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1. 警告
1.1 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。
[8.4、9.1.1、9.7.2、11.1.3 参照]
1.2 B型慢性肝炎を合併している患者では、ラミブジンの
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。[9.1.2 参照]
2. 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
3. 組成・性状
3.1 組成
販売名
有効成分

添加剤

ドウベイト配合錠
1錠中
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）
ラミブジン300mg
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、
ステアリン酸マグネシウム、
ヒプロメロース、酸化
チタン、
マクロゴール400

3.2 製剤の性状
販売名

ドウベイト配合錠

剤形・性状

白色のフィルムコーティング錠

識別コード

SV 137

表
（長径×短径）
約18.7mm×約9.6mm

裏

側面
（厚さ）
質量

約5.8mm
918mg

4. 効能又は効果
HIV感染症
5. 効能又は効果に関連する注意
5.1 抗HIV薬による治療経験のないHIV感染症患者に使用すること。臨床試験は、主要な耐性変異を
有しない患者を対象に実施された。
［17.1.1、
17.1.2 参照］
5.2 本剤による治療にあたっては、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。
5.3 本剤はドルテグラビル及びラミブジンの固定用量を含有する配合剤であるので、ラミブジンの
用量調節が必要な腎機能障害（クレアチニンクリアランスが50mL/分未満）
を有する患者には、
個別のドルテグラビル製剤（テビケイ錠）又はラミブジン製剤（エピビル錠）を用いること。
[9.2.1、
16.6.1 参照]
6. 用法及び用量
通常、成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児には、1回1錠（ドルテグラビルとして50mg及びラ
ミブジンとして300mg）
を食事の有無に関わらず1日1回経口投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意
7.1 本剤は、HIV感染症に対して1剤で治療を行うものであるため、他の抗HIV薬と併用しないこと。
ただし、
ドルテグラビルを追加投与する必要がある場合を除く。
［7.2、
10.2 参照］
7.2 本剤とカルバマゼピン、
リファンピシン、
フェニトイン、
ホスフェニトイン、
フェノバルビタール、
セ
イヨウオトギリソウ
（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品を併用する必要がある場合は、
ドルテグ
ラビルとして50mgを本剤投与の約12時間後に投与する。
［7.1、
10.2、
16.7.1 参照］
7.3 本剤はラミブジンの固定用量を含有する配合剤であるので、本剤に加えてラミブジン製剤を併
用投与しないこと。
8. 重要な基本的注意
8.1 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。
8.2 本剤の使用に際しては、患者又は患者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。
・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。
・本剤は併用薬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等（サプリメントを
含む）
を担当医に報告すること。
また、本剤で治療中に新たに他の薬剤等を服用する場合には、
事前に担当医に報告すること。
・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。
・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。
・本剤が性的接触又は血液汚染等を介した他者へのHIV感染の危険性を低下させるかどうかは
証明されていないこと。
8.3 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。
8.4 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
検査を定期的に行うこと。
［1.1、
9.1.1、
9.7.2、
11.1.3 参照］
8.5 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。
［9.1.3、
11.1.8 参照］
8.6 重篤な血液障害、乳酸アシドーシス、脂肪沈着による重度の肝腫大（脂肪肝）、横紋筋融解症、
ニューロパチー、錯乱状態 、痙攣、心不全があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど
観察を十分に行うこと。
［11.1.2、11.1.4-11.1.7 参照］
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 膵炎を発症する可能性のある患者（膵炎の既往歴のある患者、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患者）
膵炎を再発又は発症するおそれがある。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。
［1.1、
8.4、
9.7.2、
11.1.3 参照］
9.1.2 B型慢性肝炎を合併している患者
本剤の投与を中断する場合には十分注意すること。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。特に非代償性の場合、重症化するお
それがある。
［1.2 参照］
9.1.3 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。
ドルテグラビル単剤の臨床
試験において、B型又はC型肝炎ウイルス重複感染患者では、
ドルテグラビルの投与によりトラン
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。
[8.5、
11.1.8 参照]
9.2 腎機能障害患者
9.2.1 腎機能障害
（クレアチニンクリアランスが50mL/分未満）
を有する患者
ラミブジンの高い血中濃度が持続するおそれがある。
［5.3、16.6.1 参照］
9.4 生殖能を有する者
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。
［9.5 参照］
9.5 妊婦
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。妊娠中の投与に関する安全性は
確立していない。海外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1683例中5例（0.30%）
に
報 告されており、
ドルテグラビ ルを含まない 抗 H I V 薬を服 用していた妊 婦から生まれた
児14792例中15例
（0.10%）
に報告されている。
［9.4 参照］
9.5.1 ドルテグラビル
動物試験
（ラット）
で胎盤移行が認められている。
9.5.2 ラミブジン
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(外国人データ）。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。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。
9.6 授乳婦
本剤投与中は授乳を避けさせること。一般に、HIVの乳児への移行を避けるため、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。
9.6.1 ドルテグラビル
ラットにおいてドルテグラビルは乳汁中に移行することが報告されており、
ヒトにおいても乳汁

