
家 →薬、ハーブ、サプリメント →エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビル

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616048.html

エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビル
（ef'' a vir'enz）（em''trye sye' ta been）（ten of'oh vir）と発⾳されます

重要な警告：

エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビルは、B型肝炎ウイルス感染症（HBV;進⾏中の肝臓感染症）の治療に

は使⽤しないでください。あなたがHBVを持っているか、持っているかもしれないと思うかどうかあなたの医者に伝えてく

ださい。エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルによる治療を開始する前に、医師がHBVの有無をテストする場合

があります。HBVを患っており、エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルを服⽤している場合、この薬の服⽤をや

めると、症状が突然悪化する可能性があります。あなたの医師はあなたを診察し、あなたがこの薬の服⽤をやめた後数ヶ⽉

間定期的に検査を命じて、あなたのHBVが悪化したかどうかを確認します。

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、エムトリシタビ
ン、テノホビルに対する体の反応をチェックするために、治療前と治療中に特定の検査を命じます。

エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビルの組み合わせは、40 kg（88ポンド）を超える成⼈お
よび⼩児のヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染を治療するために、単独で、または他の薬剤と⼀緒に使⽤され
ます。エファビレンツは、⾮ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤（NNRTI）の⼀種です。エムトリシタビンとテ
ノホビルは、ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それらは体
内の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、エムトリシタビン、テノフォビルはHIVを
治療しませんが、これらの薬は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。

わあ、この薬を使うべきですか？

エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルの組み合わせは、経⼝摂取⽤の錠剤として提供されます。通常、
空腹時に⽔を飲んで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）。エファビレンツ、エムトリシ
タビン、テノホビルを毎⽇ほぼ同じ時間に服⽤してください。エファビレンツを取る
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エムトリシタビン、および就寝時のテノホビルは、特定の副作⽤の煩わしさを軽減する可能性があります。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。エファビレン
ツ、エムトリシタビン、テノホビルを指⽰どおりに服⽤してください。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。

気分が良くても、エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルを服⽤し続けます。医師に相談せずに、エファビレン
ツ、エムトリシタビン、テノホビルの服⽤を中⽌しないでください。エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルの服
⽤を短時間でもやめたり、服⽤をスキップしたりすると、ウイルスは薬に耐性を⽰し、治療が困難になる可能性がありま
す。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の⽤途

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、エムトリシタビン、テノホビルを服⽤する前に、

エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビル、その他の薬、またはエファビレンツ、エムトリシタビ
ン、テノホビルの錠剤の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリスト
については薬剤師に尋ねてください。

ボリコナゾール（Vfend）またはエルバスビルとグラゾプレビル（Zepatier）を服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。あなたがこれらの

薬の1つ以上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、エムトリシタビン、およびテノホビルを服⽤しないようにあなたに⾔

うでしょう。

医師と薬剤師に、他にどのような処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を服⽤しているか、または服⽤する予定があるかを伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください。アシクロビル（Sitavig、Zovirax）; アデホビル（ヘプセラ）; 

抗うつ薬; アルテメテルとルメファントリン（Coartem）; アタザナビル（Reyataz）; アトルバスタチン（リピトール、Caduet）; アトバコンとプログアニル（マラロン）; ボセプレビル（Victrelis）; ブプロピオン（ウェルブトリン、ザイバン、その

他）; カルバマゼピン（カルバマゼピン、エピトール、エクエトロ、テグレトール、テリル）; クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）; シドフォビル; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; ダルナビル（プレジスタ）とリトナビル（ノ

ルビル）; デラビルジン（記述⼦）; ジダノシン（Videx）; ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、Diltzac、Taztia、Tiazac）; エチニルエストラジオールおよびノルゲスチマート（Estarylla、Ortho-Tri-Cyclen、Sprintec、その他）; エトノゲストレル

（Nexplanon、Nuvaring）; エトラビリン（インテリジェンス）; フェロジピン; ホスアンプレナビル（レキシバ）; ガンシクロビル（Cytovene）; ゲンタマイシン; glecaprevirおよびpibrentasvir（Mavyret）; インジナビル（クリキシバン）; イトラコ

