作用　〈国内における臨床試験及び使用成績調査〉　承認時までの調査症例42例中、副作用が報
告されたのは30例（71.4％）で、主な副作用は赤血球減少等の貧血、空腹時血糖値上昇、嘔気、食欲不
振であった。　使用成績調査3211例中、1372例（42.7％）に臨床検査値異常を含む副作用が報告
された。その主なものは肝機能検査値異常446例（13.9％）、トリグリセリド上昇・コレステロール上昇
等の脂質増加442例（13.8％）、貧血182例（5.7％）、下痢179例（5.6％）であった（再審査終了時）。

〈海外における臨床試験〉　HIV感染症を対象とした海外における4種類の二重盲検比較試験におい
て、ラミブジン/ジドブジン併用群でそれぞれ、186例中127例（68.3％）、65例中40例（61.5％）、
168例中105例（62.5％）、150例中64例（42.7％）に副作用が認められ、主な副作用は嘔気、頭
痛、ニューロパシー、倦怠感・疲労であった（「臨床成績」の項参照）。　（1）重大な副作用 次のような症状
があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。　1）重篤な血液障害：赤芽球癆（0.03％）、汎血球減少

（0.6％）、貧血（6.1％）、白血球減少（2.2％）、好中球減少（0.8％）、血小板減少（1.2％）　2）膵炎
（0.3％）　3）乳酸アシドーシス（0.5％）及び脂肪沈着による重度の肝腫大（脂肪肝）（0.3％）　4）横紋筋
融解症（0.1％）　5）精神神経系：ニューロパシー（0.8％）、錯乱（頻度不明注））、痙攣（0.1％）　6）心不全

（0.1％）
（2）その他の副作用　以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

通常、成人には他の抗HIV薬と併用して、ラミブジンとして1日量300mgを1日1回又は2回（150mg×2）
に分けて経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

2.性状
エピビル錠150：白色のフィルムコート錠であり、識別コード及び形状は下記のとおりである。
エピビル錠300：灰色のフィルムコート錠であり、識別コード及び形状は下記のとおりである。

警告・禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。貯法：室温保存　使用期限：包装に表示

※2017年12月改訂（第18版）●詳細は添付文書等をご参照ください。

【警告】
（1）膵炎を発症する可能性のある小児の患者（膵炎の既往歴のある小児、

膵炎を発症させることが知られている薬剤との併用療法を受けている
小児）では、本剤の適用を考える場合には、他に十分な効果の認められ
る治療法がない場合にのみ十分注意して行うこと。これらの患者で膵
炎を疑わせる重度の腹痛、悪心・嘔吐等又は血清アミラーゼ、血清リ
パーゼ、トリグリセリド等の上昇があらわれた場合は、本剤の投与を直
ちに中止すること。

（2）B型慢性肝炎を合併している患者では、本剤の投与中止により、B型慢
性肝炎が再燃するおそれがあるので、本剤の投与を中断する場合には
十分注意すること。特に非代償性の場合、重症化するおそれがあるの
で注意すること。

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

【使用上の注意】

【用法・用量】

【効能・効果】

効能・効果に関連する使用上の注意
（1）本剤は単独投与しないこと。また、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）は感染初期から多種多様な変異
株を生じ、薬剤耐性を発現しやすいことが知られているので、他の抗HIV薬と併用すること（「臨床成
績」の項参照）。　（2）無症候性HIV感染症に関する治療開始については、CD4リンパ球数及び血漿
中HIV RNA量が指標とされている。よって、本剤の使用にあたっては、患者のCD4リンパ球数及び
血漿中HIV RNA量を確認するとともに、最新のガイドラインを確認すること。

下記疾患における他の抗HIV薬との併用療法
HIV感染症

用法・用量に関連する使用上の注意
本剤と他の抗HIV薬との併用療法において、因果関係が特定されない重篤な副作用が発現し、治療の継
続が困難であると判断された場合には、本剤若しくは併用している他の抗HIV薬の一部を減量又は休薬
するのではなく、原則として本剤及び併用している他の抗HIV薬の投与をすべて一旦中止すること。