中に移行することが予想される。
9.6.2 ラミブジン
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）
（外国人データ）。ラミブジンの母体血漿中濃度に対する乳汁中濃度の比は
0.6〜3.3であることが報告されている
（外国人データ）。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
（外国人データ）
。
9.7 小児等
9.7.1 小児等を対象とした本剤の臨床試験は実施していない。
9.7.2 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。[1.1、8.4、9.1.1、
11.1.3 参照]
9.8 高齢者
患者の状態を観察しながら注意して投与すること。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。
ラ
ミブジンは、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。
10. 相互作用
ドルテグラビルは主にUGT1A1で代謝され、一部CYP3A4でも代謝される。
また、
ドルテグラビルは有
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。
ラミブジンはOCT2、MATE1及びMATE2-Kの基質である。[7.、16.4.1、16.7.1、16.7.2 参照]
10.2 併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等
ピルシカイニド塩酸塩水和物

カルバマゼピン
[7.1、7.2、16.7.1 参照]

臨床症状・措置方法

機序・危険因子

ピルシカイニドの血漿中濃度を上昇
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。

ドルテグラビルの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。

ドル テグ ラビ ル の 血 漿 中 濃 度 を カルバマゼピンがCYP3A4
Cmaxで33％、Cτで73％低下させ 及びUGT1A1を誘導する
たとの報告がある。
ことにより、
ドルテグラビ
ルの代謝が促進される。

フェニトイン
ドルテグラビルの血漿中濃度を低
ホスフェニトイン
下させる可能性がある。
フェノバルビタール
セイヨウオトギリソウ
（St.John s
Wort、セント・ジョーンズ・ワート）
含有食品
[7.1、7.2 参照]

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、
ド
ルテグラビルの代謝が促
進される。

リファンピシン
［7.1、7.2、16.7.1 参照］

ドル テグ ラビ ル の 血 漿 中 濃 度 を リファンピシンがCYP3A4
Cmaxで43％、Cτで72％低下させ 及びUGT1A1を誘導す
たとの報告がある。
ることにより、
ドルテグラ
ビルの代謝が促進される。

多価カチオン
（Mg、Al 等）
含有製剤
［16.7.1参照］

ドル テグ ラビ ル の 血 漿 中 濃 度 を
Cmaxで72％、C24で74％低下させ
る。本剤は多価カチオン含有製剤の
投与2時間前又は6時間後の投与が
推奨される。

これらの多価カチオンと
錯体を形成することによ
り、
ドルテグラビルの吸収
が阻害される。

鉄剤、
カルシウム含有製剤
（サプリメント等）
［16.7.1 参照］

ドル テグ ラビ ル の 血 漿 中 濃 度 を
Cmaxで35％、C24で32％低下させ
る。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、
ドルテ
グラビルの吸収が阻害さ
れる。

メトホルミン塩酸塩
［16.7.1 参照］

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。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。

