
処⽅情報
ラミブジン150mg/ジドブジン300mg錠を同梱

エファビレンツ600mg錠
Rバツそれだけ

警告：
ジドブジンは、特に進⾏したHIV疾患の患者において、好中球減少症および重度の貧⾎を

含む⾎液毒性と関連しています（警告を参照）。ジドブジンの⻑期使⽤は、症候性ミオパ
チーと関連しています。

乳酸アシドーシスおよび脂肪肝を伴う重度の肝腫⼤（致命的な症例を含む）は、ヌクレオ
シド類似体の単独または併⽤（ラミブジン、ジドブジンおよびその他の抗レトロウイルス薬
を含む）の使⽤とともに報告されています（警告を参照）。

B型肝炎の重度の急性増悪は、B型肝炎ウイルス（HBV）とHIVに同時感染し、ラミブジ
ン/ジドブジン錠剤の1つの成分であるラミブジンを中⽌した患者で報告されています。肝機
能は、ラミブジン/ジドブジン錠剤を中⽌し、HIVおよびHBVに同時感染している患者におい
て、少なくとも数ヶ⽉間、臨床的および実験的フォローアップの両⽅で綿密に監視されるべ
きである。適切な場合、抗B型肝炎治療の開始が保証される場合があります（警告を参
照）。

説明
ラミブジン/ジドブジン錠：
ラミブジン/ジドブジン錠は、ラミブジンとジドブジンを含む配合錠です。ラミブジンとジド
ブジンは、HIVに対して活性を持つ合成ヌクレオシド類似体です。
ラミブジン/ジドブジン錠は経⼝投与⽤です。各ラミブジン/ジドブジン錠剤には、有効成分
150 mgのラミブジン、300 mgのジドブジン、および
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不活性成分微結晶性セルロース、デンプングリコレートナトリウム、ポビドン、コロイド状⼆酸化ケイ素、タルク、

ステアリン酸マグネシウム、カラーオパドリーホワイト（Y-1-7000）、精製⽔およびイソプロピルアルコール。オパ

ドリーホワイトには、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910/ヒプロメロース5cP、⼆酸化チタン、ポリエチレン

グリコール400（マクロゴール）が含まれています。

ラミブジン：ラミブジンの化学名は（-）-1-[（2R、5S）-2-（ヒドロキシメチル）-1,3-オキサチオ

ラン-5-イル]シトシンです。ラミブジンはシチジンのジデオキシ類似体の（-）エナンチオマーで

す。ラミブジンは、（-）2'、3'-ジデオキシ、3'-チアシチジンとも呼ばれています。それはCの分

⼦式を持っています8H11N3O3Sおよび229.26の分⼦量。次の構造式があります。

ラミブジンは⽩⾊からオフホワイトの結晶性固体で、20°Cの⽔に約70 mg/mLの溶解度がありま
す。
ジドブジン：ジドブジンの化学名は3'-アジド-3'-デオキシチミジンです。それはCの分⼦式を
持っています10H13N5O4分⼦量は267.24です。次の構造式があります。

ジドブジンは⽩からベージュの無臭の結晶性固体で、25°Cの⽔に20.1 mg/mLの溶解度があります。

エファビレンツ錠：

エファビレンツは、ヒト免疫不全ウイルス1型（HIV-1）特異的、⾮ヌクレオシド、逆転写酵
素阻害剤（NNRTI）です。

Strides Arcolab Limited、2007年5⽉ ページ50の2



Efavirenzは、600 mgのエファビレンツと次の不活性成分を含む経⼝投与⽤のフィルムコーティング錠として

⼊⼿可能です：クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ラクトース⼀⽔和物、ステ

アリン酸マグネシウム、微結晶性セルロース、およびラウリル硫酸ナトリウム。フィルムコーティングには

Opadryが含まれています®茶⾊。Opadry®ブラウンには、HPMC 2910 /ヒプロメロース、⼆酸化チタン、マクロ

ゴール/ PEG 400、酸化鉄イエロー、酸化鉄レッド、酸化鉄ブラックが含まれています。

エファビレンツは化学的に（S）-6-クロロ-4-（シクロプロピルエチニル）-1,4-ジヒドロ-4-（トリフルオロメチル）-2H-3,1-ベ

ンゾオキサジン-2-オンとして記述されています。

その実験式はCです14H9ClF3いいえ2その構造式は次のとおりです。

エファビレンツは、分⼦量315.68の⽩⾊からわずかにピンク⾊の結晶性粉末です。⽔にほと
んど溶けません（<10 µg / mL）。
微⽣物学：
作⽤機序：
ラミブジン：ラミブジンは合成ヌクレオシド類似体です。細胞内では、ラミブジンはリン酸化さ
れて、その活性な5-三リン酸代謝物であるラミブジン三リン酸（3TC-TP）になります。3TC-TP
の主な作⽤機序は、ヌクレオシド類似体がウイルスDNAに組み込まれた後、DNA鎖の終結を介し
てHIV-1逆転写酵素（RT）を阻害することです。3TC-TPは、細胞のDNAポリメラーゼα、β、γの
弱い阻害剤です。
ジドブジン：ジドブジンは合成ヌクレオシド類似体です。細胞内では、ジドブジンはリン酸化さ
れて、その活性な5'-三リン酸代謝物であるジドブジン三リン酸（ZDV-TP）になります。ZDV-TP
の主な作⽤機序は、ヌクレオチド類似体の取り込み後のDNA鎖終結を介したRTの阻害です。
ZDV-TPは、細胞のDNAポリメラーゼαおよびγの弱い阻害剤であり、培養中の細胞のDNAに組み
込まれることが報告されています。 エファビレンツ：エファビレンツ（EFV）は、ヒト免疫不全
ウイルス1型（HIV-1）の⾮ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤（NNRTI）です。EFV活動は、主に
⾮競争的によって媒介されます
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HIV-1逆転写酵素（RT）の阻害。HIV-2 RTおよびヒト細胞DNAポリメラーゼα、β、γ、およびδはEFV

によって阻害されません。

抗ウイルス活性：
ラミブジン/ジドブジン：HIV-1に感染したMT-4細胞では、さまざまな⽐率のジドブジンと組み合わせたラミブジン

が相乗的な抗レトロウイルス活性を⽰しました。

ラミブジン：HIV-1に対するラミブジンの抗ウイルス活性は、標準的な感受性アッセイを使⽤し
て、多くの細胞株（単球および新鮮なヒト末梢⾎リンパ球を含む）で評価されました。EC50値
（50％有効濃度）は0.003〜15μM（1μM= 0.23 mcg / mL）の範囲でした。耐性に関連する突然
変異のない治療歴のない被験者からのHIVは中央値ECを与えた50Virco（n = COLA40263からの93
ベースラインサンプル）からの0.426 µM（範囲：0.200〜2.007 µM）およびMonogram 
Biosciences（ESS30009からのn = 135ベースラインサンプル）からの2.35 µM（1.44〜4.08 
µM）の値。EC50末梢⾎単核細胞では、さまざまなHIV-1クレード（AG）に対するラミブジンの値
は0.001〜0.120 µMの範囲であり、HIV-2分離株に対する値は0.003〜0.120 µMの範囲でした。リ
バビリン（50μM）は、MT-4細胞でラミブジンの抗HIV-1活性を3.5倍減少させました。

ジドブジン：HIV-1に対するジドブジンの抗ウイルス活性は、多くの細胞株（単球および新鮮
なヒト末梢⾎リンパ球を含む）で評価されました。EC50およびEC90

ジドブジンの値は、それぞれ0.01〜0.49 µM（1 µM = 0.27 mcg / mL）および0.1〜9 µMでした。耐

性に関連する突然変異のない治療歴のない被験者からのHIVは中央値ECを与えた50Virco（n = 

COLA40263からの93ベースラインサンプル）からの0.011 µM（範囲：0.005〜0.110 µM）および

Monogram Biosciences（ESS30009からのn = 135ベースラインサンプル）からの0.02 µM

（0.01〜0.03 µM）の値。EC50さまざまなHIV-1クレード（AG）に対するジドブジンの値は

0.00018〜0.02 µMの範囲であり、HIV-2分離株に対する値は0.00049〜0.004 µMの範囲でした。細

胞培養薬の併⽤研究では、ジドブジンはヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）のアバカビル、

ジダノシン、ラミブジン、ザルシタビンとの相乗作⽤を⽰します。⾮ヌクレオシド逆転写酵素阻

害剤（NNRTI）のデラビルジンおよびネビラピン。プロテアーゼ阻害剤（PI）のインジナビル、ネ

ルフィナビル、リトナビル、サキナビル。インターフェロンアルファとの相加活性。リバビリン

は、細胞培養におけるジドブジンのリン酸化を阻害することがわかっています。

エファビレンツ：EFV阻害の濃度試験管内で野⽣型の実験室適応株および臨床分離株の90〜95％
の複製（IC90-95）リンパ芽球細胞株、末梢⾎単核細胞（PBMC）、およびマクロファージ/単球培
養で1.7〜25nMの範囲でした。EFV
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ほとんどの⾮クレードB分離株（サブタイプA、AE、AG、C、D、F、G、J、N）に対して抗ウイルス

活性を⽰しましたが、グループOウイルスに対する抗ウイルス活性は低下していました。EFVは、

NNRTIのデラビルジン（DLV）およびネビラピン（NVP）、NRTI（アバカビル、ジダノシン、エムト

リシタビン、ラミブジン[LAM]、スタブジン、テノフォビル、ザルシタビン、ジドブジン[ ZDV]）、PI

（アンプレナビル、インジナビル[IDV]、ロピナビル、ネルフィナビル、リトナビル、サキナビル）、

および融合阻害剤エンフビルチド。EFVは拮抗的な抗ウイルス活性への相加を⽰しました試験管内で
アタザナビルと。EFVは、B型肝炎ウイルス感染の治療に使⽤されるアデフォビル、またはC型肝炎ウ

イルス感染の治療にインターフェロンと組み合わせて使⽤  されるリバビリンと拮抗しませんでし

た。

抵抗：
別々の製剤として投与されるラミブジン/ジドブジン：ラミブジン単剤療法またはラミブジンと
ジドブジンの併⽤療法を受けている患者では、ほとんどの患者からのHIV-1分離株は、12週間
以内に表現型および遺伝⼦型的にラミブジンに耐性を⽰しました。ベースラインでジドブジン
耐性ウイルスを保有している⼀部の患者では、ジドブジンに対する表現型の感受性は、ラミブ
ジンとジドブジンによる12週間の治療によって回復しました。ラミブジンとジドブジンの併⽤
療法は、ジドブジンに対する耐性を付与する突然変異の出現を遅らせました。

ラミブジンとジドブジンの両⽅に耐性のあるHIV-1株は、ラミブジン/ジドブジンの⻑期治療後に
患者から分離されました。⼆重耐性には複数の突然変異の存在が必要であり、その中で最も重要
なものはG333Eである可能性があります。⼆重抵抗の発⽣率と⼆重抵抗が発⽣する前に必要な併
⽤療法の期間は不明です。
ラミブジン：HIV-1のラミブジン耐性分離株は細胞培養で選択されており、ラミブジンまた
はラミブジンとジドブジンで治療された患者からも回収されています。細胞培養で選択さ
れ、ラミブジン治療を受けた患者から回収された耐性分離株の遺伝⼦型分析は、耐性がコド
ン184でのHIV-1逆転写酵素の特定のアミノ酸置換によるものであり、メチオニンをイソロイ
シンまたはバリン（M184V /私）。

HBVポリメラーゼYMDDモチーフの変異は、細胞培養におけるHBVのラミブジンに対する感
受性の低下と関連しています。慢性B型肝炎の⾮HIV感染患者の研究では、YMDD変異を有す
るHBV分離株が、6か⽉以上毎⽇ラミブジンを投与された⼀部の患者で検出され、
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治療反応の低下; 同様のHBV変異体が、B型肝炎ウイルスの同時感染の存在下でラミブジンを
含む抗レトロウイルス療法を受けたHIV感染患者で報告されています（参照予防）。

ジドブジン：ジドブジンに対する感受性が低下したHIV分離株が細胞培養で選択され、ジド
ブジンで治療された患者からも回収されました。細胞培養で選択され、ジドブジン治療を受
けた患者から回収された分離株の遺伝⼦型分析は、ジドブジンを付与する6つのアミノ酸置
換（M41L、D67N、K70R、L210W、T215YまたはF、およびK219Q）をもたらすHIV-1RT遺
伝⼦の変異を⽰しました抵抗。⼀般に、耐性のレベルが⾼いほど、突然変異の数が多くなり
ます。
エファビレンツ：EFVに対する感受性が低下したHIV-1分離株（ICが380倍以上増加）90値）の
下で急速に出現した試験管内で選択。これらのウイルスの遺伝⼦型の特徴は、RTで単⼀アミ
ノ酸置換L100IまたはV179D、⼆重置換L100I / V108I、および三重置換L100I / V179D/Y181C
をもたらす変異を特定しました。
感受性が低下した臨床分離株試験管内でEFVまで取得しています。IDVと組み合わせたEFV、
またはZDVとLAMの併⽤治療に失敗した患者では、アミノ酸位置98、100、101、103、106、
108、188、190、225、および227で1つ以上のRT置換が観察されました。突然変異K103Nが
最も頻繁に観察されました。⻑期耐性サーベイランス（平均52週間、範囲4〜106週間）で
は、28の⼀致するベースラインおよびウイルス学的障害分離株を分析しました。これらの障
害分離株の61％（17/28）は、EFV感受性が低下していました。試験管内でEFV感受性（IC）
の中央値88倍の変化50値）参照から。これらの患者分離株で発⽣する最も頻繁なNNRTI突然
変異は、K103N（54％）でした。開発された他のNNRTI変異には、L100I（7％）、K101E / 
Q / R（14％）、V108I（11％）、G190S / T / A（7％）、P225H（18％）、およびM230I / L
（11 ％）。
交差耐性：NRTI間で交差耐性が観察されています。 ラミブジン/ジドブジン：ラミブジンと
ジドブジンの交差耐性は報告されていません。ラミブジン単独またはジドブジンとの併⽤で
治療された⼀部の患者では、ラミブジンに対する耐性を付与するコドン184に変異を有する
分離株が出現しました。アバカビル、ジダノシン、テノフォビル、およびザルシタビンに対
する交差耐性が、ラミブジン耐性のHIV-1分離株を保有する⼀部の患者で観察されていま
す。ジドブジンとジダノシンまたはザルシタビンで治療された⼀部の患者では、ラミブジン
を含む複数の薬剤に耐性のある分離株が出現しました（以下のジドブジンの下を参照）。
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ラミブジン：ラミブジンプラスジドブジン（上記）を参照してください。

ジドブジン：167⼈のHIV感染患者を対象とした研究では、ジダノシン、ラミブジン、スタブ
ジン、ザルシタビン、およびジドブジンに対する多剤耐性のある分離株（n = 2）が、ジドブ
ジンとジダノシンまたはジドブジンとザルシタビンで1年以上治療された患者から回収されま
した。このような併⽤療法による耐性関連変異のパターンは、ジドブジン単剤療法によるパ
ターンとは異なり（A62V、V75I、F77L、F116Y、Q151M）、Q151M変異は最も⼀般的に多剤
耐性と関連しています。コドン151での突然変異は、62、75、77、および116での突然変異と
組み合わせて、ジダノシン、ラミブジン、スタブジン、ザルシタビン、およびジドブジンに
対する感受性が低下したウイルスをもたらします。チミジン類似体変異（TAM）は、ジドブ
ジンによって選択され、アバカビル、ジダノシン、スタブジン、テノホビル、

エファビレンツ：NNRTI間の交差耐性が観察されています。以前にEFV耐性として特徴付け
られた臨床分離株も表現型的に耐性でした試験管内でベースラインと⽐較したDLVおよび
NVPへ。NNRTI耐性関連置換（A98G、L100I、K101E / P、K103N / S、V106A、Y181X、
Y188X、G190X、P225H、F227L、またはM230L）を備えたDLVおよび/またはNVP耐性の臨床
ウイルス分離株はEFVに対する感受性の低下を⽰しました試験管内で。テストされたNRTI耐
性臨床分離株の90％以上試験管内でEFVに対する感受性を維持しました。 臨床薬理学

成⼈の薬物動態：
ラミブジン/ジドブジン錠：ストライドラミブジン150mg/ジドブジン300mgラミブジン150mg
とジドブジン300mgを含む錠剤はコンビビルと⽣物学的に同等です®絶⾷状態で投与された場合
のラミブジン150mg/ジドブジン300mg（GlaxoSmithKline、Research Triangle Park、NC 
27709、⽶国製）を含む錠剤。
エファビレンツ錠：600mgのエファビレンツを含むStridesの共同パッケージ化されたエファビレンツ錠剤は