5.高齢者への投与　本剤は、主として未変化体として腎から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下
していることが多いため、高い血中濃度が持続するおそれがあるので、患者の状態を観察しながら慎重
に投与すること（「薬物動態」の項参照）。
6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与　（1）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益
性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。［本剤はヒト胎盤を通過する。出生児の血
清中ラミブジン濃度は、分娩時の母親の血清中及び臍帯血中の濃度と同じであることが報告されている。
なお、動物実験（ウサギ）で胎児毒性（早期の胚死亡数の増加）が報告されている。ヌクレオシド系逆
転写酵素阻害薬（NRTI）を子宮内曝露又は周産期曝露された新生児及び乳児において、ミトコンドリア
障害によると考えられる軽微で一過性の血清乳酸値の上昇が報告されている。また、非常にまれに発育
遅延、てんかん様発作、他の神経疾患も報告されている。しかしながら、これら事象とNRTIの子宮内曝
露、周産期曝露との関連性は確立していない。］

（2）授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。［経口投与されたラミブジンはヒト乳汁中
に排泄されることが報告されている（乳汁中濃度：＜0.5-8.2μg/mL）。また、ラミブジンの母体血漿中
濃度と乳汁中濃度の比率は0.6～3.3であることが報告されている。乳児の血清中のラミブジン濃度
は18～28ng/mLであったとの報告がある。］
7.小児等への投与　小児等における本剤と他の抗HIV薬との併用投与の安全性及び有効性は確立さ
れていない（現在までのところ、十分な臨床成績が得られていない）ので、治療上の有益性が危険性を
上回ると判断される場合にのみ投与すること。［「重要な基本的注意」の項参照］
8.過量投与　徴候・症状：急性過量投与による特有の徴候、症状は認められていない。 
処置：過量投与時には、患者を十分観察し、必要な対症療法を実施すること。具体的なデータは示されて
いないが、ラミブジンは透析可能であることから、必要に応じ血液透析を行うことを考慮すること。
9.その他の注意　遺伝毒性試験において弱い染色体異常誘発作用を示したとの報告がある。また、長期
のがん原性試験において発がん性を認めなかったとの報告がある。［ヒト末梢血リンパ球を用いた染色体
異常試験では300μg/mL以上、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験では2000μg/mL
以上で陽性を示した。マウス及びラットを用いた長期のがん原性試験では、臨床用量におけるヒト全身曝
露量（AUC）の10倍（マウス）及び58倍（ラット）までの曝露量において、発がん性は認められなかった。］
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150mg錠 300mg錠

添加物

成分・含量

1.組成
エピビル錠300エピビル錠150

1錠中にラミブジン150mgを含有する。 1錠中にラミブジン300mgを含有する。

結晶セルロース、デンプングリコール酸ナ
トリウム、ステアリン酸マグネシウム、酸化
チタン、ヒプロメロース、マクロゴール
400、ポリソルベート80

結晶セルロース、デンプングリコール酸ナ
トリウム、ステアリン酸マグネシウム、酸化
チタン、黒酸化鉄、ヒプロメロース、マクロ
ゴール400、ポリソルベート80

販売名

エピビル錠
150

GX EJ7

裏

5.6mm
615mg

表（直径）販売名 重量

310mg

側面（厚さ）

4.5mm

長径：17.3mm
短径：8.5mm

長径：13.9mm
短径：6.9mm

識別コード

GX CJ7

エピビル錠
300

1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）　（1）膵炎を発症する可能性のある小児の患者（膵炎
の既往歴のある小児、膵炎を発症させることが知られている薬剤との併用療法を受けている小児）［膵
炎を再発又は発症する可能性がある。（「重要な基本的注意」の項参照）］　（2）腎機能障害（クレアチニ
ンクリアランスが50mL/分未満）のある患者［高い血中濃度が持続するので、クレアチニンクリアラン
スを測定し、減量するか又は投与間隔を延長すること。（「薬物動態」の項参照）］　（3）高齢者［「高齢者
への投与」の項参照］　（4）妊婦・授乳婦［「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照］　（5）小児等