ドルテグラビルの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。

スルファメトキサゾール・
トリメトプリム
［16.7.2 参照］

ラミブジンの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。

トリメトプリムのOCT2、
MATE1及びMATE2-K
の阻害作用により、
ラミブ
ジンの腎排泄が阻害され
ると考えられている。

経口ソルビトール溶液（ソルビトー ソルビトールによりラミブ
ルとして3.2g、10.2g、13.4g）
とラ ジンの吸収が抑制される
ミブジンの併用により、ラミブジン と考えられている。
のAUCが減少した
（それぞれ18%、
36%、42%減少）
との報告がある。

ソルビトール

11. 副作用
次の副作用があらわれることがあるので、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。
11.1 重大な副作用
11.1.1 薬剤性過敏症症候群（頻度不明）
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。
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。
11.1.2 重篤な血液障害
赤芽球癆（頻度不明）、汎血球減少（頻度不明）、貧血（頻度不明）、白血球減少（頻度不明）、好中
球減少（頻度不明）、血小板減少（0.1%）
［8.6 参照］

製造販売元

販売元

11.1.3 膵炎（頻度不明）
血清アミラーゼ、血清リパーゼ、
トリグリセリド等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。
［1.1、8.4、9.1.1、9.7.2参照］
11.1.4 乳酸アシドーシス
（頻度不明）及び脂肪沈着による重度の肝腫大（脂肪肝）
（0.1%）
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。
ラミ
ブジンを含むヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬（NRTI）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。
［8.6 参照］
11.1.5 横紋筋融解症（頻度不明）
［8.6 参照］
11.1.6 ニューロパチー
（頻度不明）、錯乱状態（頻度不明）、痙攣（頻度不明）
［8.6 参照］
11.1.7 心不全（頻度不明）
［8.6 参照］
11.1.8 肝機能障害（0.1％）、黄疸（頻度不明）
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。
［8.5、9.1.3
参照］
11.2 その他の副作用
1％以上

1％未満

頻度不明
免疫再構築炎症反応
症候群

免疫系
精神・神経系

頭痛、不眠症、不安、
めまい、傾眠

異常な夢、
自殺念慮、
うつ病

自殺企図、錯感覚、
末梢神経障害

消化器

悪心、下痢

嘔吐、鼓腸、腹痛、
上腹部痛

腹部不快感
肝炎、肝機能検査値異常
（AST、ALT等の上昇）

肝臓
皮膚
全身症状
代謝及び栄養障害

そう痒、脱毛

発疹

疲労

倦怠感、発熱
体 脂 肪 の 再 分 布 / 蓄 積 高乳酸塩血症、アミラー
（胸部、体幹部の脂肪増 ゼ上昇
加、末梢部、顔面の脂肪
減少、野牛肩、血清脂質
増加、血糖増加）
筋障害

筋骨格

関節痛、
筋肉痛

臨床検査

体重増加、血清クレアチ 総ビリルビン増加、クレ
ニン増加
アチンホスホキ ナーゼ
増加

13. 過量投与
13.1 処置
ドルテグラビル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。
ラ
ミブジンは血液透析により一部除去される
（ラミブジン300mg投与時に、投与約2時間後から
4時間血液透析したとき、
AUC0-infが約24%低下することが報告されている）
［
。16.3.1 参照]
15. その他の注意
15.2 非臨床試験に基づく情報
ラミブジンについては、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。
21. 承認条件
21.1 医療品リスク管理計画を策定の上、
適切に実施すること。
21.2 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。
21.3 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。
21.4 日本人を対象とした薬物動態試験を実施し、その進捗状況を定期的に報告するとともに、終了
後速やかに試験成績及び解析結果を提出すること。
21.5 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
再審査申請時に提出すること。
22. 包装
30錠
［瓶、
バラ］
文献請求先及び問い合わせ先
グラクソ・スミスクライン株式会社
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）

詳細は製品添付文書をご参照ください。
添付文書の改訂には十分ご留意ください。
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