Sustivaと⽣物学的に同等です®絶⾷条件下での600mgのエファビレンツ（ブリストルマイヤーズスクイブカンパ

ニー、プリンストン、ニュージャージー州08543⽶国製）を含む錠剤。

ラミブジン：空腹時の患者におけるラミブジンの薬物動態特性を表1に要約します。経⼝投
与後、ラミブジンは急速に吸収され、広範囲に分布します。⾎漿タンパク質への結合は低い
です。ラミブジンの静脈内投与量の約70％が未変化の薬物として尿中に回収されます。ラミ
ブジンの代謝は、除去のマイナーなルートです。ヒトでは、唯⼀の既知の代謝物はトランス
スルホキシド代謝物です
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（12時間後の経⼝投与量の約5％）。この代謝物の⾎清濃度は決定されていません。

ジドブジン：空腹時の患者におけるジドブジンの薬物動態特性を表1に要約します。経⼝投与
後、ジドブジンは急速に吸収され、広範囲に分布します。⾎漿タンパク質への結合は低いで
す。ジドブジンは主に肝代謝によって排除されます。ジドブジンの主な代謝物は、3'-アジ
ド-3'-デオキシ-5'-O-β-Dグルコピラヌロノシルチミジン（GZDV）です。曲線下のGZDV⾯積
（AUC）は、ジドブジンAUCの約3倍です。ジドブジンとGZDVの尿中回復は、経⼝投与後の
⽤量のそれぞれ14％と74％を占めます。2番⽬の代謝物である3'-アミノ-3'-デオキシチミジン
（AMT）が⾎漿中で同定されています。AMTAUCはジドブジンAUCの5分の1でした。

表1：成⼈におけるラミブジンおよびジドブジンの薬物動態パラメーター*

パラメータ ラミブジン ジドブジン

経⼝バイオアベイラビリ
ティ（％）の⾒かけの量
分布（L / kg）
⾎漿タンパク結合（％）
CSF：⾎漿⽐†

全⾝クリアランス
（L / hr / kg）

腎クリアランス（L / hr / 
kg）消失半減期（hr）||

86±16 n = 12 64±10 n = 5

1.3±0.4
<36
0.12 [0.04〜
0.47]0.33±0.06

n = 20 1.6±0.6
<38
0.60 [0.04〜
2.62]1.6±0.6

n = 8

n = 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0.22±0.06
5から7

n = 20 0.34±0.05
0.5〜3

n = 9

*データは、特に記載がない限り、平均±標準偏差として⽰されています。
†中央値[範囲]。
‡ ⼦供。
§⼤⼈。
|| おおよその範囲。

エファビレンツ：

吸収とバイオアベイラビリティ：

感染していないボランティアに100mgから1600mgの単回経⼝投与を⾏った後、5時間までに
1.6-9.1 µMのピークエファビレンツ⾎漿濃度が達成されました。Cの⽤量関連の増加最⼤およ
びAUCは1600mgまでの⽤量で⾒られました。増加は⽐例的ではなく、⾼⽤量での吸収の減
少を⽰唆しています。
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定常状態のHIV感染患者では、平均C最⼤、平均C分、および平均AUCは、200 mg、400 mg、お
よび600mgの1⽇量投与後に⽤量⽐例しました。ピークまでの⾎漿濃度は約3〜5時間であ
り、定常状態の⾎漿濃度は6〜10⽇で到達しました。エファビレンツ600mgを1⽇1回投与さ
れている35⼈の患者において、定常状態のC最⼤は12.9±3.7µM（平均±SD）、定常状態Cで
した分5.6±3.2µM、AUCは184±73 µM•hでした。 分布：エファビレンツは、ヒト⾎漿タンパ
ク質、主にアルブミンに⾼度に結合しています（約99.5〜99.75％）。エファビレンツ200〜
600 mgを1⽇1回少なくとも1か⽉間投与されたHIV-1感染患者（n = 9）では、脳脊髄液濃度
は対応する⾎漿濃度の0.26〜1.19％（平均0.69％）の範囲でした。この⽐率は、⾎漿中のエ
ファビレンツの⾮タンパク質結合（遊離）画分よりも約3倍⾼くなっています。

代謝：⼈間と試験管内でヒト肝ミクロソームを使⽤した研究では、エファビレンツは主にシ
トクロムP450システムによってヒドロキシル化代謝物に代謝され、続いてこれらのヒドロキ
シル化代謝物がグルクロン酸抱合されることが⽰されています。これらの代謝物は、HIV-1に
対して本質的に不活性です。The試験管内で研究は、CYP3A4とCYP2B6がエファビレンツ代
謝に関与する主要なアイソザイムであることを⽰唆しています。
エファビレンツはP450酵素を誘導し、それ⾃体の代謝を誘導することが⽰されています。1
⽇あたり200〜400 mgを10⽇間複数回投与すると、蓄積の程度が予測よりも低くなり（22〜
42％低く）、最終半減期が40〜55時間（単回投与半減期52〜76時間）短くなりまし
た。 ）。
排除：エファビレンツの最終半減期は、単回投与後52〜76時間、複数回投与後40〜55時間で
す。1か⽉の物質収⽀/排泄の研究は、1⽇あたり400mgを使⽤して実施されました。148⽇⽬
に投与されたC標識⽤量。放射性標識の約14〜34％が尿中に回収され、16〜61％が糞便中に
回収された。放射性標識薬物のほぼすべての尿中排泄は代謝物の形でした。

エファビレンツは、糞便で測定された総放射性の⼤部分を占めました。
エファビレンツ錠と同時包装されたラミブジン/ジドブジンの吸収に対する⾷物の影響：エファビ

レンツ錠と⼀緒に包装されたラミブジン/ジドブジン錠については、⾷品の効果は評価されません

でした。したがって、エファビレンツ錠と⼀緒に包装されたラミブジン/ジドブジン錠は、絶⾷状

態で服⽤する必要があります。

エファビレンツの吸収に対する⾷物の影響：⾼脂肪/⾼カロリーの⾷事（約1000 kcal、脂肪から
500〜600 kcal）を含む600 mgのエファビレンツ（Sustiva）を1回投与すると、平均AUCが28％
増加しました。∞エファビレンツの79％の増加平均C最⼤エファビレンツの
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絶⾷条件下で達成された曝露と⽐較して。（⾒る投薬と管理と注意事項：患者のための情報。）

特別な集団の腎機能障害における薬物動
態：
ラミブジン/ジドブジン錠は腎不全の存在下で⽤量調整を必要とするため、エファビレンツ錠
と同梱されたラミブジン/ジドブジン錠は腎機能障害（クレアチニンクリアランス<50mL /
分）の患者には推奨されません。（注意事項および投与量と投与を参照してください）。

肝機能障害：
軽度から中等度の肝機能障害または肝硬変の患者では、ジドブジンの1⽇量を減らす必要があ
るかもしれません。エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠は、⽤量調整
ができないため、肝機能障害のある患者には推奨されません。

エファビレンツ：：エファビレンツの薬物動態は、肝機能障害のある患者で⼗分に研究され
ていません（参照予防）。 性別

ラミブジンとジドブジン：健康な男性（n = 12）と⼥性（n = 12）の被験者を対象とした薬物動態研究で

は、ジドブジン曝露（AUC）に性差は⾒られませんでした。∞）またはラミブジンAUC∞

体重に対して正規化
エファビレンツ：患者におけるエファビレンツの薬物動態は、男性と⼥性の間で類似しているように⾒えま

す。

⼈種
ラミブジン：ラミブジンの薬物動態に有意な⼈種差はありません。 ジドブジン：⼈種に関する
ジドブジンの薬物動態は決定されていません。 エファビレンツ：エファビレンツの薬物動態
は、研究された⼈種グループ間で類似しているようです。

⼩児患者
ラミブジン150mg/ジドブジン300mg錠とエファビレンツ600mg錠の組み合わせを併⽤したも
のは、12歳未満および体重40kg未満の被験者には使⽤しないでください。 ⽼⼈患者
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エファビレンツ600mg錠の組み合わせと⼀緒にパッケージされたラミブジン150mg/ジドブ
ジン300mg錠は65歳以上の患者で研究されていません（参照予防）。 妊娠：⾒る予防

ラミブジンとエファビレンツ：データなし。

ジドブジン：ジドブジンの薬物動態は、妊娠の最後のトリメスターの間に8⼈の⼥性を対象と
した第1相試験で研究されました。妊娠が進むにつれて、薬物の蓄積の証拠はありませんでし
た。ジドブジンの薬物動態は、妊娠していない成⼈の薬物動態と類似していた。胎盤を通過
する薬物の受動的伝播と⼀致して、出⽣時の新⽣児⾎漿中のジドブジン濃度は、出産時の⺟
体⾎漿中の濃度と本質的に同等でした。データは限られていますが、5⼈の妊婦におけるメタ
ドン維持療法はジドブジンの薬物動態を変化させるようには⾒えませんでした。妊娠してい
ない成⼈集団では、相互作⽤の可能性が確認されています（臨床薬理学：薬物相互作⽤を参
照）。 エファビレンツ：⾒る警告：⽣殖リスクの可能性のある看護師の⺟親：⾒る注意事
項：授乳中の⺟親

ラミブジン：ラミブジン単剤療法（300 mgを1⽇2回）または併⽤療法（150 mgラミブジンを1
⽇2回、300 mgジドブジンを1⽇2回）を受けた20⼈の⺟親から得られた⺟乳のサンプルには、
測定可能な濃度のラミブジンが含まれていました。
ジドブジン：13⼈のHIV感染⼥性に200mgのジドブジンを単回投与した後、ジドブジンの平均
濃度は⺟乳と⾎清で同様でした。
エファビレンツ：⾒る注意事項：授乳中の⺟親
薬物相互作⽤： （も参照してください注意事項：薬物相互作⽤） ラミブジン/ジドブジン：
ラミブジンの単回投与（200 mg）と複数回投与のラミブジン（300 mg q 12時間）を併⽤し
た無症候性のHIV感染成⼈患者12⼈では、ラミブジンまたはジドブジンの薬物動態に臨床的
に有意な変化は観察されませんでした。
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表2.ラミブジンおよびジドブジンAUC*に対する同時投与された薬剤の効果注：ラミ
ブジンおよびジドブジンの定期的な⽤量変更は、以下の薬剤の同時投与によって保証さ

れません。
ラミブジンの⾎中濃度を変える可能性のある薬

集中
の

同時投与
薬

ラミブジン
濃度併⽤薬

と⽤量 ラミブジン
⽤量

n

AUC 変動性
ネルフィナビル

750 mg q8時間x7〜10
⽇

95％CI：
1％から20％

シングル150mg 11 ↑AUC
10％ ↔

トリメトプリム160mg/
スルファメトキサゾール800
1⽇mgx5⽇

シングル300mg 14 ↑AUC
43％

90％CI
32％から

55％

： ↔

ジドブジンの⾎中濃度を変える可能性のある薬
集中

の
同時投与

薬

併⽤薬
と⽤量

ジドブジン
濃度ジドブジン

⽤量
n

アトバコン
750 mgq12時間
⾷べ物と

範囲
23％から
78％†

200 mgq8時間 14 ↑AUC
31％ ↔
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フルコナゾール
1⽇400mg

95％CI：
54％から98％

200 mgq8時間 12 ↑AUC
74％

報告されていません

範囲
16％から
64％†

メタドン
1⽇30〜90 mg

200 mgq4時間 9 ↑AUC
43％ ↔

ネルフィナビル

750 mg q8時間x7〜10
⽇

↓AUC
35％

範囲
28％から41％

シングル200mg 11 ↔

範囲
100％から
170％†

プロベネシド
500 mgq6時間x2⽇

2 mg / kgq8時間
x3⽇

3 ↑AUC
106％

評価されません

リトナビル
300 mgq6時間x4⽇

200 mgq8時間
x4⽇

9 ↓AUC
25％

95％CI：
15％から34％

↔

バルプロ酸
250mgまたは500mgq8時
間x4⽇

範囲
64％から
130％†

100 mgq8時間
x4⽇

6 ↑AUC
80％ 評価されません

↑=増加;↓=下降;↔=⼤きな変化はありません。
AUC=濃度対時間曲線下の⾯積。CI=信頼区間。

*この表はすべてを網羅しているわけではありま

せん。†パーセント差の推定範囲。

リバビリン：インビトロデータは、リバビリンがラミブジン、スタブジン、およびジドブジン
のリン酸化を減少させることを⽰しています。ただし、リバビリンとラミブジン（n = 18）、
スタブジン（n = 10）、またはジドブジン（n = 6）は、HIV / HCV同時感染患者への多剤レジメ
ンの⼀部として同時投与されました（警告を参照）。

エファビレンツ：

薬物相互作⽤（禁忌および注意事項：薬物相互作⽤も参照）

エファビレンツが表⽰されていますインビボ肝酵素誘導を引き起こし、CYP3A4によって代謝され

るいくつかの薬物の⽣体内変化を増加させます。試験管内で研究によると、エファビレンツは

P450アイソザイム2C9、2C19、および3A4をKで阻害した私観察されたエファビレンツ⾎漿濃度の

範囲の値（8.5-17 µM）。の試験管内で研究では、エファビレンツはCYP2E1を阻害せず、CYP2D6

およびCYP1A2を阻害しました（K私値82-160µM）は、臨床的に達成された濃度をはるかに超える

濃度でのみ。CYP3A4活性への影響は、エファビレンツの200 mg、400 mg、および600mgの⽤量

間で同様であると予想されます。エファビレンツと、主に2C9、2C19、および3A4アイソザイムに

よって代謝される薬物との同時投与は、⾎漿の変化を引き起こす可能性があります
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同時投与された薬物の濃度。CYP3A4活性を誘発する薬剤は、エファビレンツのクリアランス
を増加させ、⾎漿濃度を低下させると予想されます。
薬物相互作⽤の研究は、エファビレンツと同時投与される可能性が⾼い他の薬物、または薬物動

態学的相互作⽤のプローブとして⼀般的に使⽤される薬物を使⽤して実施されました。エファビ

レンツの同時投与がAUCとCに及ぼす影響最⼤表2（他の薬剤に対するエファビレンツの効果）およ

び表3（エファビレンツに対する他の薬剤の効果）に要約されています。臨床上の推奨事項に関す

る情報については、を参照してください。注意事項：薬物相互作⽤。

表3： 同時投与された薬物⾎漿Cに対するエファビレンツの効果最⼤、AUC、およびC分

⿇痺
のer

サブジェック

ts

併⽤薬
（平均変化率）

AUC
（90％CI）

同時投与
薬

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ C分

⽤量 （90％CI） （90％CI）

アタザナビル 400 mg qd with
軽⾷
d 1-20

600 mg qd
ライト付き
⾷事d7-20

27 ↓59％
（49-67％）

↓74％
（68-78％）

↓93％
（90-95％）

400 mg qd
d 1-6、次に
300 mg qd
d7-20で
リトナビル
100mgqdおよび
軽⾷

600 mg qd 2
h後
アタザナビル
と
リトナビル
d 7-20

13 ↑14％a ↑39％a

（2-88％）

↑48％a

（24-76％）（↓17-↑

58％）

インジナビル 1000 mg q8h x
10⽇間

600 mg x
10⽇間

20

朝の後
⽤量

↔b ↓33％b

（26-39％）

↓37％b

（26-46％）

↓46％b

（37-54％）

↓19％d

（↓36-↑3％）

↑20％
（8-34％）

↓39％b

（24-51％）

↓52％b

（47-57％）

↓57％b

（50〜63％）

↓39％d

（3-62％）

↔

午後以降
⽤量

↔b

⼣⽅以降
⽤量

↓29％b

（11-43％）

↔dロピナビル/リトナビル 400/100 mg
q12hx9⽇

600 mg x
9⽇

11,7c

ネルフィナビル 750 mg q8h x
7⽇

600 mg x
7⽇

10 ↑21％
（10〜33％）
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表3： 同時投与された薬物⾎漿Cに対するエファビレンツの効果最⼤、AUC、およびC分

