
家 →薬、ハーブ、サプリメント →エファビレンツ

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html

エファビレンツ
（e fa veer'ens）と発⾳されます

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

エファビレンツは、他の薬と⼀緒にヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症を治療するために使⽤されます。エ
ファビレンツは、⾮ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NNRTI）と呼ばれる薬のクラスに属しています。⾎中の
HIVの量を減らすことによって機能します。エファビレンツはHIVを治療しませんが、後天性免疫不全症候群
（AIDS）や、重篤な感染症や癌などのHIV関連の病気を発症する可能性を減らす可能性があります。より安全
なセックスを実践し、他のライフスタイルを変えるとともにこれらの薬を服⽤すると、HIVウイルスが他の⼈
に感染する（広がる）リスクを減らすことができます。

わあ、この薬を使うべきですか？

エファビレンツはカプセルとして、また経⼝摂取⽤の錠剤として提供されます。通常、空腹時に⽔分をたっぷり使っ
て1⽇1回服⽤します（⾷事の少なくとも1時間前または2時間後）。毎⽇ほぼ同じ時間にエファビレンツを服⽤して
ください。就寝時にエファビレンツを服⽤すると、特定の副作⽤の煩わしさが軽減される場合があります。処⽅箋の
指⽰に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰
通りにエファビレンツを服⽤してください。多かれ少なかれ服⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしない
でください。

錠剤とカプセルを丸ごと飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

薬を丸ごと飲み込めない場合でも、カプセルの中⾝をやわらかい⾷べ物と混ぜて⾷べることでエファビレンツ
を服⽤できます。各⽤量を準備するには、カプセルを開き、⼩さな容器に⼊った⼩さじ1〜2杯の柔らかい⾷品
に内容物を振りかけます。アップルソース、グレープゼリー、ヨーグルトなどのやわらかい⾷べ物が使えま
す。振りかけるときは、カプセルの中⾝をこぼしたり、空中に広げたりしないように注意してください。薬と
柔らかい⾷べ物を混ぜます。混合物はざらざらしているように⾒えますが、ゴツゴツしてはいけません。薬と
ソフトフードの混合物は、混合してから30分以内に⾷べる必要があります。終わったら、空の容器にさらに2杯
の柔らかい⾷べ物を加え、かき混ぜて⾷べ、完全な量の薬を受け取ったことを確認します。次の2時間は⾷べな
いでください。

まだ固形⾷品を⾷べられない⾚ちゃんにエファビレンツを与える場合は、カプセルの内容物を⼩さな容器に⼊れ
て、⼩さじ2杯の室温の乳児⽤調製粉乳と混ぜることができます。カプセルを空にするときは、中⾝をこぼした
り、空中に広げたりしないように注意してください。混合物はざらざらしているように⾒えますが、ゴツゴツして
はいけません。混合物は、混合後30分以内に⾚ちゃんに注射器で与える必要があります。いつ
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終了したら、空の容器に乳児⽤調製粉乳をさらに2杯加え、かき混ぜ、注射器で⾚ちゃんに与えて、完全な量
の薬を投与したことを確認します。ボトルに⼊った⾚ちゃんに薬を与えないでください。次の2時間は⾚ちゃ
んに餌を与えないでください。

エファビレンツはHIV感染を抑制しますが、治癒はしません。気分が良くてもエファビレンツを服⽤し続けてください。医師に

相談せずにエファビレンツの服⽤をやめないでください。エファビレンツの供給が少なくなり始めたら、医師または薬剤師から

もっと⼊⼿してください。服⽤し忘れたり、エファビレンツの服⽤をやめたりすると、症状の治療がより困難になる可能性があ

ります。

この薬の⽤途

エファビレンツは、医療従事者や誤ってHIVに感染した他の⼈々の感染を防ぐために他の薬と⼀緒に使⽤さ
れます。あなたの状態のためにこの薬を使⽤することの可能なリスクについてあなたの医者に相談してくだ
さい。

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

エファビレンツを服⽤する前に、

他の薬をエファビレンツにアレルギーがある場合、またはエファビレンツのカプセルや錠剤の成分にアレル
ギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、医師または薬剤師にご相談く
ださい。

エファビレンツは、Atriplaというブランド名の別の薬と組み合わせて使⽤  することもできます。この薬を
服⽤している場合は、同じ薬を2回服⽤しないように医師に相談してください。

エルバスビルとグラゾプレビル（ゼパティエ）を服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。あなたがこの薬を服⽤している場合、あなたの医

者はおそらくエファビレンツを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を医師と薬
剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください：抗うつ薬、アルテメテルおよびルメファン
トリン（Coartem）、アタザナビル（Reyataz）、アトルバスタチン（Lipitor、Caduet）、アトバクオンお
よびプログアニル、ブプロピオン（Wellbutrin、Zyban、その他、Contrave）、カルバマゼピン（カルバマ
ゼピン） 、Epitol、Equetro、Tegretol、Teril）、クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）、シクロスポ
リン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、デラビルジン（Rescriptor）、ジルチアゼム（Cardizem CD、
Cartia XT、Diltzac、Taztia XT）、エチニルエストラジオールおよびノルゲス（Estarylla、Ortho-Tri-
Cyclen、Sprintec、その他）、エトラビリン（Intelence）、エトノゲストレル（Implanon、Nexplanon、
Nuvaring）、フェロジピン、フォサンプレナビル（Lexiva）、イトラコナゾール（Sporanox）、インジナ
ビル（Crixivan）、Verelan、Tarka）、ボリコナゾール（Vfend）、およびワルファリン（Coumadin、
Jantoven）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必
要があるかもしれません。他の多くの薬もエファビレンツと相互作⽤するか、増加する可能性があります

