
家 →薬、ハーブ、サプリメント →エファビレンツ、ラミブジン、テノホビル

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618028.html

エファビレンツ、ラミブジン、テノホビル
（e fa veer'ens）（la miv' ue deen）（te noe'fo veer）と発⾳されます

重要な警告：

エファビレンツ、ラミブジン、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、ラミブジン、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に感染していて、エファビレンツ、ラミブジン、テノホビルを服⽤している場合、エファビレン
ツ、ラミブジン、テノホビルの服⽤をやめると、症状が突然悪化する可能性があります。エファビレンツ、ラミブジ
ン、テノホビルの服⽤をやめた後、医師が数か⽉間定期的に検査を⾏い、HBVが悪化していない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、ラミブジン、およびテ
ノホビルに対する体の反応をチェックするために、治療前および治療中に特定の検査を命じます。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

エファビレンツ、ラミブジン、テノホビルの組み合わせは、成⼈と⼦供のHIVの治療に使⽤されます。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。ラミブジン
とテノホビルは、ヌクレオシドおよびヌクレオチド逆転写酵素阻害剤（NRTI）と呼ばれる薬剤のクラスに含
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、ラミブジン、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。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ウイルスを他の⼈に感染させたり感染させたりするリス
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、ラミブジン、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、ラミブジン、テノホ
ビルを毎⽇ほぼ同じ時間に服⽤してください。就寝時にエファビレンツ、ラミブジン、テノホビルを服⽤する
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。取った
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指⽰どおりにエファビレンツ、ラミブジン、テノホビル。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、ラミブジン、テノホビル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、ラミブジン、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、ラミブジン、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。

エファビレンツ、ラミブジン、およびテノホビルの組み合わせは、SymfiおよびSymfiLoのブランド名で利⽤で
きます。これらの2つのブランドには、同じ薬の量が異なるため、相互に置き換えることはできません。医師か
ら処⽅されたエファビレンツ、ラミブジン、テノホビルのブランドのみを受け取るようにしてください。与え
られたエファビレンツ、ラミブジン、テノホビルの種類について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてくださ
い。

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、ラミブジン、テノホビルを服⽤する前に、

エファビレンツ、ラミブジン、テノホビル、その他の薬、またはエファビレンツ、ラミブジン、テノ
ホビル錠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
は薬剤師に尋ねてください。

エファビレンツ、ラミブジン、テノホビルは、Sustiva、Epivir、Epivir-HBV（B型肝炎の治療に使⽤）、
Vemlidy（B型肝炎の治療に使⽤）、Vireadのブランド名で個別に、または組み合わせて⼊⼿できることを
知っておく必要がありますAtripla、Biktarvy、Combivir、Complera、Descovy、Epzicom、Genvoya、
Odefsey、Stribild、Symfi、Triumeq、Trizivir、およびTruvadaのブランド名を持つ他の薬剤と⼀緒に。こ
れらの薬のいずれか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。

elbasvir / grazoprevir（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、ラミブジン、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。

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。アシクロビル（Sitavig、Zovirax）; アデホビル（ヘプセラ）; ゲンタマイシンなどのアミノグリコシド; アルテメテル/ルメファンチン

（Coartem）; アスピリンおよびイブプロフェン（アドビル、モトリン）やナプロキセン（アリーブ、ナプロキセン）などの他の⾮ステロイド性抗炎症薬

（NSAID）。アトルバスタチン（リピトール、Caduet）; アトバコン/プログアニル（マラロン）; ブプロピオン（Forfivo、Wellbutrin、Zyban、その他）; ジル

チアゼム（Cardizem、Cartia、Diltzacなど）、フェロジピン、ニカルジピン（Cardene）、ニフェジピン（Adalat、Afeditab、Procardia）、ベラパミル

（Calan、Verelan、タルカ）などのカルシウムチャネル遮断薬。カルバマゼピン（カルバマゼピン、エクエトロ、テグレトール、その他）; シドフォビル; シク

ロスポリン（Gengraf、ネオラル、サンドイムン）; ガンシクロビル（Cytovene）; グレカプレビル/ピブレンタスビル（Mavynet）; イトラコナゾール

（Sporanox、Onmel）; ケトコナゾール; レジパスビル/ソフォスブビル（ハルヴォーニ）; クラリスロマイシン（PrevpacのBiaxin）などのマクロライド系抗⽣

物質。メタドン（ドロフィン、メタドース）; フェノバルビタール; フェニトイン（Dilantin、Phenytek）; 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）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファタール、リファタール、リファタール）; セルトラリン（ゾロフト）; シメプレビル

（オリスロ）; シンバスタチン（Flolopid、Zocor、リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファタール、リファタール、リファタール）; セルトラリ

ン（ゾロフト）; シメプレビル（オリスロ）; シンバスタチン（Flolopid、Zocor、リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファタール、リファター