⿇痺
のer

サブジェック

ts

併⽤薬
（平均変化率）

AUC
（90％CI）

同時投与
薬

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ C分

⽤量 （90％CI） （90％CI）

代謝物
AG-1402

リトナビル

↓40％
（30-48％）

↓37％
（25-48％）

↓43％
（21-59％）

500 mg q12h x
8⽇

600 mg x
10⽇間

11

AM投与後 ↑24％
（12-38％）

↔

↑18％
（6-33％）

↔

↑42％
（9-86％）e

PM投与後 ↑24％
（3-50％）e

サキナビル
SGCf

1200 mg q8h x
10⽇間

600 mg x
10⽇間

12 ↓50％
（28-66％）

↔

↓62％
（45-74％）

↔

↓56％
（16-77％）e

↑265％
（37-873％）

↔

ラミブジン 150 mg q12h x
14⽇間

600 mg x
14⽇間

9

テノホビルg 300 mg qd 600 mg x
14⽇間

29

9

↔ ↔

ジドブジン 300 mg q12h x
14⽇間

600 mg x
14⽇間

↔ ↔ ↑225％
（43-640％）

NAアジスロマイシン シングル600mg
⽤量

400 mg x
7⽇

14 ↑22％
（4-42％）

↓26％
（15-35％）

↑49％
（32-69％）

↔

↔

クラリスロマイシン 500 mg q12h x
7⽇

400 mg x
7⽇

11 ↓39％
（30-46％）

↑34％
（18-53％）

↔

↓53％
（42-63％）

↑26％
（9-45％）

↔

14-OH代謝物

フルコナゾール 200 mg x
7⽇

400 mg x
7⽇

10

18イトラコナゾール 200 mg q12h x
28⽇

600 mg x
14⽇間

↓37％
（20-51％）

↓35％
（12-52％）

↓32％
（15-46％）

↓61％h

↓39％
（21-53％）

↓37％
（14-55％）

↓38％
（28-47％）

↓77％h

↓44％
（27-58％）

↓43％
（18-60％）

↓45％
（31-56％）

NA

ヒドロキシイトラコナゾール

e
リファブチン 300 mg qd x

14⽇間
600 mg x
14⽇間

9

ボリコナゾール 400 mg po q12h
x1⽇後
200 mg po
q12hx8⽇

400 mg x
9⽇

NA

300 mg po q
12時間2-7 300 mg x 7

⽇々
↓36％私

（21 ‒ 49％）
↓55％私

（45-62％） NA
400 mg po q12h

2〜7⽇⽬
300 mg x 7
⽇々 ↑23％

（↓1-↑53％）

↓14％
（1-26％）

↓15％

↓7％
（↓23-↑13％）

↓43％
（34-50％）

↓32％

NA

アトルバスタチン 10 mg qd x
4⽇

600 mg x
15⽇間

14 ↓69％
（49-81％）

↓48％合計アクティブ

Strides Arcolab Limited、2007年5⽉ ページ50の15



表3： 同時投与された薬物⾎漿Cに対するエファビレンツの効果最⼤、AUC、およびC分

⿇痺
のer

サブジェック

ts

併⽤薬
（平均変化率）

AUC
（90％CI）

同時投与
薬

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ C分

⽤量 （90％CI）

（2-26％）

（90％CI）

（23-64％）（含む
代謝物）

（21-41％）

プラバスタチン 40 mg qd x
4⽇

600 mg x
15⽇間

13 ↓32％ ↓44％
（26-57％）

↓19％
（0-35％）（↓59-↑

12％）
シンバスタチン 40 mg qd x

4⽇
600 mg x
15⽇間

14 ↓72％
（63-79％）

↓68％
（55-78％）

↓68％
（62-73％）

↓60％
（52-68％）

↓45％
（20-62％）

NAj合計アクティブ
（含む
代謝物）

カルバマゼピン 200 mg qd x
3⽇、200 mg
⼊札×3⽇、
その後400mg
qdx29⽇

600 mg x
14⽇間

12 ↓20％
（15-24％）

↓27％
（20〜33％）

↓35％
（24-44％）

エポキシド代謝物 ↔ ↔ ↓13％
（↓30-↑7％）

NAセチリジン シングル10mg
⽤量

600 mg x
10⽇間

11 ↓24％
（18-30％）

↓60％
（50-68％）

↓64％
（57-69％）

↓28％
（7-44％）

↔

↔

ジルチアゼム 240 mg x
21⽇

600 mg x
14⽇間

13 ↓69％
（55-79％）

↓75％
（59-84％）

↓37％
（17-52％）

↑37％
（25-51％）

↔

↓63％
（44-75％）

↓62％
（44-75％）

↓37％
（17-52％）

NA

デスアセチル

ジルチアゼム

N-モノデスメチル
ジルチアゼム

エチニルエストラジオール シングル50µg
⽤量

400 mg x
10⽇間

13

ロラゼパム シングル2mg
⽤量

600 mg x
10⽇間

12 ↑16％
（2-32％）

↓45％
（25-59％）

NA

メタドン 安定
メンテナンス
35-100 mg
毎⽇

600 mg x
14〜21⽇

11 ↓52％
（33-66％）

NA

パロキセチン 20 mg qd x
14⽇間

600 mg x
14⽇間

16 ↔ ↔ ↔

セルトラリン 50 mg qd x
14⽇間

600 mg x
14⽇間

13 ↓29％
（15〜40％）

↓39％
（27-50％）

↓46％
（31-58％）

↑増加を⽰します ↓減少を⽰します ↔変化がないか、平均で10％未満の増減があることを⽰します。
a
b
c
d

アタザナビル400mgqd単独と⽐較。インジナビルのコン
パレータ⽤量は800mgq8hx10⽇でした。
並列グループ設計; nはエファビレンツ+ロピナビル/リトナビルの場合、nはロピナビル/リトナビルのみの場合。値は
ロピナビル⽤です。リトナビル100mgq12hの薬物動態は、同時エファビレンツの影響を受けません。

95％CI。
ソフトゼラチンカプセル。
テノホビルジソプロキシルフマル酸塩。
90％CIは利⽤できません。

e
f
g
h
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表3： 同時投与された薬物⾎漿Cに対するエファビレンツの効果最⼤、AUC、およびC分

⿇痺
のer

サブジェック

ts

併⽤薬
（平均変化率）

AUC
（90％CI）

同時投与
薬

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ C分

⽤量 （90％CI） （90％CI）
私ボリコナゾールの定常状態投与と⽐較して（400 mgを1⽇間、次に200 mgを12時間ごとに2⽇間）。
jデータが不⼗分なため利⽤できません。
NA=利⽤できません。

表4： エファビレンツ⾎漿Cに対する併⽤薬の効果最⼤、AUC、およびC分

ナンベ
のr

主題
s

エファビレンツ

（平均変化率）
同時投与
d薬物

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ AUC

（90％CI）
C分

⽤量 （90％CI）
↔

（90％CI）
↔インジナビル 800 mg q8h

x14⽇
400/100 mg

q12h x
9⽇

200 mg x
14⽇間

600 mg x
9⽇

11

11,12a

↔

ロピナビル/
リトナビル

↔ ↓16％
（↓38-↑

15％）

↓16％
（↓42-↑

20％）
ネルフィナビル 750 mg q8h

x7⽇
600 mg x
7⽇

10 ↓12％
（↓32-↑13％）b

↓12％
（↓35-↑

18％）b

↓21％
（↓53-↑

33％）
リトナビル 500mg

q12h x
8⽇

1200 mg
q8h x
10⽇間

300 mg qd

600 mg x
10⽇間

9 ↑14％
（4-26％）

↑21％
（10-34％）

↑25％
（7-46％）b

サキナビル
SGCc

600 mg x
10⽇間

13 ↓13％
（5-20  ％）

↓12％
（4-19％）

↓14％
（2-24％）b

テノホビルd

アジスロマイシン

クラリスロマイシン

600 mg x
14⽇間

400 mg x
7⽇

400 mg x
7⽇

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600mg
単回投与

500mg
q12h x
7⽇

200 mg x
7⽇

200mg
q12h x 14
⽇々

300 mg qd x
14⽇間

600 mg x
7⽇

↔ ↔

↑11％
（3-19％）

↔ ↔

フルコナゾール

イトラコナゾール

400 mg x
7⽇

600 mg x
28⽇

10

16

↔

↔

↑16％
（6-26％）

↔

↑22％
（5-41％）

↔

リファブチン

リファンピン

600 mg x
14⽇間

600 mg x
7⽇

11

12

↔ ↔ ↓12％
（↓24-↑1％）

↓32％
（15-46％）

↓20％
（11-28％）

↓26％
（15-36％）
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表4： エファビレンツ⾎漿Cに対する併⽤薬の効果最⼤、AUC、およびC分

ナンベ
のr

主題
s

エファビレンツ

（平均変化率）
AUC

（90％CI）
同時投与
d薬物

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ C分

⽤量 （90％CI）
↑38％e

（90％CI）
NAボリコナゾール 400 mg po

q12h x 1
その⽇
200 mg po
q12h x
8⽇

400 mg x
9⽇

NA ↑44％e

↓14％f

（7-21％）

↔f

300 mg po
q12h⽇
2-7

300 mg x 7
⽇々

NA

↔f
↑17％f

（6-29％）

400 mg po
q12h⽇
2-7

10 mg qd x
4⽇

40 mg qd x
4⽇

40 mg qd x
4⽇

300 mg x 7
⽇々

NA

アトルバスタチン 600 mg x
15⽇間

600 mg x
15⽇間

600 mg x
15⽇間

14

11

14

↔ ↔ ↔

プラバスタチン ↔ ↔ ↔

シンバスタチン ↓12％
（↓28-↑8％）

↔ ↓12％
（↓25-↑3％）

アルミニウム
⽔酸化物
400mg
マグネシウム
⽔酸化物
400mgプラス
シメチコン
40mg

カルバマゼピン

30mL
単回投与

400mg
独⾝
⽤量

17 ↔ ↔ NA

200 mg qd x
3⽇、
200mg⼊札
x 3⽇、
それから
400 mg qd
x15⽇

シングル10mg
⽤量

240 mg x
14⽇間

シングル50µg
⽤量

シングル40mg
⽤量

600 mg x
35⽇

14 ↓21％
（15-26％）

↓36％
（32-40％）

↓47％
（41-53％）

セチリジン 600 mg x
10⽇間

600 mg x
28⽇

400 mg x
10⽇間

400mg
独⾝
⽤量

600 mg x
14⽇間

600 mg x
14⽇間

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

ジルチアゼム ↑16％
（6-26％）

↔

↑11％
（5-18％）

↔

↑13％
（1-26％）

↔エチニルエストラジオール

ファモチジン ↔ ↔ NA

パロキセチン 20 mg qd x
14⽇間

50 mg qd x
14⽇間

12

13

↔ ↔ ↔

セルトラリン ↑11％
（6-16％）

↔ ↔

↑増加を⽰します
<10％。
並列グループ設計; nはエファビレンツ+ロピナビル/リトナビルの場合、nはエファビレンツのみの場合。

↓減少を⽰します ↔変化がないこと、または平均的な増加または減少を⽰します

a

Strides Arcolab Limited、2007年5⽉ ページ50の18



表4： エファビレンツ⾎漿Cに対する併⽤薬の効果最⼤、AUC、およびC分

ナンベ
のr

主題
s

エファビレンツ

（平均変化率）
AUC

（90％CI）
同時投与
d薬物

エファビレンツ

⽤量
C最⼤ C分

⽤量 （90％CI） （90％CI）
b
c
d
e

95％CI。
ソフトゼラチンカプセル。
テノホビルジソプロキシルフマル酸塩。
90％CIは利⽤できません。

fエファビレンツの定常状態投与（600mgを1⽇1回9⽇間）と⽐較して。NA=利
⽤できません。

適応症と使⽤法
エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠は、12歳以上の患者およびHIV
感染症の治療のために体重が40kg以上の患者に適応されます。禁忌

ラミブジン/ジドブジンエファビレンツと⼀緒に包装された錠剤は、製品の成分のいずれかに
対して臨床的に有意な過敏症が以前に⽰された患者には禁忌です。

エファビレンツアステミゾール、ベプリジル、シサプリド、ミダゾラム、ピモジド、トリア
ゾラム、またはエルゴット誘導体と同時に投与しないでください。エファビレンツによる
CYP3A4の競合は、これらの薬物の代謝を阻害し、深刻なおよび/または⽣命を脅かす有害事
象の可能性を⽣み出す可能性があるためです。 （例えば、⼼不整脈、⻑期の鎮静、または呼
吸抑制）。エファビレンツはボリコナゾールの⾎漿中濃度を⼤幅に低下させるため、標準⽤
量のボリコナゾールと同時に投与すべきではありません（を参照）。 薬物相互作⽤、表2お
よび3; 注意事項：薬物相互作⽤、表5）。
警告
エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠これらの3つの薬のいずれかを
含む他の製剤と併⽤して投与しないでください。ラミブジン/ジドブジンおよびエファビレン
ツ錠との併⽤療法を開始する前に、エファビレンツ錠と同時包装されたラミブジン/ジドブジ
ン錠の併⽤を検討しているすべての薬剤の完全な処⽅情報を参照する必要があります。 ラミ
ブジン/ジドブジン錠：

削除：。

削除：ボリコナゾールとエファビ
レンツの調整⽤量を同時に投与す
ることができます。

削除：;および投与量と投与：投与
量
調整

⾻髄抑制：ラミブジン/ジドブジンは、顆粒球数が1,000細胞/mm未満であることが証明され
た⾻髄抑制のある患者には注意して使⽤する必要があります3またはヘモグロビン<9.5g/ dL
（有害反応を参照）。ラミブジン/ジドブジンで治療されている進⾏したHIV疾患の患者に
は、頻繁な⾎球計算が強く推奨されます
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タブレット。HIVに感染した個⼈および無症候性または初期のHIV疾患の患者には、定期的な
⾎球計算が推奨されます。

乳酸アシドーシス/脂肪肝を伴う重度の肝腫⼤：乳酸アシドーシスおよび脂肪症を伴う重度の
肝腫⼤（致命的な症例を含む）は、ラミブジン、ジドブジン、および他の抗レトロウイルス
薬を含むヌクレオシド類似体を単独または組み合わせて使⽤  した場合に報告されています。
これらの症例の⼤部分は⼥性でした。肥満とヌクレオシド曝露の⻑期化は危険因⼦である可
能性があります。肝疾患の危険因⼦がわかっている患者にラミブジンとジドブジンの組み合
わせを投与する場合は、特に注意が必要です。しかし、既知の危険因⼦を持たない患者でも
症例が報告されています。ラミブジン/ジドブジン錠による治療は、乳酸アシドーシスまたは
顕著な肝毒性（顕著なトランスアミナーゼ上昇がない場合でも肝腫⼤および脂肪症を含む可
能性がある）を⽰唆する臨床的または実験的所⾒を発症した患者では中断する必要がありま
す。

ミオパチー：HIV疾患によって引き起こされるものと同様の病理学的変化を伴うミオパチーおよび

筋炎は、ジドブジンの⻑期使⽤に関連しているため、ラミブジン/ジドブジン錠剤による治療で発

⽣する可能性があります。

肝炎の治療後の悪化：慢性B型肝炎に対してラミブジンで治療された⾮HIV感染患者を対象とし
た臨床試験では、ラミブジンの中⽌後に肝炎の悪化の臨床的および実験的証拠が発⽣しまし
た。これらの悪化は、B型肝炎ウイルスDNA（HBV DNA）の再出現に加えて、主に⾎清ALTの
上昇によって検出されています。ほとんどのイベントは⾃⼰限定的であるように⾒えますが、
場合によっては死亡者が報告されています。同様のイベントは、HIVとHBVの両⽅に感染した
患者において、ラミブジンを含むHIV治療レジメンからラミブジンを含まないレジメンに変更
した後の市販後の経験から報告されています。ラミブジン治療の中⽌との因果関係は不明で
す。患者は、治療を停⽌した後、少なくとも数か⽉間、臨床および検査室のフォローアップの
両⽅で綿密に監視する必要があります。ラミブジンの再開が肝炎の治療後の悪化の経過を変え
るかどうかを決定するための⼗分な証拠はありません。

インターフェロンおよびリバビリンベースのレジメンとの併⽤：試験管内で研究によると、リバ

ビリンは、ラミブジンやジドブジンなどのピリミジンヌクレオシド類似体のリン酸化を低下させ

る可能性があります。リバビリンをラミブジンと同時投与した場合、薬物動態学的または薬⼒学

的相互作⽤の証拠（例えば、HIV / HCVウイルス学的抑制の喪失）は⾒られませんでした。zHIV / 

HCV同時感染患者におけるイドブジン錠（注意事項：薬物を参照）
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相互作⽤）、リバビリンの有無にかかわらず、HIVとインターフェロンアルファの併⽤抗レトロウ

イルス療法を受けているHIV / HCV同時感染患者で肝代償不全（⼀部致命的）が発⽣しました。リ

バビリンおよびラミブジン//ジドブジンの有無にかかわらずインターフェロンアルファを投与され

ている患者は、治療に関連する毒性、特に肝代償不全、好中球減少症、および貧⾎について綿密

に監視する必要があります。ラミブジン/ジドブジン錠の中⽌は、医学的に適切であると⾒なされ

るべきです。肝代償不全（例、Childs Pugh> 6）を含む臨床毒性の悪化が観察された場合は、イン

ターフェロンアルファ、リバビリン、またはその両⽅の減量または中⽌も検討する必要がありま

す（インターフェロンおよびリバビリンの完全な処⽅情報を参照）。

エファビレンツ：

アラート：エファビレンツと⼀緒に服⽤してはいけない薬について調べてください。この声
明は、製品のボトルラベルにも含まれています。（⾒る禁忌と 注意事項：薬物相互作⽤。）