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html 2/7



4/14 / 22、1：18 PM エファビレンツ：MedlinePlus医薬品情報

不整脈を発症するリスクがあるため、このリストに記載されていない薬も含め、服⽤しているすべ
ての薬について医師に必ず伝えてください。

あなたが服⽤しているハーブ製品、特にセントジョンズワートを医師に伝えてください。

QT間隔の延⻑（失神や不整脈を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）、不整脈、その他の⼼臓の問
題、⼤量のアルコールの飲酒、ストリートドラッグの使⽤、または過度の使⽤があったかどうかを医師に伝
えてください処⽅薬。また、うつ病やその他の精神疾患、発作、肝炎（肝臓のウイルス感染症）、またはそ
の他の肝疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。治療中および最終投与後
12週間は妊娠しないでください。妊娠する可能性がある場合は、この薬の服⽤を開始する前に妊娠検査が陰
性であり、治療中に効果的な避妊薬を使⽤する必要があります。エファビレンツはホルモン避妊薬（経⼝避
妊薬、パッチ、リング、インプラント、または注射）の効果を低下させる可能性があるため、治療中の避妊
の唯⼀の⽅法としてこれらを使⽤しないでください。選択した他の避妊⽅法と⼀緒に、バリア法の避妊法
（精⼦が⼦宮に⼊るのを防ぐ装置（コンドームやペッサリーなど）を使⽤する必要があります）。あなたが
あなたのために働く避妊の⽅法を選ぶのを⼿伝うようにあなたの医者に頼んでください。

HIVに感染している場合やエファビレンツを服⽤している場合は、授乳しないでください。

エファビレンツは眠気を催したり、めまいを起こしたり、集中⼒を失ったりする可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにど

のような影響を与えるかがわかるまで、⾞を運転したり機械を操作したりしないでください。

エファビレンツを服⽤している間、アルコール飲料の安全な使⽤について医師に相談してください。アルコールはエファビレ
ンツの副作⽤を悪化させる可能性があります。

HIV感染症を治療するために薬を服⽤している間、免疫系が強くなり、すでに体内にある他の感染症と戦い
始めたり、他の状態を引き起こしたりする可能性があることを知っておく必要があります。これにより、こ
れらの感染症や症状の症状が現れる可能性があります。エファビレンツによる治療中に新たな症状または悪
化する症状がある場合は、必ず医師に相談してください。

体脂肪が増加したり、胸や背中の上部、⾸（「野⽜肩」）、胃の周りなど、体のさまざまな部分に移動した
りする可能性があることを知っておく必要があります。顔、脚、腕から体脂肪が減少していることに気付く
かもしれません。

エファビレンツはあなたの思考、⾏動、またはメンタルヘルスに変化を引き起こす可能性があることを知っておく必要
があります。エファビレンツを服⽤しているときに次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してくだ
さい：うつ病、⾃殺または計画または試みを考えている、怒りまたは攻撃的な⾏動、幻覚（存在しないものを⾒たり、
声を聞いたりする）、現実との接触の喪失、または他の奇妙な考え。あなたが⾃分で治療を求めることができない場合
に彼らがあなたの医者を呼ぶことができるようにあなたの家族がどの症状が深刻であるかもしれないかを知っているこ
とを確認してください。

エファビレンツは、最初にエファビレンツを服⽤してから数か⽉または数年後に脳症（脳の深刻で致命的な障
害）を含む、潜在的に深刻な神経系の問題を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。神経
系の問題は、エファビレンツをしばらく服⽤した後に始まる可能性がありますが、エファビレンツが原因であ
る可能性があることをあなたと医師が認識することが重要です。エファビレンツによる治療中のいつでも、バ
ランスや協調の問題、混乱、記憶の問題、および異常な脳機能によって引き起こされるその他の問題を経験し
た場合は、すぐに医師に連絡してください。あなたの医者はあなたにエファビレンツの服⽤をやめるように⾔
うかもしれません。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

この薬を服⽤している間、グレープフルーツを⾷べたりグレープフルーツジュースを飲んだりすることについて医師に相談してください。
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服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服⽤時間になったら、忘れた分は飲まないで1回
分を⾶ばして、通常の服⽤時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでくださ
い。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

エファビレンツは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかど
うかを医師に伝えてください。

吐き気

嘔吐

胃痛

下痢

消化不良

頭痛

錯乱

物忘れ

不安、緊張、または動揺を感じる

異常に幸せな気分

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

珍しい夢

痛み

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状または特別な注意事項のセクション
に記載されている症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。

熱

発疹

かゆみ

⽪膚の剥離、⽔疱、または脱落

⼝内痛

桃⾊の⽬

顔のむくみ

失神

不整脈

極度の倦怠感
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エネルギーの⽋乏

⾷欲減少

胃の右上部分の痛み

異常な出⾎またはあざ

⽪膚や⽬の⻩変

インフルエンザのような症状

発作

エファビレンツは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、医師に連絡し

てください。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要がありま
す。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の⽅法は、
薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/
リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください
（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細について
は。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こし
た、呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

制御できない体の動き

めまい
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頭痛

集中⼒の低下

緊張感

錯乱

物忘れ

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

珍しい夢

眠気

幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）

異常に幸せな気分

奇妙な考え

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、エファビレンツに対する体の反応を確認するために、

特定の臨床検査を命じることがあります。

臨床検査を受ける前に、エファビレンツを服⽤していることを医師と検査官に伝えてください。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてく
ださい。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名
サスティバ®

組み合わせ製品のランド名

アトリプラ®（エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルを含む）

最終改訂⽇-2020年3⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ
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