ル、リファタール）; セルトラリン（ゾロフト）; シメプレビル（オリスロ）; シンバスタチン（Flolopid、Zocor、
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ヴィトリンで）; シロリムス（ラパミューン）; sofosbuvir / velpatasvir（Epculsa）; ソフォスブビル/ベルパタスビル/ボキシ
ラプレビル（Vosevi）; ソルビトールまたはソルビトールで⽢くした薬; タクロリムス（Astagraf、Envarsus、Prograf）; トリ
メトプリム（プリムソル、バクトリム、セプトラ）; 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）; 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、ラミブジン、テノホビルと相互作⽤する可
能性があるため、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。

重要な警告のセクションに記載されている状態のいずれかがある場合、またはQT間隔が⻑い（不規則な⼼
拍、失神、または突然死を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）、低レベルの場合は医師に伝えてく
ださい⾎液中のカリウムまたはマグネシウム、⾻粗鬆症（⾻が薄くなり弱くなり、壊れやすい状態）を含む
⾻の問題、または⾻折、発作、C型肝炎または他の肝疾患、または腎臓病。また、⼤量のアルコールを飲ん
だり飲んだりしたことがあるか、ストリートドラッグを使⽤したことがあるか、処⽅薬を使いすぎたことが
ないか、うつ病やその他の精神疾患を患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。この薬を服⽤し
ている⼦供たちのために、

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。治療中に
妊娠してはいけません。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、ラミブジン、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。治療中および最終投
与後12週間は、バリア法の避妊法と、選択した他の避妊法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。エファビレンツ、ラミブ
ジン、

HIVに感染している場合、またはエファビレンツ、ラミブジン、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、ラミブジン、テノホビルによる治
療中に新たな症状や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、ラミブジン、テノホビルは、めまい、眠気、集中⼒の⽋如、眠りにつく、または眠り続け
るのに苦労する、異常な夢を⾒る、幻覚を起こす（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）可能性が
あることを知っておく必要があります。これらの副作⽤は通常、治療開始後2〜4週間で治まります。これら
の副作⽤は、アルコールを飲んだり、抗うつ薬、不安神経症の薬、精神疾患の薬、発作の薬、鎮静剤、睡眠
薬、鎮静剤などの特定の他の薬を服⽤すると悪化する可能性があります。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、ラミブジン、テノホビルは、思考、⾏動、メンタルヘルスに変化をもたらす可能性がある
ことを知っておく必要があります。エファビレンツ、ラミブジン、テノフォビルの服⽤中に次の症状のいず
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、⾃殺を考えている、またはそうしようと
している、怒っている、または攻撃的な⾏動、幻覚（存在しない）、奇妙な考え、現実との接触の喪失、ま
たは動いたり話したりすることができない
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通常は。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、ラミブジン、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、ラミブジン、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、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理解することが重要で
す。エファビレンツ、ラミブジン、およびテノホビルによる治療中はいつでも、バランスや協調性の問題、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、ラミブジン、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？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

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、ラミブジン、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

腹痛

下痢

胸焼け

吐き気

嘔吐

背中、関節、または筋⾁痛

エネルギーの⽋乏

腕や脚の刺すような、灼熱感、または痛みを伴う感覚

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特別な注意事項のセクショ
ンにあ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。

じんましん、呼吸困難または嚥下困難、顔、喉、⾆、唇、または⽬の腫れ、嗄声

発疹、⽪膚のはがれや⽔ぶくれ、かゆみ、発熱、顔の腫れ、⼝内痛、⽬が⾚くなったり腫れたりする

異常な筋⾁痛、呼吸困難、腹痛、吐き気、嘔吐、特に腕や脚の冷え感、めまいや⽴ちくらみ、極度の倦
怠感や脱⼒感、速いまたは不規則な⼼拍
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⽪膚や⽬の⻩変、暗⾊尿、明るい⾊の便、吐き気、嘔吐、⾷欲不振、痛み、痛み、または胃の右上部の圧
痛、胃の腫れ、極度の倦怠感、脱⼒感、混乱

排尿の減少、⾜のむくみ

⾻の痛み、腕や脚の痛み、⾻折、筋⾁の痛みや脱⼒感、関節の痛み

発作

失神、⽴ちくらみ、またはめまいを感じる; 不規則または速い⼼拍

胃の左上または中央から始まり、背中に広がる可能性のある進⾏中の痛み、吐き気、嘔吐

エファビレンツ、ラミブジン、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]

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。
めまい

集中するのに苦労
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眠気

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

珍しい夢

そこにないものを⾒たり聞いたりする

制御できない筋⾁の動きや揺れ

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、ラミブジン、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、ラミブジン、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。

ランド名
Symfi®

Symfi Lo®

それらの名前

EFV、3TCおよびTDF

最終改訂⽇-2020年4⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 

East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商⽤利⽤はASHPの承認が必要です。
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