エファビレンツは、HIV-1感染を治療するための単⼀の薬剤として使⽤したり、失敗したレジメンの単独

の薬剤として追加したりしてはなりません。他のすべての⾮ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤と同様に、

エファビレンツを単剤療法として投与すると、耐性ウイルスが急速に出現します。エファビレンツと組

み合わせて使⽤  する新しい抗レトロウイルス薬の選択では、ウイルスの交差耐性の可能性を考慮に⼊れ

る必要があります。

精神症状：エファビレンツで治療された患者では、深刻な精神医学的有害事象が報告されています。エファビ

レンツを含むレジメンで平均2.1年間治療された1008⼈の患者と対照レジメンで平均1。5年間治療された635⼈

の患者の対照試験では、エファビレンツまたは対照レジメンを受けた患者の特定の重篤な精神医学的事象の頻

度はそれぞれでした。 ：重度のうつ病（2.4％、0.9％）、⾃殺念慮（0.7％、0.3％）、致命的でない⾃殺未遂

（0.5％、0）、攻撃的⾏動（0.4％、0.5％）、パラノイド反応（0.4％、0.3％） 、および躁反応（0.2％、

0.3％）。上記と同様の精神症状を組み合わせて、006試験のデータの多因⼦分析でグループとして評価した場

合、エファビレンツによる治療は、これらの選択された精神症状の発⽣の増加と関連していた。これらの精神

症状の発⽣の増加に関連する他の要因は、注射薬の使⽤歴、精神病歴、および研究開始時の精神医学的投薬の

受領でした。同様の関連性がエファビレンツと対照治療群の両⽅で観察されました。研究006では、エファビ

レンツ治療を受けた患者と対照治療を受けた患者の両⽅について、研究全体を通して新たな重篤な精神症状の

発症が発⽣しました。の1パーセント 研究006では、エファビレンツ治療を受けた患者と対照治療を受けた患者

の両⽅について、研究全体を通して新たな重篤な精神症状の発症が発⽣しました。の1パーセント 研究006で

は、エファビレンツ治療を受けた患者と対照治療を受けた患者の両⽅について、研究全体を通して新たな重篤

な精神症状の発症が発⽣しました。の1パーセント
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エファビレンツ治療を受けた患者は、これらの選択された精神症状の1つまたは複数のため
に、治療を中⽌または中断しました。エファビレンツの使⽤との因果関係はこれらの報告か
らは判断できませんが、⾃殺、妄想、精神病のような⾏動による死亡の市販後の報告も時折
あります。深刻な精神医学的不利な経験を持つ患者は、症状がエファビレンツの使⽤に関連
している可能性を評価し、そうであれば、継続的な治療のリスクが利益を上回るかどうかを
判断するために、即時の医学的評価を求める必要があります（を参照）逆反応）。

神経系の症状：対照試験でエファビレンツを投与された患者の53％は、対照レジメンを投与
された患者の25％と⽐較して、中枢神経系の症状を報告しました。これらの症状には、めま
い（28.1％）、不眠症（16.3％）、集中⼒障害（8.3％）、傾眠（7.0％）、異常な夢
（6.2％）、幻覚（1.2％）が含まれますが、これらに限定されません。これらの症状は患者
の2.0％で重篤であり、結果として患者の2.1％が治療を中⽌しました。これらの症状は通
常、治療の1⽇⽬または2⽇⽬に始まり、通常、治療の最初の2〜4週間後に解消します。治療
の4週間後、少なくとも中等度の重症度の神経系症状の有病率は、エファビレンツを含むレジ
メンで治療された患者では5％から9％の範囲であり、対照レジメンで治療された患者では3％
から5％の範囲でした。警告：精神症状）。就寝時に投薬すると、これらの神経系の症状の忍
容性が向上する可能性があります（参照逆反応と 投薬と管理）。

006試験の⻑期データの分析（エファビレンツ+ジドブジン+ラミブジン、エファビレンツ+イ
ンジナビル、およびインジナビル+ジドブジン+ラミブジンでそれぞれ治療された患者の追跡
期間中央値180週間、102週間、および76週間）は、治療の24週間後、エファビレンツ治療を
受けた患者の新たに発症した神経系症状の発⽣率は、インジナビルを含む対照群の発⽣率と
ほぼ同じでした。
エファビレンツを服⽤している患者は、エファビレンツをアルコールまたは向精神薬と併⽤した場合、

中枢神経系への付加的な影響の可能性について警告を受ける必要があります。

めまい、集中⼒の低下、眠気などの中枢神経系の症状を経験している患者は、運転や機械の
操作などの潜在的に危険な作業を避ける必要があります。
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薬物相互作⽤：エファビレンツとセントジョンズワートの併⽤（オトギリソウ）またはセン
トジョンズワートを含む製品はお勧めしません。エファビレンツを含む⾮ヌクレオシド逆転
写酵素阻害剤（NNRTI）とセントジョンズワートの同時投与は、NNRTI濃度を⼤幅に低下さ
せると予想され、エファビレンツのレベルが最適以下になり、ウイルス学的反応が失われ、
エファビレンツまたはNNRTIのクラス。

⽣殖リスクの可能性：妊娠カテゴリーD。エファビレンツは、妊娠初期に妊婦に投与すると
胎児に害を及ぼす可能性があります。エファビレンツを投与されている⼥性では妊娠を避け
る必要があります。バリア避妊薬は、常に他の避妊法（例、経⼝避妊薬または他のホルモン
避妊薬）と組み合わせて使⽤  する必要があります。出産の可能性のある⼥性は、エファビレ
ンツを開始する前に妊娠検査を受ける必要があります。この薬が妊娠の最初のトリメスター
の間に使⽤される場合、または患者がこの薬を服⽤している間に妊娠した場合、患者は胎児
への潜在的な害を知らされるべきです。
妊娠中の⼥性を対象とした適切で⼗分に管理された研究はありません。エファビレンツは、
他の治療法の選択肢がない妊婦など、潜在的な利益が胎児への潜在的なリスクを正当化する
場合にのみ、妊娠中に使⽤する必要があります。2005年7⽉の時点で、抗レトロウイルス妊
娠登録簿は、エファビレンツを含むレジメンに曝露された282の妊娠の前向き報告を受けてお
り、そのほぼすべてが妊娠初期の曝露（277妊娠）でした。先天性⽋損症は、288⼈の出⽣の
うち5⼈（第1トリメスター曝露）および14⼈の出⽣のうち1⼈（第2 /第3トリメスター曝露）
で発⽣しました。これらの前向きに報告された⽋陥はどれも神経管の⽋陥ではありませんで
した。ただし、髄膜脊髄瘤を含む神経管の⽋陥と⼀致する所⾒の4つの遡及的報告がありま
す。すべての⺟親は、最初の学期にエファビレンツを含むレジメンにさらされました。これ
らのイベントとエファビレンツの使⽤との因果関係は確⽴されていませんが、エファビレン
ツの前臨床試験でも同様の⽋陥が観察されています。

発⽣毒性試験では、エファビレンツで治療したカニクイザルの胎児/乳児20匹中3匹に奇形が
観察されました（併⽤対照20匹中0匹）。妊娠中のサルには、妊娠中（交尾後20〜150⽇）に
エファビレンツ60 mg / kgを毎⽇投与しました。これにより、エファビレンツを600mg/⽇投
与した場合と同様の⾎漿中薬物濃度が得られました。無脳症と⽚側性無脳症が1⼈の胎児で観
察され、⼩眼球症が別の胎児で観察され、⼝蓋裂が3番⽬の胎児で観察されました。エファビ
レンツはカニクイザルの胎盤を通過し、胎児の⾎中濃度を⽣成します
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⺟体の⾎中濃度に似ています。エファビレンツは、ラットとウサギの胎盤を通過し、⺟体の
濃度と同様のエファビレンツの胎児の⾎中濃度を⽣成することが⽰されています。胎児吸収
の増加がエファビレンツ⽤量のラットで観察され、雌ラットでエファビレンツを1⽇1回
600mg投与したヒトで達成されたものと同等またはそれ以下のピーク⾎漿濃度とAUC値が得
られました。エファビレンツは、妊娠中のウサギにエファビレンツを1⽇1回600 mg投与した
場合と同様のピーク⾎漿濃度と、ヒトで達成された値の約半分のAUC値を⽣成する⽤量で投
与した場合、⽣殖毒性を⽣じませんでした。

予防
全般的
抗レトロウイルス療法による臨床的利益の期間は限られている可能性があります。抗レトロ
ウイルス療法を受けている患者は、⽇和⾒感染症やその他のHIV感染症の合併症を発症し続け
る可能性があるため、関連するHIV疾患の患者の治療に経験のある医師による綿密な臨床観察
を続ける必要があります。
ラミブジン/ジドブジン錠：
HIVとB型肝炎ウイルスの重複感染のある患者：ラミブジンの安全性と有効性は、HIVとHBV
に⼆重に感染した患者の慢性B型肝炎の治療については確⽴されていません。慢性B型肝炎の
ためにラミブジンで治療された⾮HIV感染患者では、ラミブジン耐性HBVの出現が検出され、
治療反応の低下と関連しています。ラミブジンへの耐性に関連するB型肝炎ウイルス変異体の
出現は、B型肝炎ウイルスの同時感染の存在下でラミブジンを含む抗レトロウイルス療法を受
けたHIV感染患者でも報告されています。肝炎の治療後の悪化も報告されています（参照警告
）。

エファビレンツと同梱されているラミブジン/ジドブジン錠：

脂肪の再分配：抗レトロウイルス療法を受けている患者では、中⼼性肥満、背頸部脂肪肥⼤
（⽔⽜のこぶ）、末梢消耗、顔⾯消耗、乳房肥⼤、および「クシンゴイド外観」を含む体脂
肪の再分布/蓄積が観察されています。これらのイベントのメカニズムと⻑期的な影響は現在
不明です。因果関係は確⽴されていません。
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免疫再構築症候群：免疫再構築症候群は、ラミブジン、ジドブジン、エファビレンツなどの
抗レトロウイルス薬の併⽤療法で治療された患者で報告されています。併⽤抗レトロウイル
ス治療の初期段階で、免疫系が反応する患者は、怠惰なまたは残存する⽇和⾒感染症（マイ
コバクテリウムアビウム感染症、サイトメガロウイルス、Pneumocystis jirovecii肺炎
（PCP）、または結核）、これはさらなる評価と治療を必要とする可能性があります。

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠は、腎機能障害のある患者また
は肝機能障害のある患者には推奨されません（警告;臨床薬理学、特別な集団における薬物動
態：腎機能障害; 投与量と投与、投与量の調整）。

エファビレンツ錠：

全般的
⽪膚の発疹：対照臨床試験では、600 mgのエファビレンツで治療された患者の
26％（266/1008）が、対照群で治療された患者の17％（111/635）と⽐較して、新たに発症
した⽪膚発疹を経験しました。⽔疱、湿性剥離、または潰瘍形成に関連する発疹は、エファ
ビレンツで治療された患者の0.9％（9/1008）で発⽣しました。すべての研究でエファビレン
ツを投与され、アクセスが拡⼤した患者におけるグレード4の発疹（多形紅斑、スティーブン
ス‧ジョンソン症候群など）の発⽣率は0.1％でした。成⼈の発疹の発症までの期間の中央値
は11⽇であり、期間の中央値は16⽇でした。臨床試験における発疹の中⽌率は
1.7％（17/1008）でした。⽔疱、落屑、粘膜病変、または発熱に関連する重度の発疹を発症
している患者では、エファビレンツを中⽌する必要があります。

発疹は、エファビレンツカプセルで治療された57⼈の⼩児患者のうち26⼈（46％）で報告されま

した。1⼈の⼩児患者はグレード3の発疹（発熱を伴うコンフルエントな発疹）を経験し、2⼈の患

者はグレード4の発疹（多形紅斑）を経験しました。⼩児患者の発疹の発症までの時間の中央値は

8⽇でした。⼩児患者でエファビレンツによる治療を開始する前に、適切な抗ヒスタミン薬による

予防を検討する必要があります（参照逆反応）。

肝酵素：B型またはC型肝炎感染の既往歴がある、または疑われる患者、および肝毒性に関連
する他の薬剤で治療されている患者では、肝酵素のモニタリングが推奨されます。⾎清トラ
ンスアミナーゼが5を超えるまで持続的に上昇している患者
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正常範囲の上限の倍数であるエファビレンツによる継続治療の利点は、重⼤な肝毒性の未知
のリスクと⽐較検討する必要があります（を参照）。逆反応：実験室の異常）。

エファビレンツの広範なチトクロームP450を介した代謝と肝機能障害のある患者の臨床経験
が限られているため、これらの患者にエファビレンツを投与する際には注意が必要です。

痙攣：けいれんは、⼀般的に発作の既知の病歴の存在下で、エファビレンツを投与されてい
る患者でまれに観察されています。フェニトインやフェノバルビタールなど、主に肝臓で代
謝される抗けいれん薬を併⽤している患者は、⾎漿レベルの定期的なモニタリングが必要に
なる場合があります（を参照）。注意事項：薬物相互作⽤）。発作の病歴のある患者には注
意が必要です。
動物毒性学：⾮持続性痙攣は、エファビレンツを推奨⽤量で投与されたヒトの⾎漿AUC値の
4〜13倍の⽤量で投与されたサル20匹中6匹で観察されました。

コレステロール：エファビレンツで治療された患者では、コレステロールとトリグリセリドのモニタリングを

検討する必要があります（有害反応を参照）。

患者のための情報
ラミブジン/ジドブジン錠およびエファビレンツ錠との同梱はHIV感染症の治療法ではなく、
患者は⽇和⾒感染症を含むHIV感染症に関連する病気を経験し続ける可能性があるため、 HIV
関連疾患。

患者は、定期的な投与スケジュールでエファビレンツ錠と⼀緒に包装されたラミブジン/ジドブジン錠を

服⽤することの重要性を知らされるべきであり、服⽤を逃さないようにする必要があります。ラミブジ

ン、ジドブジン、およびエファビレンツの組み合わせの使⽤が、性的接触または⾎液汚染による他者へ

のHIV感染のリスクを低減することは⽰されていないことを患者に通知する必要があります。

抗レトロウイルス療法を受けている患者では体脂肪の再分布または蓄積が起こる可能性があり、

これらの状態の原因と⻑期的な健康への影響は現時点では不明であることを患者に通知する必要

があります。

ラミブジン：HIVとHBVに同時感染した患者には、ラミブジンによる治療を中⽌した場合に肝
疾患の悪化が発⽣した場合があることを通知する必要があります。レジメンの変更について
は、医師と話し合うよう患者にアドバイスする必要があります。
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ジドブジン：ジドブジンに関連する主な毒性は好中球減少症および/または貧⾎であることを
患者に通知する必要があります。特に進⾏したHIV疾患の患者にとって、治療中は⾎球数を厳
密に追跡することが⾮常に重要であることを彼らに伝える必要があります。 エファビレン
ツ：患者と医療提供者への声明は、製品のボトルラベルに含まれています。警告：エファビ
レンツと⼀緒に服⽤してはならない薬について調べてください。患者情報については、エ
ファビレンツの患者添付⽂書（PPI）を利⽤できます。
患者は、処⽅されたとおりに毎⽇エファビレンツを服⽤するようにアドバイスされるべきです。エファ

ビレンツは常に他の抗レトロウイルス薬と組み合わせて使⽤  する必要があります。患者は、できれば就

寝時に、空腹時にエファビレンツを服⽤するようにアドバイスされるべきです。⾷物と⼀緒にエファビ

レンツを服⽤すると、エファビレンツの濃度が上昇し、有害事象の頻度が⾼まる可能性があります。就

寝時に投薬すると、神経系の症状の忍容性が向上する可能性があります（参照逆反応と 投薬と管理）。

エファビレンツを服⽤している間、患者は医師の管理下にとどまる必要があります。

めまい、不眠症、集中⼒の低下、眠気、異常な夢などの中枢神経系の症状は、エファビレン
ツによる治療の最初の数週間に⼀般的に報告されることを患者に通知する必要があります。
就寝時に投薬すると、これらの症状の忍容性が改善する可能性があり、これらの症状は継続
的な治療で改善する可能性があります。エファビレンツをアルコールまたは向精神薬と併⽤
する場合、中枢神経系への付加的な影響の可能性について患者に警告する必要があります。
患者は、これらの症状を経験した場合、運転や機械の操作などの潜在的に危険な作業を避け
るように指⽰する必要があります（を参照）警告：神経系の症状）。臨床試験では、中枢神
経系の症状を発症した患者は、その後精神症状を発症する可能性が⾼くありませんでした
（参照警告：精神症状）。