ナゾール（Onmel、Sporanox）; ケトコナゾール; ラミブジン（Epivir、Epivir HBV、Combivir、Epzicom、Triumeq、Trizivir）; レジパスビルおよびソフォスブビル（ハルヴォーニ）; ロピナビルとリトナビル（カレトラ）; マラビロック（セルゼント

リー）; 不安神経症、精神疾患、および発作のための薬; メタドン（ドロフィン、メタドース）; ネビラピン（ビラムネ）; ニカルジピン（カルデン）; ニフェジピン（アダラット、アフェジタブ、プロカルディア）; フェノバルビタール; フェニトイン

（Dilantin、Phenytek）; セレコキシブ（セレブレックス）、イブプロフェン（アドビル、モトリン）、メロキシカム（モビック）、ナプロキセン（アリーブ、ナプレラン、ナプロシン）などの⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）。エファビレンツを

含む他のHIV薬、エムトリシタビン、およびテノホビル（Complera、Descovy、Genvoya、Odefsey、Stribild、Truvada、Sustiva、Emtriva、Viread）; ポサコナゾール（ノキサフィル）; プラバスタチン（プラバコール）; ラルテグラビル

（Isentress）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; リトナビル（Norvir、Kaletra、Technivie、Viekira Pak）; サキナビル（インビラーゼ）; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; 睡眠

薬; シメプレビル（オリシオ）; シンバスタチン（Zocor、Vytorin）; シロリムス（ラパミューン）; ソフォスブビルおよびベルパタスビル（Epclusa）; ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Vosevi）; タクロリムス（Astagraf、

Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）。あなたの医者はあなたの⽤量を変更する必

要があるかもしれません Truvada、Sustiva、Emtriva、Viread）; ポサコナゾール（ノキサフィル）; プラバスタチン（プラバコール）; ラルテグラビル（Isentress）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファ

メート、リファター）; リトナビル（Norvir、Kaletra、Technivie、Viekira Pak）; サキナビル（インビラーゼ）; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; 睡眠薬; シメプレビル（オリシオ）; シンバスタチン（Zocor、Vytorin）; シロリムス（ラパミューン）; 

ソフォスブビルおよびベルパタスビル（Epclusa）; ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Vosevi）; タクロリムス（Astagraf、Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシク

ロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）。あなたの医者はあなたの⽤量を変更する必要があるかもしれません Truvada、Sustiva、Emtriva、Viread）; ポサコナゾール（ノキサフィル）; 

プラバスタチン（プラバコール）; ラルテグラビル（Isentress）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; リトナビル（Norvir、Kaletra、Technivie、Viekira Pak）; サキナビル（インビ

ラーゼ）; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; 睡眠薬; シメプレビル（オリシオ）; シンバスタチン（Zocor、Vytorin）; シロリムス（ラパミューン）; ソフォスブビルおよびベルパタスビル（Epclusa）; ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシ

ラプレビル（Vosevi）; タクロリムス（Astagraf、Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベ

ン）。あなたの医者はあなたの⽤量を変更する必要があるかもしれません リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; リトナビル（Norvir、Kaletra、Technivie、Viekira Pak）; サキナビル（インビラーゼ）; 鎮静剤; セルト

ラリン（ゾロフト）; 睡眠薬; シメプレビル（オリシオ）; シンバスタチン（Zocor、Vytorin）; シロリムス（ラパミューン）; ソフォスブビルおよびベルパタスビル（Epclusa）; ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Vosevi）; タ

クロリムス（Astagraf、Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）。あなたの医者はあ

なたの⽤量を変更する必要があるかもしれません リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; リトナビル（Norvir、Kaletra、Technivie、Viekira Pak）; サキナビル（インビラーゼ）; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; 睡

眠薬; シメプレビル（オリシオ）; シンバスタチン（Zocor、Vytorin）; シロリムス（ラパミューン）; ソフォスブビルおよびベルパタスビル（Epclusa）; ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Vosevi）; タクロリムス