［「小児等への投与」の項参照］
2.重要な基本的注意　（1）本剤の使用に際しては、患者又はそれに代わる適切な者に、次の事項につ
いてよく説明し同意を得た後、使用すること。　1）本剤はHIV感染症の根治療法薬ではないことから、
日和見感染症を含むHIV感染症の進展に伴う疾病を発症し続ける可能性があるので、本剤投与開始後
の身体状況の変化については、すべて担当医に報告すること。　2）本剤を含む現在の抗HIV療法が、
性的接触又は血液汚染を介した他者へのHIV感染の危険性を低下させるかどうかは証明されていな
い。　（2）本剤を含むヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬の単独投与又はこれらの併用療法により、重篤
な乳酸アシドーシス（全身倦怠、食欲不振、急な体重減少、胃腸障害、呼吸困難、頻呼吸等）、肝毒性（脂
肪沈着による重度の肝腫大、脂肪肝を含む）が、女性に多く報告されているので、上記の乳酸アシドーシ
ス又は肝毒性が疑われる臨床症状や検査値異常が認められた場合には、本剤の投与を一時中止するこ
と。特に、肝疾患の危険因子を有する患者においては注意すること。　（3）本剤の薬剤耐性プロファイ
ル等のウイルス学的特性はエムトリシタビンと類似しているので、本剤とエムトリシタビンを含む製剤
を併用しないこと。また、エムトリシタビンを含む抗HIV療法においてウイルス学的効果が得られず、
HIV-1逆転写酵素遺伝子のM184V/I変異が認められた場合、エムトリシタビンを本剤に変更するのみ
で効果の改善は期待できない。　（4）抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積があらわれること
があるので、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。　（5）本剤を含む抗HIV薬の多剤併用
療法を行った患者で、免疫再構築症候群が報告されている。投与開始後、免疫機能が回復し、症候性の
みならず無症候性日和見感染（マイコバクテリウムアビウムコンプレックス、サイトメガロウイルス、
ニューモシスチス等によるもの）等に対する炎症反応が発現することがある。また、免疫機能の回復に
伴い自己免疫疾患（甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等）が発現すると
の報告があるので、これらの症状を評価し、必要時には適切な治療を考慮すること。　（6）膵炎を発症
する可能性のある小児の患者（膵炎の既往歴のある小児、膵炎を発症させることが知られている薬剤
との併用療法を受けている小児）では、本剤の適用を考える場合には、他に十分な効果の認められる治
療法がない場合にのみ十分注意して行うこと。また成人の患者でも膵炎が発症する可能性があるの
で、血清アミラーゼ、血清リパーゼ、トリグリセリド等の生化学的検査を定期的に行い、これらの検査値
の上昇がみられた場合には、直ちに本剤の投与を中止すること。また、重度の腹痛、悪心・嘔吐等の症状

その他

注）自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度不明とした。

血液

消化器

全身症状

肝臓

腎臓
筋骨格
精神神経系

代謝・
内分泌系
循環器
呼吸器

過敏症
皮膚

１％～１4％未満 1％未満 頻度不明注）

リンパ節症、平均赤血球容積
（MCV）増加、リンパ球減少
胃炎、消化不良、鼓腸放屁、
嘔吐、食欲不振

末梢神経障害

血中尿酸上昇、
高乳酸塩血症

アミラーゼ上昇

発疹（皮膚炎、湿疹、皮疹を
含む）

脱毛、瘙痒、発汗、
痤瘡・毛嚢炎

脱水（症）

咳、肺炎、呼吸困難、
咽頭痛、気管支炎

鼻炎、副鼻腔炎、耳管炎、
呼吸障害、上気道炎

めまい、睡眠障害、うつ病、
不安感

感情障害、錯感覚

トリグリセリド上昇・
血清コレステロール上昇

CK（CPK）上昇、敗血症、
血糖値上昇

重炭酸塩上昇、重炭酸塩低
下、血糖値低下、総蛋白上
昇、総蛋白低下

倦怠感、発熱、頭痛、疼痛、
体重減少、疲労、無力症

血清クレアチニン上昇

体温調節障害

痔核、腹部痙直下痢、嘔気、腹痛

体脂肪の再分布/蓄積（胸部、
体幹部の脂肪増加、末梢部、
顔面の脂肪減少、野牛肩、血
清脂質増加、血糖増加）
肝機能検査値異常（AST

（GOT）、ALT（GPT）等の
上昇）

関節痛、筋肉痛、筋痙直 骨痛

心筋症

アレルギー反応

3.相互作用　併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム合剤

ソルビトール

本剤のAUCが43％増加し、全身クリアランス
が30％、腎クリアランスが35％減少したとの
報告がある。
経口ソルビトール溶液（ソルビトールとして
3.2g、10.2g、13.4g）とラミブジンの併用
により、ラミブジンのAUCが減少した（それぞ
れ18%、36%、42%減少）との報告がある。

腎臓における排泄がトリメ
トプリムと競合すると考え
られている。
ソルビトールによりラミブ
ジンの吸収が抑制される
と考えられている。

【資料請求先】
グラクソ・スミスクライン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1
ヴィーブヘルスケア・カスタマー・サービス
TEL：0120-066-525（9：00～17：45/土日祝日及び当社休業日を除く）
FAX：0120-128-525（24時間受付）

がみられた場合にも直ちに本剤の投与を中止し、生化学的検査（血清アミラーゼ、血清リパーゼ、トリグ
リセリド等）及び画像診断等による観察を十分行うこと。

販売元製造販売元

※