重度のうつ病、⾃殺未遂、攻撃的な⾏動、妄想、妄想症、精神病のような症状などの深刻な
精神症状も、エファビレンツを投与されている患者でまれにしか報告されていないことも患
者に通知する必要があります。患者は、重度の精神医学的有害事象を経験した場合、症状が
エファビレンツの使⽤に関連している可能性を評価し、そうであれば、エファビレンツの中
⽌が必要かどうかを判断するために、直ちに医学的評価を求める必要があることを通知する
必要があります。患者はまた、精神疾患または薬物乱⽤の病歴がある場合は医師に通知する
必要があります（参照警告：精神症状）。。
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別の⼀般的な副作⽤は発疹であることを患者に通知する必要があります。これらの発疹は通
常、治療法を変えることなく消えます。少数の患者では、発疹が深刻な場合があります。発
疹が出た場合は、すぐに医師に連絡するよう患者にアドバイスする必要があります。

エファビレンツを投与されている⼥性は、妊娠を避けるように指⽰されるべきです（参照警
告：⽣殖リスクの可能性）。ホルモン避妊薬に対するエファビレンツの効果は完全には特徴
付けられていないため、信頼できる形のバリア避妊薬は、経⼝避妊薬や他のホルモン避妊薬
を含む他の避妊法と常に組み合わせて使⽤  する必要があります。エファビレンツを服⽤中に
妊娠した場合は、医師に通知するようにアドバイスする必要があります。この薬が妊娠の最
初のトリメスターの間に使⽤される場合、または患者がこの薬を服⽤している間に妊娠した
場合、彼⼥は胎児への潜在的な害を知らされるべきです。
エファビレンツはいくつかの薬と相互作⽤する可能性があります。したがって、患者は、他の処⽅薬、

⾮処⽅薬、またはハーブ製品、特にセントジョンズワートの使⽤を医師に報告するようにアドバイスさ

れるべきです。

薬物相互作⽤
エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠⽤量調整が必要な患者には処⽅
すべきではありません：
ラミブジン：

ラミブジンは、主に活発な有機カチオン分泌によって尿から排出されます。同時に投与され
る他の薬物との相互作⽤の可能性を考慮する必要があります。特に、それらの主な排泄経路
が有機カチオン輸送システム（トリメトプリムなど）を介した活発な腎分泌である場合はそ
うです。

トリメトプリム（TMP）160 mg /スルファメトキサゾール（SMX）800 mgを1⽇1回摂取する
と、ラミブジン曝露（AUC）が増加することが⽰されています。ラミブジンの薬物動態に対
する⾼⽤量のTMP/SMXの効果は調査されていません（臨床薬理学の表2を参照）。ラミブジ
ンと同様の腎クリアランスメカニズムを持つ他の薬剤との相互作⽤の可能性に関するデータ
はありません。
ラミブジンとザルシタビンは、互いの細胞内リン酸化を阻害する可能性があります。した
がって、ザルシタビンと組み合わせたラミブジン/ジドブジン錠剤の使⽤は推奨されません。

ジドブジン：
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他の薬剤と併⽤した場合のジドブジン濃度については、臨床薬理学を参照してください。

抗レトロウイルス薬：スタブジンとラミブジン/ジドブジン錠の併⽤は、ジドブジンとスタブ
ジンの拮抗関係が実証されているため、避ける必要があります。試験管内で。リバビリンな
ど、DNA複製に影響を与えるいくつかのヌクレオシド類似体は、試験管内でHIVに対するジド
ブジンの抗ウイルス活性; そのような薬の併⽤は避けるべきです。

ドキソルビシン：ジドブジンとドキソルビシンの拮抗関係が実証されているため、ラミ
ブジン/ジドブジン錠とドキソルビシンの併⽤は避ける必要があります試験管内で。

フェニトイン：フェニトインの⾎漿レベルは、ジドブジンを投与されている⼀部の患者では低いと報告さ

れていますが、ある場合には⾼いレベルが記録されています。ただし、12⼈のHIV陽性ボランティアが

300 mgのフェニトインを1回だけ投与し、定常状態のジドブジン条件（4時間ごとに200 mg）を⾏った薬

物動態学的相互作⽤研究では、フェニトイン動態に変化は⾒られませんでした。ジドブジン動態に対する

フェニトインの効果を最適に評価するようには設計されていませんが、フェニトインでは経⼝ジドブジン

クリアランスの30％の減少が観察されました。

インターフェロンベースおよびリバビリンベースのレジメンでの使⽤：リバビリンをラミブジンまたはジ

ドブジンと同時投与した場合、薬物動態学的または薬⼒学的相互作⽤の証拠（例えば、HIV / HCVウイル

ス学的抑制の喪失）は⾒られなかった。ただし、ペグ化インターフェロンおよびリバビリンと組み合わせ

てジドブジンを投与されたHIV / HCV同時感染患者は、ジドブジンを投与されていない同様の患者（好中

球減少症）よりも頻繁に重度の好中球減少症（ANC <500）および重度の貧⾎（ヘモグロビン<8 g / dL）

を発症しました。 15％対9％、貧⾎5％対1％）。

重複する毒性：ガンシクロビル、インターフェロン-α、および他の⾻髄抑制剤または細胞毒性

剤の同時投与は、ジドブジンの⾎液毒性を増加させる可能性があります。

エファビレンツ：

エファビレンツが表⽰されていますインビボCYP3A4を誘導します。CYP3A4の基質である他の化

合物は、エファビレンツと同時投与すると⾎漿濃度が低下する可能性があります。試験管内で研

究は、エファビレンツが観察されたエファビレンツ⾎漿濃度の範囲で2C9、2C19、および3A4アイ

ソザイムを阻害することを⽰しました。主にエファビレンツと薬剤の同時投与
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これらのアイソザイムによって代謝されると、同時投与された薬物の⾎漿濃度が変化する可能性があり

ます。したがって、これらの薬剤には適切な⽤量調整が必要な場合があります。

CYP3A4活性を誘発する薬物（例えば、フェノバルビタール、リファンピン、リファブチン）は、

エファビレンツのクリアランスを増加させ、⾎漿濃度を低下させると予想されます。エファビレ

ンツとの薬物相互作⽤を表5および6にまとめています。

表5： エファビレンツでの使⽤が禁じられている、または推奨されていない薬

医薬品クラス：医薬品名
抗真菌剤：ボリコナゾール

臨床コメント
エファビレンツが著しく
ボリコナゾールの⾎漿中濃度を低下させ、同時投与はボリコ
ナゾールの治療効果を低下させる可能性があります。また、
ボリコナゾールはエファビレンツの⾎漿中濃度を⼤幅に上昇
させ、エファビレンツに関連する副作⽤のリスクを⾼める可
能性があります。エファビレンツ600mg錠では、必要な⽤量
調整ができません。表3および4を参照してください。

フォーマット済み：フォント：Times New 

Roman、10 pt、太字ではありません

フォーマット済み：BMSテーブルテキスト、
左、ラテン語とアジア語のテキスト間のス
ペースの調整、アジア語のテキストと数字の
間のスペースの調整

削除：標準⽤量では禁忌です。エファ
ビレンツはボリコナゾール⾎漿を⼤幅
に減少させます
濃度、および同時投与は、ボリコナゾー
ルの治療効果を低下させる可能性があり
ます。また、ボリコナゾール
エファビレンツの⾎漿中濃度が⼤幅に上
昇し、エファビレンツに関連する副作⽤
のリスクが⾼まる可能性があります。ボ
リコナゾールをエファビレンツと併⽤す
る場合は、カプセル製剤を使⽤して、ボ
リコナゾールの維持量を12時間ごとに400 
mgに増やし、エファビレンツの⽤量を1
⽇1回300mgに減らす必要があります。エ
ファビレンツの錠剤は壊れてはいけませ
ん。（⾒る臨床薬理学、表3および4; 禁忌; 
と 投与量と投与：投与量¶

調整。）¶
¶
上記を⻩⾊のテキストに置き換えてくだ
さい：¶エファビレンツはボリコナゾー
ルの⾎漿濃度を⼤幅に低下させるため禁
忌であり、同時投与は治療効果を低下さ
せる可能性があります

ボリコナゾール。また、ボリコナゾールは
エファビレンツの⾎漿中濃度を⼤幅に上昇
させ、エファビレンツに関連する副作⽤の
リスクを⾼める可能性があります。エファ
ビレンツ600mg錠では、必要な⽤量調整
ができません。
表3および4を参照してください。¶ 

¶

抗ヒスタミン薬：アステミゾール ⼼不整脈などの深刻なおよび/または⽣命を脅かす反応
の可能性があるため、禁忌です。

抗⽚頭痛：⻨⾓誘導体
（ジヒドロエルゴタミン、エルゴノビン、エルゴタミン、メ
チルエルゴノビン）

末梢⾎管痙攣および四肢および他の組織の虚⾎を特徴
とする急性⻨⾓毒性などの重篤および/または⽣命を脅
かす反応の可能性があるため、禁忌です。

ベンゾジアゼピン：ミダゾラム、トリアゾラム 鎮静の⻑期化または増加、呼吸抑制などの深刻なおよ
び/または⽣命を脅かす反応の可能性があるため、禁忌
です。

カルシウムチャネル遮断薬：ベプリジル ⼼不整脈などの深刻なおよび/または⽣命を脅かす反応
の可能性があるため、禁忌です。

消化管運動剤：シサプリド ⼼不整脈などの深刻なおよび/または⽣命を脅かす反応
の可能性があるため、禁忌です。

神経弛緩薬：ピモジド ⼼不整脈などの深刻なおよび/または⽣命を脅かす反応
の可能性があるため、禁忌です。

セントジョンズワート（オトギリソウ）。 エファビレンツの⾎漿レベルを⼤幅に低下させることが期
待されます。エファビレンツとの併⽤は研究されていませ
ん。
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表6： 設⽴aおよびその他の潜在的に重要b薬物相互作⽤：薬物相互作⽤の研究または予測され
る相互作⽤に基づいて、⽤量またはレジメンの変更が推奨される場合があります

効果
の濃度

エファビレンツまたは

併⽤薬
併⽤薬
クラス：薬名 臨床コメント

抗レトロウイルス薬
プロテアーゼ阻害剤：

アンプレナビル
エファビレンツは、アンプレナビルの⾎清濃度を低
下させる可能性があります。↓アンプレナビル

プロテアーゼ阻害剤：
ホスアンプレナビル

カルシウム

↓アンプレナビル ホスアンプレナビル（ブーストなし）：安全性と有効
性に関する組み合わせの適切な⽤量は確⽴されていま
せん。
ホスアンプレナビル/リトナビル：エファビレンツにホスアンプレ
ナビル/リトナビルを1⽇1回投与する場合は、さらに100 mg /⽇
（合計300 mg）のリトナビルを推奨します。エファビレンツにホ
スアンプレナビルとリトナビルを1⽇2回投与する場合、リトナビ
ルの投与量を変更する必要はありません。

治療歴のない患者にエファビレンツと併⽤する場
合、アタザナビルの推奨⽤量は300 mg、リトナビル
100mgおよびエファビレンツ600mg（すべて1⽇1
回）です。治療経験のある患者におけるエファビレ
ンツとアタザナビルの推奨投与量は確⽴されていま
せん。

プロテアーゼ阻害剤：
アタザナビル ↓アタザナビルa

プロテアーゼ阻害剤：
インジナビル

エファビレンツと組み合わせて投与した場合のインジナビルの
最適⽤量は不明です。インジナビルの投与量を8時間ごとに
1000mgに増やしても、エファビレンツによるインジナビル代
謝の増加を補うことはできません。増量（8時間ごとに
1000mg）のインジナビルをエファビレンツ（1⽇1回600mg）
と⼀緒に投与した場合、インジナビルAUCおよびC分インジナ
ビル（8時間ごとに800mg）を単独で投与した場合と⽐較し
て、平均してそれぞれ33〜46％および39〜57％減少しまし
た。

↓インジナビルa

プロテアーゼ阻害剤：
ロピナビル/リトナビル

エファビレンツと組み合わせて使⽤  する場合は、ロピナ
ビル/リトナビルを1⽇2回533/133 mg（4カプセルまたは
6.5 mL）に増量することをお勧めします。

↓ロピナビルa

プロテアーゼ阻害剤：
リトナビル

リトナビル500mgq12hをエファビレンツ600mgと
1⽇1回同時投与した場合、その組み合わせは、よ
り⾼い頻度の有害な臨床経験（例えば、めまい、悪
⼼、知覚異常）および検査室異常（肝酵素の上昇）
と関連していました。エファビレンツをリトナビル
と組み合わせて使⽤  する場合は、肝酵素のモニタ
リングが推奨されます。

↑リトナビルa

↑エファビレンツa

プロテアーゼ阻害剤：
サキナビル

エファビレンツと組み合わせて唯⼀のプロテアーゼ阻害剤
として使⽤しないでください。↓サキナビルa

他のエージェント

抗凝固剤：
ワルファリン

⾎漿中濃度と影響は、エファビレンツによって潜在的に増加
または減少しました。↑または↓ワルファリン
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表6： 設⽴aおよびその他の潜在的に重要b薬物相互作⽤：薬物相互作⽤の研究または予測され
る相互作⽤に基づいて、⽤量またはレジメンの変更が推奨される場合があります

効果
の濃度

エファビレンツまたは

併⽤薬
併⽤薬
クラス：薬名 臨床コメント
抗けいれん薬：

カルバマゼピン ↓カルバマゼピンa

↓エファビレンツa

エファビレンツの推奨⽤量を作成するにはデータが不⼗分
です。代替の抗けいれん薬治療を使⽤する必要がありま
す。

フェニトイン
フェノバルビタール

↓抗けいれん薬
↓エファビレンツ

抗けいれん薬および/またはエファビレンツの⾎漿レベルの低下の
可能性; 抗けいれん薬の⾎漿レベルの定期的なモニタリングを実施
する必要があります。

抗うつ薬：
セルトラリン

セルトラリン投与量の増加は、臨床反応によって導かれるべきで
す。↓セルトラリンa

抗真菌剤：
イトラコナゾール ↓イトラコナゾールa

↓ヒドロキシイトラコナゾールa

イトラコナゾールの推奨⽤量は作成できないため、
代替の抗真菌治療を検討する必要があります。

ケトコナゾール ↓ケトコナゾール エファビレンツおよびケトコナゾールとの薬物相互作⽤の研
究は実施されていません。エファビレンツは、ケトコナゾー
ルの⾎漿中濃度を低下させる可能性があります。

抗感染症：
クラリスロマイシン

⾎漿中濃度はエファビレンツによって減少しました。臨床的意義
は不明です。感染していないボランティアでは、46％がエファビ
レンツとクラリスロマイシンの投与中に発疹を発症しました。ク
ラリスロマイシンと併⽤する場合、エファビレンツの⽤量調整は
推奨されません。アジスロマイシンなどのクラリスロマイシンの
代替品を検討する必要があります（参照その他の薬、次の表）。
エリスロマイシンなどの他のマクロライド系抗⽣物質は、エファ
ビレンツと組み合わせて研究されていません。

↓クラリスロマイシンa

↑14-OH代謝物a

抗酸菌：
リファブチン

リファブチンの1⽇量を50％増やします。リファブチンが週に2〜3回投
与されるレジメンでは、リファブチンの投与量を2倍にすることを検討
してください。

↓リファブチンa

抗酸菌：
リファンピン

エファビレンツ濃度の低下の臨床的意義は不明です。
エファビレンツとリファンピンの併⽤に関する推奨投
与量は確⽴されていません。

↓エファビレンツa

カルシウムチャネル
ブロッカー：

ジルチアゼム

ジルチアゼムの⽤量調整は、臨床反応によって導かれるべき
です（ジルチアゼムの完全な処⽅情報を参照してくださ
い）。ジルチアゼムと⼀緒に投与する場合、エファビレンツ
の⽤量調整は必要ありません。

↓ジルチアゼムa

↓デスアセチルジルチアゼムa

↓N-モノデスメチル
ジルチアゼムa

その他（例：
フェロジピン、

ニカルジピン、
ニフェジピン、

ベラパミル）

↓カルシウムチャネル
ブロッカー

エファビレンツとCYP3A4酵素の基質である他のカ
ルシウムチャネル遮断薬との潜在的な相互作⽤に関
するデータはありません。カルシウムチャネル遮断
薬の⾎漿中濃度が低下する可能性があります。⽤量
調整は、臨床反応によって導かれるべきです（カル
シウムチャネル遮断薬の完全な処⽅情報を参照して
ください）。
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表6： 設⽴aおよびその他の潜在的に重要b薬物相互作⽤：薬物相互作⽤の研究または予測され
る相互作⽤に基づいて、⽤量またはレジメンの変更が推奨される場合があります