（Astagraf、Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）。あなたの医者はあなたの⽤量を変更する必要があるかもしれません ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Vosevi）; タクロリムス（Astagraf、Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）。あなたの医者はあなたの⽤量を変更する必要があるかもしれません ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Vosevi）; タクロリムス（Astagraf、Envarsus、Prograf）; 精神安定剤; バラシクロビル（Valtrex）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）; ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）。あなたの医者はあなたの⽤量を変更する必要があるかもしれません
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薬を服⽤するか、副作⽤がないか注意深く監視してください。他の多くの薬もエファビレンツ、エムトリシタ
ビン、およびテノホビルと相互作⽤する可能性があり、またはエファビレンツ、エムトリシタビン、およびテ
ノホビルでの治療中に肝臓障害を発症するリスクを⾼める可能性があるため、服⽤しているすべての薬につい
て必ず医師に伝えてください、このリストに表⽰されていないものでも。

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。

現在またはQT間隔が⻑い（不整脈、失神、突然死を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）、または
⾎中のカリウムまたはマグネシウムのレベルが低い、⼤量のアルコールを飲んだ、ストリートドラッグを使
⽤したことがあるかどうかを医師に伝えてください、または過度に使⽤された処⽅薬。また、重要な警告の
セクションに記載されている状態、うつ病やその他の精神疾患、⾻粗鬆症（⾻が薄くて弱くなり、壊れやす
い状態）などの⾻の問題、または⾻折があるかどうかを医師に伝えてください、発作、または肝臓や腎臓の
病気。

あなたが妊娠しているかどうか、または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、エムトリシ
タビン、およびテノフォビルは、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）の作⽤を妨げ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、またはエファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルを服⽤している場合は、授乳しないでくだ
さい。

体脂肪が増加したり、背中の上部、⾸（「野⽜肩」）、胸、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に注意してください。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。

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、エムトリシタビン、およびテノホ
ビル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。

エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビルは、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、エムトリシタビン、およびテノホビルは、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）、奇妙な考え、または現実との接触の喪失。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、エムトリシタビン、テノホビルを服⽤している間は、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、エムトリシタビン、テノホビルの副作⽤を悪化させる可能性があります。

エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビルを最初に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可能性のある障害）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、エムトリシタビン、テノホビ
ルをしばらく服⽤した後に始まる可能性がありますが、それはあなたとあなたの
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それらがエファビレンツによって引き起こされるかもしれないことを理解する医者。エファビレンツ、エムトリシタビン、
およびテノホビルによる治療中はいつでも、バランスと協調の問題、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が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。医師から、エファビレンツ、エムトリシタビ
ン、テノホビルの服⽤をやめるように⾔われることがあります。

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。

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、エムトリシタビン、およびテノホビル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。

頭痛

下痢

ガス

消化不良

特に⼿のひらや⾜の裏の肌の⾊が濃くなる

薄い肌

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

錯乱

物忘れ

動揺したり、⼼配したり、緊張したりする

異常に幸せな気分

珍しい夢

関節または背中の痛み

かゆみ

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに
記載されている症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受
けてください。

排尿の減少

⼤量の排尿

喉の渇きの増加
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進⾏中または悪化している⾻の痛み

⾻折

腕、⼿、⾜、または脚の痛み

筋⾁痛または脱⼒感

発疹

⽪膚の剥離、⽔疱、または脱落

⼿、腕、⾜、または脚のしびれ、灼熱感、またはうずき

顔、喉、⾆、唇、⽬、脚、⾜⾸、または⾜の腫れ

嚥下障害または呼吸困難

嗄声

発作

インフルエンザのような症状

吐き気

嘔吐

極度の倦怠感

⽪膚または⽬の⻩変; 明るい⾊の排便; 濃い⻩⾊または茶⾊の尿; ⾷欲減少; 胃の右上部分の痛み; または異常
な出⾎やあざ

弱さ; 筋⾁痛; 息切れまたは速い呼吸; 吐き気と嘔吐を伴う腹痛; 冷たいまたは⻘い⼿⾜; ⽬がくらむ、
または頭がおかしい。または速いまたは不規則な⼼拍

エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビルは、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]
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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、次のようなものがあります。
制御できない体の動き

めまい

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？

臨床検査を受ける前に、エファビレンツ、エムトリシタビン、およびテノホビル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。

エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルの供給を⼿元に置いておきます。あなたがあなたの処⽅を補充するために薬

を使い果たすまで待たないでください。

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。
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ランド名
アトリプラ®（エファビレンツ、エムトリシタビン、テノホビルを含む組み合わせ製品として）

最終改訂⽇-2020年4⽉15⽇
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