効果
の濃度

エファビレンツまたは

併⽤薬
併⽤薬
クラス：薬名 臨床コメント
HMG-CoAレダクターゼ

阻害剤：
アトルバスタチン、プラバスタチン、およびシンバスタチン
の⾎漿中濃度は低下しました。⽤量の個別化に関するガイダ
ンスについては、HMG-CoAレダクターゼ阻害剤の完全な処
⽅情報を参照してください。アトルバスタチン

プラバスタチン

↓アトルバスタチンa

↓プラバスタチンa

↓シンバスタチンaシンバスタチン
⿇薬性鎮痛薬：

メタドン
注射薬の使⽤歴のあるHIV感染者への同時投与は、メ
タドンの⾎漿レベルの低下とアヘン製剤離脱の兆候を
もたらしました。離脱症状を緩和するために、メタド
ンの投与量を平均22％増やしました。患者は離脱症状
を監視する必要があり、離脱症状を緩和するために必
要に応じてメタドンの投与量を増やします。

↓メタドンa

経⼝避妊薬：
エチニルエストラジオール

⾎漿中濃度はエファビレンツによって増加しました。臨
床的意義は不明です。エファビレンツと経⼝避妊薬との
潜在的な相互作⽤は完全には特徴付けられていません。
経⼝避妊薬に加えて、信頼できるバリア避妊法を使⽤す
る必要があります。

↑エチニルエストラジオールa

a
b

⾒る臨床薬理学、確⽴された相互作⽤の⼤きさについては、表3および4を参照してください。この表はすべてを網羅して
いるわけではありません。

その他の薬：薬物相互作⽤研究の結果（表3および4を参照）に基づいて、エファビレンツに次のものを投与する場

合、投与量の調整は推奨されません：⽔酸化アルミニウム/⽔酸化マグネシウム制酸剤、アジスロマイシン、セチ

リジン、ファモチジン、フルコナゾール、ラミブジン、ロラゼパム、ネルフィナビル、パロキセチン、テノホビル

ジソプロキシルフマル酸塩、およびジドブジン。

特定の薬物相互作⽤の研究は、ラミブジンとジドブジン以外のエファビレンツとNRTIでは実
施されていません。NRTIはエファビレンツとは異なる経路で代謝され、同じ代謝酵素と排泄
経路をめぐって競合する可能性は低いため、臨床的に重要な相互作⽤は予想されません。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害発がん性：

ラミブジン：マウスとラットでのラミブジンを⽤いた⻑期発がん性試験では、HIV感染の推奨
治療⽤量でヒトで観察された曝露の最⼤10倍（マウス）と58倍（ラット）で発がん性の証拠は
⽰されませんでした。
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ジドブジン：ジドブジンを3つの投与量レベルで経⼝投与して、マウスとラットのグループを分け

ました（各グループに60匹の雌と60匹の雄）。最初の1⽇1回投与量は、マウスで30、60、および

120 mg / kg /⽇、ラットで80、220、および600 mg /kg/⽇でした。マウスの⽤量は、治療に関連

する貧⾎のために、90⽇後に20、30、および40 mg / kg /⽇に減少しましたが、ラットでは、⾼⽤

量のみが91⽇⽬に450 mg /kg/⽇に減少しました。 279⽇⽬に300mg/kg/⽇。

マウスでは、7つの遅発性（19か⽉後）の膣腫瘍（5つの⾮転移性扁平上⽪癌、1つの扁平上
⽪乳頭腫、および1つの扁平上⽪ポリープ）が最⾼⽤量の動物で発⽣した。中⽤量の動物の膣
に、遅発性の扁平上⽪乳頭腫が1例発⽣しました。最低⽤量では膣腫瘍は⾒られなかった。

ラットでは、2回の遅発性（20か⽉後）の⾮転移性膣扁平上⽪癌が最⾼⽤量の動物で発⽣し
た。ラットでは低⽤量または中⽤量で膣腫瘍は発⽣しなかった。どちらの種の性別でも、他
の薬物関連の腫瘍は観察されませんでした。
マウスとラットに腫瘍を⽣じさせた⽤量では、推定薬物曝露（AUCで測定）は、4時間ごとに
100 mgの推奨治療⽤量で推定ヒト曝露の約3倍（マウス）と24倍（ラット）でした。

2つの経胎盤発癌性研究がマウスで⾏われた。ある研究では、妊娠10⽇⽬から出産および授
乳まで20 mg /kg/⽇または40mg/ kg /⽇の⽤量でジドブジンを投与し、出⽣後24か⽉間⼦孫
に投与を継続しました。この研究で採⽤されたジドブジンの⽤量は、推奨⽤量での推定ヒト
曝露の約3倍のジドブジン曝露をもたらしました。最⾼⽤量で24か⽉後、膣腫瘍の発⽣率の
増加が認められ、肝臓や肺、またはいずれの性別の他の臓器の腫瘍も増加しませんでした。
これらの発⾒は、前述のように、マウスでの標準的な経⼝発癌性研究の結果と⼀致していま
す。2番⽬の研究では、12.5mg/⽇または25mg/⽇の最⼤耐量でジドブジンを投与しました（
〜1,000 mg/kg妊娠していない体重

また〜妊娠12⽇から18⽇までの妊娠マウスに450mg/kgの満期体重）。⾼⽤量レベルのジド
ブジンを投与されたマウスの⼦孫では、肺、肝臓、および雌の⽣殖管の腫瘍数が増加しまし
た。
げっ⻭類の発がん性研究の結果がヒトにとってどれほど予測可能であるかは不明です。 エ
ファビレンツ：マウスとラットの⻑期発がん性試験は、エファビレンツを⽤いて実施されま
した。マウスに0、25、75、150、または300 mg /kg/⽇を2年間投与した。肝細胞腺腫および
癌腫ならびに肺胞/細気管⽀腺腫の発⽣率は、⼥性のバックグラウンドを超えて増加した。男
性では、バックグラウンドを超える腫瘍発⽣率の増加は⾒られませんでした。

Strides Arcolab Limited、2007年5⽉ ページ50の34



ラットに0、25、50、または100 mg / kg /⽇の⽤量で2年間エファビレンツを投与した研究で
は、バックグラウンドを超える腫瘍発⽣率の増加は観察されませんでした。マウスの全⾝曝
露（AUCに基づく）は、600mg/⽇の⽤量を投与されたヒトの約1.7倍でした。ラットの曝露
はヒトよりも低かった。発がん性のメカニズムは不明です。

変異原性：

ラミブジン：ラミブジンは、L5178Y / TK +/-マウスリンパ腫アッセイで変異原性があり、培
養ヒトリンパ球を使⽤した細胞遺伝学的アッセイで染⾊体異常誘発性でした。ラミブジン
は、微⽣物変異原性試験、in vitro細胞形質転換試験、ラット⼩核試験、ラット⾻髄細胞遺伝
学的試験、およびラット肝臓での予定外のDNA合成試験で陰性であった。

ジドブジン：ジドブジンはL5178Y/TK +/-マウスリンパ腫アッセイで変異原性があり、試験管
内で細胞形質転換アッセイ、培養ヒトリンパ球を使⽤した細胞遺伝学的アッセイで染⾊体異
常誘発性、反復投与後のマウスおよびラット⼩核試験で陽性。単回投与ラットの細胞遺伝学
的研究では陰性でした。
エファビレンツ：遺伝⼦毒性試験では、エファビレンツは⼀連の変異原性または染⾊体異常誘発性活性

の証拠を⽰さなかった試験管内でとインビボ研究。これらには、細菌の突然変異アッセイが含まれてい

ましたS. typhimuriumと⼤腸菌、チャイニーズハムスター卵巣細胞における哺乳類突然変異アッセイ、

ヒト末梢⾎リンパ球またはチャイニーズハムスター卵巣細胞における染⾊体異常アッセイ、およびイン

ビボマウス⾻髄⼩核アッセイ。エファビレンツの遺伝⼦毒性活性の⽋如を考えると、エファビレンツで

治療されたマウスの新⽣物のヒトとの関連性は知られていない。

出⽣⼒の障害：
ラミブジン：⽣殖能⼒の研究では、体表⾯積の考慮に基づいて通常の成体⽤量の最⼤130倍
の⽤量でオスとメスのラットに投与されたラミブジンは、出⽣⼒の低下の証拠（受胎率で判
断）および⽣存への影響を明らかにしませんでした、成⻑、および⼦孫の離乳への発達。

ジドブジン：体表⾯積の考慮に基づいて通常の成体⽤量の最⼤7倍の⽤量で雄および雌ラット
に投与されたジドブジンは、受胎率によって判断される出⽣⼒に影響を与えなかった。

エファビレンツ：エファビレンツは、オスまたはメスのラットの交配または出⽣⼒を損なうことはなく、処理された

オスのラットの精⼦にも影響を与えませんでした。エファビレンツを与えられた雌ラットから⽣まれた⼦孫の繁殖成

績は影響を受けなかった。ラットにおけるエファビレンツの急速なクリアランスの結果として、全⾝薬
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これらの研究で達成された曝露は、治療⽤量のエファビレンツを与えられたヒトで達成された曝

露と同等かそれ以下でした。

妊娠：
ラミブジン/ジドブジン錠： 妊娠
カテゴリーC
妊娠中の⼥性を対象とした併⽤製品の適切かつ⼗分に管理された研究はありません。ラミブジ
ンとジドブジンを⽤いた⽣殖研究が動物で⾏われています（以下のラミブジンとジドブジンの
セクションを参照）。ラミブジン/ジドブジン錠は、潜在的な利益がリスクを上回る場合にの
み、妊娠中に使⽤する必要があります。
ラミブジン：

ラミブジンの経⼝投与による⽣殖試験は、ラットとウサギでそれぞれ最⼤4,000 mg /kg/⽇と
1,000mg/ kg /⽇で実施され、成⼈のHIV⽤量の約35倍の⾎漿レベルを⽰しました。ラミブジン
による催奇形性の証拠は観察されませんでした。初期胚致死の証拠は、ヒトで観察されたもの
と同様の暴露レベルでウサギに⾒られたが、ヒトの35倍までの暴露レベルでラットにこの影響
の兆候はなかった。妊娠中のラットとウサギでの研究は、ラミブジンが胎盤を介して胎児に移
⾏することを⽰しました。

南アフリカで実施された2つの臨床研究では、妊娠38週⽬からラミブジンを投与された妊婦の
サンプルで薬物動態測定が⾏われました（ジドブジンと組み合わせて1⽇2回150 mgを投与さ
れた10⼈の⼥性と、1⽇2回ラミブジン300mgを投与されなかった10⼈の⼥性他の抗レトロウイ
ルス薬）または妊娠36週⽬から開始（ラミブジン150 mgを1⽇2回ジドブジンと組み合わせて
投与された16⼈の⼥性）。これらの研究は、有効性情報を提供するように設計または強化され
ていません。
妊娠中の⼥性におけるラミブジンの薬物動態は、出⽣後および妊娠していない成⼈で得られた
ものと類似していた。ラミブジン濃度は、⺟体、新⽣児、および臍帯⾎清サンプルで⼀般的に
類似していた。膜の⾃然破裂後に⽺⽔検体が得られた被験者のサブセットでは、ラミブジンの
⽺⽔濃度は1.2〜2.5μg / mL（150 mgを1⽇2回）および2.1〜5.2μg / mL（300 mgを1⽇2回）
の範囲でした。通常、⺟体の⾎清レベルの2倍を超えていました（参照逆反応）。
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ジドブジン：ラットおよびウサギに500mg/kg /⽇までの⽤量でジドブジンを経⼝投与した⽣殖
試験では、ジドブジンによる催奇形性の証拠は⾒られませんでした。ジドブジン治療は、150
または450 mg /kg/⽇を投与されたラットおよび500mg/ kg /⽇を投与されたウサギにおける胎
児吸収の発⽣率の増加によって証明されるように、胚/胎児毒性をもたらしました。催奇形性研
究で使⽤された⽤量は、ラットで66〜226回のピークジドブジン⾎漿濃度（1⽇の⽤量の半分
後）をもたらし、ウサギでは12〜87回、平均定常状態のピークヒト⾎漿濃度（6分の1後）をも
たらしました。推奨される1⽇量（4時間ごとに100mg）で達成される1⽇量）。ラットでの追
加の催奇形性研究では、3,000 mg / kg /⽇の⽤量（3のラットの経⼝半数致死量に⾮常に近
い）。683 mg / kg）は、顕著な⺟体毒性と胎児奇形の発⽣率の増加を引き起こした。この⽤量
は、ピークヒト⾎漿濃度の350倍のピークジドブジン⾎漿濃度をもたらした。この実験では、
600mg /kg/⽇以下の⽤量で催奇形性の証拠は⾒られませんでした。2つのげっ⻭類発がん性試
験が実施された（発がん性、突然変異誘発、および出⽣⼒障害を参照）。

⺟体胎児のHIV感染予防のためのジドブジンの有⽤性を決定するために、HIVに感染した妊婦
を対象にランダム化⼆重盲検プラセボ対照試験が実施されました。先天性異常は、ジドブジ
ンを投与された⺟親から⽣まれた新⽣児とプラセボを投与された⺟親から⽣まれた新⽣児の
間で同様の頻度で発⽣しました。異常は、胚形成の問題（14週間前）であるか、治験薬の開
始前または開始直後に超⾳波で認識されました。

エファビレンツ：妊娠カテゴリーD：警告：⽣殖リスクの可能性を参照してください。

授乳中の⺟親
疾病管理予防センターは、HIVに感染した⺟親は、出⽣後のHIV感染のリスクを回避するため
に、乳児に⺟乳を与えないことを推奨しています。
HIV感染の可能性と、授乳中の乳児における深刻な副作⽤の可能性の両⽅のために、⺟親は、
授乳中の場合は⺟乳育児をしないように指⽰する必要があります エファビレンツと同梱されて
いるラミブジン/ジドブジン錠。
ラミブジンおよびジドブジン錠剤を投与した後の⺟乳中のラミブジンおよびジドブジン排泄
に関する特定の研究は⾏われていません。ラミブジンとジドブジンは⼈間の⺟乳に排泄され
ます（参照臨床薬理学：薬物動態：授乳中の⺟親）。
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45mg / kgのラミブジンを投与された授乳中のラットでの研究は、ミルク中のラミブジン濃度
が⾎漿中のものよりわずかに⾼いことを⽰しました。授乳中の乳児ではHIV感染の可能性と深
刻な副作⽤の可能性の両⽅があるため、ラミブジン/ジドブジン錠を服⽤している場合は、⺟
親に⺟乳育児をしないように指⽰する必要があります。 ⼩児科での使⽤

この組み合わせでは、エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠の投与量を調

整することはできません。したがって、エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/

ジドブジン錠は、12歳未満の患者または体重40kg未満の患者には推奨されません。 ⽼⼈使⽤

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン：この組み合わせの臨床研究に
は、65歳以上の被験者が若い被験者とは異なる反応を⽰すかどうかを判断するのに⼗分な数
の被験者が含まれていませんでした。⼀般に、⾼齢患者の⽤量選択は、肝機能、腎機能、ま
たは⼼臓機能の低下、および付随する疾患または他の薬物療法の頻度が⾼いことを反映し
て、慎重に⾏う必要があります。エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン
錠は、腎機能障害または肝機能障害のある患者には推奨されません。。

逆反応

ラミブジン、ジドブジン、エファビレンツで報告された有害事象を以下に⽰します。 別々の製
剤として投与されるラミブジン/ジドブジン：1⽇あたり300mgのラミブジンと1⽇あたり
600mgのジドブジンの4件のランダム化⽐較試験で、以下の選択された臨床および検査室の有
害事象が観察されました（表7および表8を参照）。

表7：4つの対照臨床試験における選択された臨床有害事象（5％以上の頻度）
ラミブジン300mg/⽇およびジドブジン600mg/⽇

ラミブジン150mg
1⽇2回プラス

ジドブジン（n = 251）
有害事象

体全体
頭痛
倦怠感と倦怠感
発熱または悪寒

35％
27％
10％

消化器
吐き気
下痢
吐き気と嘔吐
⾷欲不振および/または⾷欲減退

33％
18％
13％
10％
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腹痛
腹部のけいれん
消化不良

9％
6％
5％

神経系
神経障害
不眠症およびその他の睡眠障害
めまい
うつ病性障害

12％
11％
10％
9％

呼吸器
⿐の兆候と症状咳 20％

18％
肌
⽪膚の発疹 9％

筋⾻格
筋⾻格痛
筋⾁痛
関節痛

12％
8％
5％

膵炎は、管理された臨床試験でラミブジンを投与された2,613⼈の成⼈患者のうち9⼈（<0.3％）で

観察されました。

治療中に観察された選択された検査室の異常を表8に⽰します。

表8：4⼈の対照者の成⼈における選択された検査室異常の頻度
ラミブジン300mg/⽇とジドブジン600mg/⽇*の臨床試験

テスト
（異常レベル）

ラミブジンとジドブジン
％（n）

好中球減少症（ANC <750 / mm3）
貧⾎（Hgb <8.0 g / dL）
⾎⼩板減少症（⾎⼩板<50,000 / mm3）ALT
（> 5.0 x ULN）
AST（> 5.0 x ULN）ビリル
ビン（> 2.5 x ULN）アミ
ラーゼ（> 2.0 x ULN）

7.2％（237）
2.9％（241）
0.4％（240）
3.7％（241）
1.7％（241）
0.8％（241）
4.2％（72）

ULN=通常の上限
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ANC=好中球絶対数n=評価され
た患者数
*これらの検査室異常の頻度は、ベースラインで軽度の検査室異常のある患者で⾼かっ
た。

臨床診療中に観察された：臨床試験から報告された有害事象に加えて、ラミブジン、ジドブジ
ン、および/またはラミブジンとジドブジンの組み合わせの承認後の使⽤中に、以下の事象が特
定されました。それらは未知のサイズの⺟集団から⾃発的に報告されるため、頻度の推定はで
きません。これらのイベントは、それらの深刻さ、報告の頻度、またはラミブジン、ジドブジ
ン、および/またはラミブジンとジドブジンの組み合わせとの潜在的な因果関係の組み合わせに
より、含めるために選択されました。 全体としての体：体脂肪の再分配/蓄積（を参照）予
防：脂肪の再分配）。

⼼臓⾎管：⼼筋症
内分泌および代謝：⼥性化乳房、⾼⾎糖。 胃腸：⼝腔粘
膜の⾊素沈着、⼝内炎。 全般的：⾎管炎、脱⼒感。

⾎⾏およびリンパ：貧⾎（⾚芽球癆および治療中に進⾏する重度の貧⾎を含む）、リンパ節腫
脹、脾腫。
肝臓および膵臓：乳酸アシドーシスおよび脂肪肝、膵炎、B型肝炎の治療後の悪化（警告を
参照）。
過敏症：感作反応（アナフィラキシーを含む）、蕁⿇疹。 筋⾻格：筋⼒
低下、CPK上昇、rhabodmyolysis。 緊張：知覚異常、末梢神経障害、
発作。 呼吸器系：異常な呼吸⾳/喘鳴。

肌：脱⽑症、多形紅斑、スティーブンス‧ジョンソン症候群。 エファビレ

ンツ：

エファビレンツで治療された患者で観察された最も重⼤な有害事象は、神経系の症状、精神
症状、および発疹です。特に明記されていない限り、以下に説明する分析には、エファビレ
ンツを含むレジメンで治療された1008⼈の患者と、対照試験で対照レジメンで治療された
635⼈の患者が含まれていました。
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神経系の症状：エファビレンツを投与された患者の53％が中枢神経系の症状を報告しました
（参照警告：神経系の症状）。表9は、さまざまな重症度の症状の頻度を⽰し、次の神経系症
状の1つ以上に対する臨床試験の中⽌率を⽰しています：めまい、不眠症、集中⼒の低下、傾
眠、異常な夢、陶酔感、混乱、興奮、記憶喪失、幻覚、昏迷、異常な思考、および⾮個⼈
化。特定の中枢および末梢神経系の症状の頻度を表11に⽰します。

表9：1つ以上の選択された神経系症状のある患者の割合a、b

エファビレンツ600mg1回 コントロールグループ
（n = 635）

％
以下の患者の割合： 毎⽇（n = 1008）

％
あらゆる重症度の症状軽
度の症状c

中等度の症状d

重度の症状e

症状の結果としての治療
中⽌

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
a因果関係に関係なく報告されたイベントが含まれます。

b006試験および3つの第2/3相試験のデータ。
c「軽度」=患者さんの⽇常⽣活に⽀障をきたさない症状。
d「中程度」=⽇常⽣活に⽀障をきたす可能性のある症状。
e「重度」=患者の通常の⽇常⽣活を妨げるイベント。

精神症状：エファビレンツで治療された患者では、深刻な精神医学的有害事象が報告されて
います。対照試験では、エファビレンツまたは対照レジメンをそれぞれ受けた患者の特定の
重篤な精神症状の頻度は、重度のうつ病（2.4％、0.9％）、⾃殺念慮（0.7％、0.3％）、致命
的でない⾃殺未遂（0.5％、 0）、攻撃的⾏動（0.4％、0.5％）、パラノイド反応（0.4％、
0.3％）、および躁反応（0.2％、0.3％）（を参照） 警告：精神症状）。対照臨床試験におい
て、エファビレンツまたは対照レジメンでそれぞれ治療された患者で2％を超える頻度で観察
された追加の精神症状は、うつ病（19％、16％）、不安（13％、9％）、および神経質
（7％）でした。 、2％）。

⽪膚の発疹。：発疹は通常、軽度から中等度の斑状丘疹状⽪膚発疹であり、エファビレンツによる治療

を開始してから最初の2週間以内に発⽣します。ほとんどの患者では、発疹は1か⽉以内にエファビレン

ツ療法を継続することで解決します。エファビレンツは、発疹のために治療を中断した患者で再開する

ことができます。エファビレンツを再開する際には、適切な抗ヒスタミン薬および/またはコルチコステ

ロイドの使⽤を検討することができます。エファビレンツは患者では中⽌されるべきです
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⽔疱、落屑、粘膜病変、または発熱に関連する重度の発疹を発症します。NCIグレード別の発
疹の頻度と発疹の結果としての中⽌率を表10に⽰します。

表10：治療に起因する発疹のある患者の割合a、b

発疹の説明
学年c

エファビレンツ600
mg1⽇1回

⼤⼈
（n = 1008）

％

エファビレンツ

⼩児科
忍耐

（n = 57）

％

コントロール

グループ
⼤⼈

（n = 635）

％

のパーセント
患者：

任意の発疹
学年
グレード1の発疹

—

紅斑、そう痒症

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

グレード2の発疹 びまん性斑状丘疹
発疹、乾性落屑

14.7 31.6 7.4
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グレード3の発疹 ベシキュレーション、しっとり

落屑、
潰瘍
多形紅斑、
スティーブンス‧ジョンソン

症候群、有毒
表⽪壊死症、
壊死が必要
⼿術、剥離
⽪膚炎

0.8 1.8 0.3

グレード4の発疹 0.1 3.5 0.0

処理
中⽌
結果として
発疹

— 1.7 8.8 0.3

a因果関係に関係なく報告されたイベントが含まれます。

b006試験および3つの第2/3相試験のデータ。
cNCIグレーディングシステム。

表10に⾒られるように、発疹は⼩児患者でより⼀般的であり、より⾼悪性度（すなわち、より重症）で

あることが多い（を参照）。予防）。

NNRTIクラスの他の抗レトロウイルス薬を中⽌した患者でのエファビレンツの経験は限られてい

ます。発疹のためにネビラピンを中⽌した19⼈の患者はエファビレンツで治療されました。これ

らの患者のうち9⼈は、エファビレンツによる治療を受けている間に軽度から中等度の発疹を発症

し、これらの患者のうち2⼈は発疹のために中⽌しました。

エファビレンツとの因果関係は確⽴されていませんが、膵炎が報告されています。⾎清アミ
ラーゼレベルの無症候性の増加は、対照患者よりもエファビレンツ600 mgで治療された患者
の有意に多い数で観察されました（参照有害反応：実験室の異常）。

で観察された中程度または重度の強度の選択された臨床的有害事象≥ 2つの対照臨床試験に
おけるエファビレンツ治療を受けた患者の2％を表11に⽰します。
表11：選択された治療-緊急aで報告された中程度または重度の有害事象≥006試験および
ACTG364試験でエファビレンツ治療を受けた患者の2％

有害事象 006研究
LAM-、NNRTI-、およびプロテアーゼ

阻害剤未投与の患者
エファビレンツb

+
ZDV / LAM

（n = 412）

ACTG364を研究する
NRTIの経験があり、NNRTIおよびプロテ

アーゼ阻害剤を使⽤していない患者
エファビレンツb

+ネルフィナビル

エファビレンツb

+
インジナビル

+
エファビレンツb

+
NRTI
（n = 65）

ネルフィナビル

+
NRTI
（n = 66）

インジナビル

（n = 415）

ZDV / LAM
（n = 401）

+NRTI
（n = 64）

180週間c 102週間c 76週間c 71.1週間c 70.9週間c 62.7週間c

全体としての体
倦怠感 8％ 5％ 9％ 0 2％ 3％
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痛み
中枢および末梢神経系 めまい

頭痛
不眠症
集中
障害者
異常な
夢
傾眠
拒⾷症
胃腸
吐き気
嘔吐
下痢
消化不良
腹痛
精神的
不安
うつ
緊張感
⽪膚と付属物
発疹
かゆみ

1％ 2％ 8％ 13％ 6％ 17％

9％
8％
7％
5％

9％
5％

2％
3％

2％
5％

6％
2％

6％
3％

7％
3％

2％
<1％

0
0

0
0

2％
0

3％ 1％ 0 — — —

2％
1％

2％
<1％

<1％
<1％

0
0

0
2％

0
2％

10％
6％
3％
4％
2％

6％ 24％ 3％ 2％
—
3％
0

2％
—
9％
2％

3％
5％
4％

14％
6％
6％

—
14％

0
2％ 5％ 3％ 3％ 3％

2％
5％

4％
4％
2％

<1％
<1％

—
3％

—
0

—
5％

2％ 0 2％ 0 2％

11％
<1％

16％
1％

5％
1％

9％
9％

5％
5％

9％
9％

a少なくとも治験薬に関連する可能性のある、または治験006の未知の関係の有害事象を含みます。治験ACTG364
の治験薬との関係に関係なくすべての有害事象を含みます。
bエファビレンツは1⽇1回600mgとして提供されました。

c治療期間の中央値。
—=指定されていません。

ZDV =ジドブジン、LAM=ラミブジン。

で観察された臨床的有害事象≥ エファビレンツカプセル、ネルフィナビル、および1つ以上
のNRTIを投与された3〜16歳の⼩児患者57⼈の10％は、発疹（46％）、下痢/緩い便
（39％）、発熱（21％）、咳（16％）でした。 ）、めまい/⽴ちくらみ/失神（16％）、痛
み/痛み/不快感（14％）、吐き気/嘔吐（12％）、および頭痛（11％）。神経系の症状の発⽣
率は18％（10/57）でした。1⼈の患者はグレード3の発疹を経験し、2⼈の患者はグレード4
の発疹を経験し、5⼈の患者（9％）は発疹のために中⽌しました（参照 注意事項：⽪膚の発
疹と⼩児科での使⽤）。 市販後の経験

全体としての体：アレルギー反応、無⼒症、体脂肪の再分布/蓄積（を参照） 注意事項：脂肪
の再分配）。
中枢および末梢神経系：異常な協調、運動失調、けいれん、感覚鈍⿇、知覚異常、神経障
害、および振戦
内分泌：⼥性化乳房
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胃腸：便秘、吸収不良 ⼼臓⾎管：フラッシ
ング、動悸
肝臓と胆道系：肝酵素の増加、肝不全、肝炎 代謝的および栄養的：⾼コ
レステロール⾎症、⾼トリグリセリド⾎症 筋⾻格系：関節痛、筋⾁痛、
ミオパチー
精神的：攻撃的な反応、興奮、妄想、情緒不安定、躁病、神経症、妄想症、精神病、⾃殺

呼吸器系：呼吸困難

⽪膚と付属物：多形紅斑、⽖の障害、光アレルギー性⽪膚炎、⽪膚の変⾊、スティーブン
ス‧ジョンソン症候群
特殊感覚：異常な視⼒、⽿鳴り 実験室
の異常
で報告された選択されたグレード3〜4の検査室の異常≥ 2つの臨床試験でエファビレンツ治療を受

けた患者の2％を表12に⽰します。

表12：で報告された選択されたグレード3-4の検査室異常≥006試験およびACTG364試験で
エファビレンツ治療を受けた患者の2％

006研究
LAM-、NNRTI-、および

プロテアーゼ

阻害剤未投与の患者

ACTG364を研究する
NRTI経験者、

NNRTI-およびプロテアーゼ
阻害剤未投与の患者

エファビレンツa

+
ネルフィナビル

エファビレンツa

+
ZDV / LAM

（n = 412）

エファビレンツa

+
インジナビル

（n = 415）

インジナビル+
ZDV / LAM

エファビレンツa

+NRTI
ネルフィナビル

+NRTI
（n = 66）変数 （n = 401） +NRTI （n = 65）

制限 （n = 64）

76週間b 70.9
数週間b

62.7
数週間b180

数週間b
102

数週間b
71.1

数週間b
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化学
ALT
AST

GGTc
アミラーゼ
グルコース

> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 2 x ULN

> 250
mg / dL
≥751

mg / dL

5％
5％
8％
4％
3％

8％
6％
7％
4％
3％

5％
5％
3％
1％
3％

2％
6％
5％
0

5％

6％
8％

3％
8％

0
6％

5％
2％

2％ 3％

トリグリセリドd 9％ 6％ 6％ 11％ 8％ 17％

⾎液学
好中球 <750 / mm3 10％ 3％ 5％ 2％ 3％ 2％

aエファビレンツは1⽇1回600mgとして提供されました。

b治療期間の中央値。
cエファビレンツを投与されている患者のGGTの孤⽴した上昇は、肝臓毒性に関連しない酵素誘導を反映している可能性があり

ます。

d⾮絶⾷。
ZDV =ジドブジン、LAM=ラミブジン。ULN=通常の上限。ALT=アラニンアミノトランスフェラーゼ。AST=アスパラギン酸アミノトラン

スフェラーゼ。GGT=ガンマグルタミルトランスフェラーゼ。

B型および/またはC型肝炎の病歴のある患者の肝機能検査を監視する必要があります。006試
験の⻑期データセットでは、エファビレンツを含むレジメン（治療期間中央値68週間）で治
療された137⼈の患者と対照レジメン（期間中央値、56週間）は、B型肝炎（表⾯抗原陽性）
および/またはC型（C型肝炎抗体陽性）のスクリーニングで⾎清陽性でした。これらの同時
感染患者の中で、ASTの5倍を超えるULNの上昇は、エファビレンツ群の患者の13％および対
照群の患者の7％で発⽣し、ALTの5倍を超えるULNの上昇は20％で発⽣しました。エファビ
レンツ群の患者の7％と対照群の患者の7％。同時感染した患者の間で、予防）。

脂質：エファビレンツを投与されている感染していないボランティアの中には、ベースラインか

らの総コレステロールの10〜20％の増加が観察されています。エファビレンツ+ジドブジン+ラミ

ブジンで治療された患者では、⾮絶⾷時の総コレステロールとHDLのベースラインからの増加がそ

れぞれ約20％と25％であることが観察されました。エファビレンツ+インジナビルで治療された患

者では、⾮空腹時コレステロールとHDLのベースラインからの増加がそれぞれ約40％と35％観察

されました。⾮空腹時総コレステロール値≥240mg/dLおよび≥300mg/dLは、エファビレンツ+ジ

ドブジン+ラミブジンで治療された患者のそれぞれ34％および9％、エファビレンツ+で治療された

患者のそれぞれ54％および20％で報告されました。インジナビル、および28％
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インジナビル+ジドブジン+ラミブジンで治療された患者のそれぞれ4％。サンプルは⾮絶⾷
患者から採取されたため、トリグリセリドとLDLに対するエファビレンツの効果は⼗分に特
徴付けられていませんでした。これらの所⾒の臨床的重要性は不明です（参照 予防）。

カンナビノイドテストの相互作⽤：エファビレンツはカンナビノイド受容体に結合しません。

Microgenics CEDIAの際に、エファビレンツを投与されているHIVに感染していないボランティアで、偽

陽性の尿中カンナビノイド検査結果が観察されています。®スクリーニングには、DAUマルチレベルTHC

アッセイを使⽤しました。ガスクロマトグラフィー/質量分析でより具体的な確認試験を⾏った場合、否

定的な結果が得られました。

分析された3つのアッセイ（Microgenics CEDIA DAUマルチレベルTHCアッセイ、カンナビノイド酵素イ

ムノアッセイ[Diagnostic Reagents、Inc]、およびAxSYM®カンナビノイドアッセイ）、

MicrogenicsCEDIADAUマルチレベルTHCアッセイのみが偽陽性の結果を⽰しました。他の2つのアッセ

イでは、真陰性の結果が得られました。これら3つ以外のカンナビノイドスクリーニング検査に対する

エファビレンツの効果は不明です。カンナビノイドアッセイの製造業者は、エファビレンツを投与され

ている患者でのアッセイの使⽤に関する追加情報について連絡する必要があります。

過剰投与
ラミブジン150mg/ジドブジン300mg錠とエファビレンツ錠の併⽤：ラミブジン、ジドブジンま

たはエファビレンツに対する既知の解毒剤はありません。

ラミブジン：6グラムのラミブジンを摂取した成⼈の1例が報告されました。臨床的兆候や症
状は認められず、⾎液学的検査は正常なままでした。無視できる量のラミブジンが（4時間）
⾎液透析、継続的な携帯型腹膜透析、および⾃動腹膜透析によって除去されたため、継続的
な⾎液透析がラミブジンの過剰摂取イベントで臨床的利益をもたらすかどうかは不明です。

ジドブジン：ジドブジンの急性過剰摂取は、⼩児患者と成⼈で報告されています。これらに
は、最⼤50グラムの暴露が含まれていました。唯⼀の⼀貫した所⾒は、吐き気と嘔吐でし
た。その他の報告された発⽣には、頭痛、めまい、眠気、嗜眠、錯乱、および⼤発作の1件の
報告が含まれていました。⾎液学的変化は⼀過性でした。すべての患者が回復した。⾎液透
析および腹膜透析は、ジドブジンの除去にごくわずかな影響しか及ぼさないようですが、そ
の⼀次代謝産物であるGZDVの除去は強化されています。
エファビレンツ：誤って1⽇2回600mgを服⽤している⼀部の患者は、神経系の症状の増加を
報告しています。1⼈の患者は不随意の筋収縮を経験しました。
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エファビレンツによる過剰摂取の治療は、バイタルサインのモニタリングや患者の臨床状態の観察な

ど、⼀般的な⽀援策で構成する必要があります。活性炭の投与は、吸収されなかった薬物の除去を助け

るために使⽤される場合があります。エファビレンツの過剰摂取に対する特定の解毒剤はありません。

エファビレンツはタンパク質と⾼度に結合しているため、透析によって薬物が⾎液から⼤幅に除去され

る可能性はほとんどありません。

投薬と管理
ラミブジン/ジドブジン錠剤およびエファビレンツの吸収に対する⾷物の影響は評価されていま
せん。したがって、エファビレンツと⼀緒に包装されたラミブジン/ジドブジン錠剤は、絶⾷条
件下で服⽤する必要があります。
成⼈および⻘年：
体重が40kg以上の成⼈および⻘年（12歳以上）に推奨される経⼝投与量は、1⽇2回服⽤す
るラミブジン/ジドブジン（150mg / 300mg）錠1錠です。
エファビレンツの推奨⽤量は、空腹時に1⽇1回、できれば就寝時に1錠（600 mg）を服⽤す
ることです。⾷物と⼀緒にエファビレンツを投与した後に観察されたエファビレンツ濃度の
増加は、有害事象の頻度の増加につながる可能性があります（参照臨床薬理学：経⼝吸収に
対する⾷物の影響）。就寝時に投薬すると、神経系の症状の忍容性が向上する可能性があり
ます（参照警告：神経系の症状、注意事項：患者への情報、と逆反応）。

⼩児科

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠は⼩児患者には推奨されません
< 12歳または体重40kg未満の⼩児患者。

⽼年医学

特定の投与量の変更は推奨されませんが、エファビレンツ錠と同梱されたラミブジン/ジドブ
ジン錠を⽼⼈患者（65歳以上）に投与する場合は注意が必要です。

腎機能障害と肝機能障害

エファビレンツ錠と同梱されたラミブジン/ジドブジン錠それは腎機能障害（クレアチニンク
リアランス<50mL / min）の患者、または⾎液透析中または肝機能障害のある患者には推奨
されません。

モニタリング：
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ジドブジン：⾎液毒性は、治療前の⾻髄予備能と治療の⽤量および期間に関連しているよう
です。⾻髄予備能が低い患者、特に進⾏した症候性HIV疾患の患者では、重篤な貧⾎または好
中球減少症を検出するために、⾎液学的指標を頻繁に監視することが推奨されます。重⼤な
貧⾎を発症した患者では、投与の中断、投与の中⽌、および/または輸⾎が必要となる場合が
あります。⾎液毒性を経験している患者では、ヘモグロビンの減少は早くも2〜4週間で発⽣
する可能性があり、好中球減少症は通常6〜8週間後に発⽣します。

投与中断後に⾻髄の回復が⾒られる場合は、⾎清エリスロポエチンレベルや患者の耐性など
の⾎液学的指標に応じて、推奨⽤量のエポエチンアルファなどの補助的⼿段を使⽤して治療
を再開することが適切な場合があります。

ラミブジン/ジドブジン錠と他のいくつかの薬（フルコナゾール、バルプロ酸など）の慢性的
な同時投与を受けている間に顕著な貧⾎を経験している患者には、ラミブジン/ジドブジン錠
の投与中断が考慮される場合があります。

⾎液毒性（すなわち）のためにジドブジン治療の中⽌を必要とする患者については、ラミブ
ジン/ジドブジン錠剤による治療を中⽌する必要があります。
供給⽅法
ラミブジン/ジドブジン錠。各錠剤には、150mgのラミブジンと300mgのジドブジンが含まれています、は、

⽚⾯にLZがエンボス加⼯され、もう⽚⾯にプレーンが付いた、⽩からオフホワイトの楕円形のフィルムコー

ティング錠です。60錠はティアオフキャップ付きの85mlHDPE容器に詰められています エファビレンツ錠。各

錠剤は、600 mgのエファビレンツを含み、オフホワイト⾊のカプセル型のフィルムコーティング錠で、両⾯が

無地です。30錠は、EPE（エキスパンドポリエチレン）フォームフィラー付きのティアオフキャップ付きの

50mlHDPEコンテナに梱包されています。

それぞれの1つのコンテナは、印刷された板紙のカートンに⼀緒にパッケージ化されています。 

保管所：

ラミブジン/ジドブジン錠：
20°から25°C（68°から77°F）で保管してください[USP管理された室温を参照]。光から保護します。す

べての薬を⼦供から遠ざけてください。

エファビレンツ：

エファビレンツの錠剤は、20°から25°C（68°から77°F）で保管する必要があります[USP管理された室温

を参照]。光から保護します。すべての薬を⼦供から遠ざけてください。

製：
STRIDES ARCOLAB LIMITED、
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患者パッケージ情報

ラミブジン（150 mg）/ジドブジン（300 mg）錠エファビレンツ（600 mg）錠と同梱

アラート：

エファビレンツ錠と同時包装されたラミブジン/ジドブジン錠。「エファビレンツ錠と⼀緒
にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠を服⽤してはならない⼈」のセクションもお
読みください。

⼀緒に服⽤してはいけない薬について調べてください

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠の組み合わせを服⽤する前、
およびリフィルを⼊⼿するたびに、この患者パッケージを注意深くお読みください。新しい
情報が提供される可能性があります。この情報は、医師と話す必要性に取って代わるもので
はありません。あなたとあなたの医師は、あなたが薬を服⽤し始めたときと定期的な健康診
断で、これらの薬に関してエファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブ
ジン錠について話し合うべきです。これらの薬を使⽤している間は、医師の治療を受け続け
る必要があります。発疹や肝臓の問題に関して以下に説明する特別な状況を除いて、薬を変
更する前に医師に相談する必要があります。

エファビレンツ錠と⼀緒に包装されたラミブジン/ジドブジン錠について知っておくべき重
要な情報やその他の副作⽤は何ですか？

ラミブジン/ジドブジン錠は原因となる可能性があり

ます 乳酸アシドーシスと肝臓の問題

ラミブジン/ジドブジン錠剤を含むいくつかのHIV薬は、肝臓の肥⼤（肝腫⼤）を伴う乳酸アシ

ドーシスと呼ばれるまれですが深刻な状態を引き起こす可能性があります。

次の症状が出た場合は、すぐに医師に連絡してください。

•• 吐き気、嘔吐、または異常または予期しない胃の不快感;

•• 脱⼒感と倦怠感;

•• 呼吸困難;

•• 腕と脚の脱⼒;

•• ⽪膚または⽬の⻩変;

•• または上部胃領域の痛み。
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これらは、乳酸アシドーシスまたは肝臓の問題の初期症状である可能性があります。⼥性
（妊婦を含む）、太りすぎの⼈、およびラミブジンやジドブジンなどのHIV薬を⻑期間服⽤
している⼈は、乳酸アシドーシスや肝腫⼤を発症する可能性が⾼くなります。乳酸アシドー
シスは救急疾患であり、病院で治療する必要があります。場合によっては、この状態は死を
引き起こす可能性があります

B型肝炎ウイルス（HBV）感染の悪化
ラミブジン/ジドブジン錠を服⽤して中⽌したHBV感染症の患者は、肝炎の「再燃」を起こす
可能性があります。「フレアアップ」とは、病気が以前よりもひどい形で突然再発すること
です。HBVに感染している場合は、ラミブジン/ジドブジン錠を中⽌した後、医師は数か⽉間
肝機能を注意深く監視する必要があります。あなたは抗HBV薬を服⽤する必要があるかもし
れません。

⾎液毒性
ラミブジン/ジドブジン錠剤は、特に進⾏したHIV疾患の患者において、好中球減少症（⽩⾎
球の1つの数が少ない）や重度の貧⾎などの⾎液毒性に関連しています。ラミブジン/ジドブ
ジン錠剤の⻑期使⽤は、症候性ミオパチー（筋⾁の問題）と関連しています。

インターフェロンおよびリバビリンベースのレジメンで使⽤

抗HIV薬を服⽤しており、リバビリンの有無にかかわらずインターフェロンによるC型肝炎感
染の治療を受けている、HIVとC型肝炎の両⽅に感染した患者で肝疾患の悪化（時には死に⾄
る）が発⽣しています。ラミブジン/ジドブジン錠およびリバビリンの有無にかかわらずイ
ンターフェロンを服⽤していて、副作⽤が発⽣した場合は、必ず医師に連絡してください。

体脂肪の変化
体脂肪の変化は、抗HIV薬を服⽤している⼀部の患者で発⽣します。これらの変化には、背
中上部と⾸（「野⽜肩」）、胸部、および体幹周辺の脂肪量の増加が含まれる場合がありま
す。脚、腕、顔からの脂肪の減少も起こる可能性があります。これらの脂肪の変化の原因と
⻑期的な健康への影響は不明です。
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次の深刻な副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、この組み合わせの服⽤を中⽌してください

ラミブジンとジドブジンを服⽤し、緊急の医療処置を求めるか、すぐに医師に通知してく
ださい。

アレルギー反応（呼吸困難、喉の閉鎖、唇、⾆、顔の腫れ、じんましん）;

筋⾁痛または脱⼒感; また
末梢神経障害（神経損傷）。しびれ、うずき、または痛みを引き起こす可能性がありま

す。

その他のそれほど深刻ではない副作⽤が発⽣する可能性が⾼くなります。

o
o
o
o
o
o
o

軽度の吐き気、嘔吐、下痢、または⾷欲不振; 頭痛;

めまい;
うつ病/不安
筋⾁痛
熱
不眠症

ここに記載されている以外の副作⽤も発⽣する可能性があります。異常と思われる、または
特に厄介な副作⽤については、医師に相談してください。

エファビレンツは原因となる可能性があります

エファビレンツで治療された患者で観察された最も重⼤な有害事象は、神経系の症状、重篤
な精神症状、および⽪膚の発疹です。
神経系の症状：めまい、不眠症、集中⼒の低下、傾眠、異常な夢、陶酔感、錯乱、興奮、健
忘症、幻覚、昏迷、異常な思考、および離⼈症。

深刻な精神医学的問題：少数の患者は、エファビレンツを服⽤している間、重度のうつ病、
奇妙な考え、または怒りの⾏動を経験します。⾃殺を考えている患者もいれば、実際に⾃殺
した患者もいます。これらの問題は、精神疾患を患っている患者でより頻繁に発⽣する傾向
があります。これらの精神症状があると思われる場合は、すぐに医師に連絡してください。
そうすれば、医師はエファビレンツを継続して服⽤するかどうかを決定できます。
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体脂肪の変化
体脂肪の変化は、抗HIV薬を服⽤している⼀部の患者で発⽣します。これらの変化には、背
中上部と⾸（「野⽜肩」）、胸部、および体幹周辺の脂肪量の増加が含まれる場合がありま
す。脚、腕、顔からの脂肪の減少も起こる可能性があります。これらの脂肪の変化の原因と
⻑期的な健康への影響は不明です。

⼀般的な副作⽤：多くの患者は、エファビレンツによる治療中にめまい、睡眠障害、眠気、
集中⼒低下、および/または異常な夢を⾒ます。空腹時に就寝時にエファビレンツを服⽤す
ると、これらの副作⽤が軽減される可能性があります。また、数週間薬を服⽤すると消える
傾向があります。めまいなどのこれらの⼀般的な副作⽤がある場合、それはまた、重度のう
つ病、奇妙な考え、または怒りの⾏動などの深刻な精神医学的問題を抱えていることを意味
するものではありません。これらの副作⽤のいずれかが続く場合、またはそれらがあなたを
悩ませている場合は、すぐに医師に知らせてください。これらの症状はより深刻である可能
性があります
エファビレンツがアルコールまたは気分を変える（ストリート）薬と⼀緒に使⽤される場合。

⽬がくらむ、集中⼒が低下する、または眠気を催す場合は、運転や機械の操作など、危険な
可能性のある活動を避けてください。
⽪膚の発疹は⼀般的です。発疹は通常、治療法を変えることなく消えます。少数の患者では、発

疹が深刻な場合があります。発疹が出た場合は、すぐに医師に連絡してください。発疹は、⼀部

の⼦供にとって深刻な問題になる可能性があります。お⼦さんがエファビレンツ治療を受けてい

るときに発疹やその他の副作⽤に気付いた場合は、すぐにお⼦さんの医師に相談してください。

その他の⼀般的な副作⽤には、倦怠感、胃のむかつき、嘔吐、下痢などがあります。エファ
ビレンツの服⽤中に副作⽤に気づいた場合は、医師または医療提供者に伝えてください。

副作⽤またはその他の理由でエファビレンツを中⽌する前に医師に連絡してください。

エファビレンツの使⽤で起こりうる副作⽤はこれらだけではありません。エファビレンツの副作⽤と

あなたが服⽤するすべての薬のより完全なリストについては、医師または薬剤師に尋ねてください。
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エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠とは何ですか？

ラミブジン/ジドブジン錠は、ラミブジンとジドブジンの2つの薬を組み合わせたものです。
ラミブジンとジドブジンはどちらも、「ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）」と呼ばれ
る抗HIV薬の⼀種です。エファビレンツ錠は、「⾮ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤
（NNRTI）」と呼ばれる抗HIV薬の⼀種です。これらは、エイズ（後天性免疫不全症候群）
を引き起こすウイルスであるヒト免疫不全ウイルス1型（HIV-1）の治療に使⽤される処⽅薬
です。NNRTIは、ヒト免疫不全ウイルス2型（HIV-2）感染症の治療には使⽤されません。

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠はどのように機能します

か？

⼀緒に使⽤すると、エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠
の組み合わせは、⾎中のHIVの量（「ウイルス量」と呼ばれる）を下げ、CD4（T）細胞数を
増やすのに役⽴ちます。HIV感染は、免疫系にとって重要なCD4（T）細胞を破壊します。免
疫システムは感染と戦うのに役⽴ちます。HIVの量を減らし、CD4（T）細胞数を増やすと、
免疫システムが改善され、免疫システムが弱いときに起こりうる死や感染のリスクが減る可
能性があります。

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠はHIVまたはAIDSを治療

しますか？

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠は、HIV感染やエイズ
を治療しません。エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠
が、他の感染症など、HIVやエイズで起こる医学的問題を⻑⽣きさせるのに役⽴つのか、そ
れとも少なくするのに役⽴つのかはわかりません。引き続き定期的に医師の診察を受け、発
⽣した医学的問題を報告してください。

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠は、HIVを他⼈に感染
させるリスクを減らしますか？

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠は、性的接触、針の
共有、
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またはあなたの⾎にさらされています。あなたの健康と他の⼈の健康のために、精液、膣分泌物、ま

たは⾎液との性的接触の可能性を下げるために、ラテックスまたはポリウレタンコンドームまたは他

のバリア⽅法を使⽤して常に安全なセックスを実践することが重要です。汚れた針を再利⽤したり共

有したりしないでください。

他の⼈にHIVに感染するのを防ぐ⽅法について質問がある場合は、医師に相談してくださ
い。

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠を服⽤してはいけないのは誰で

すか？

医師と⼀緒に、エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠を服⽤すること

があなたに適しているかどうかを判断する必要があります。

次の場合は、エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠を服⽤しないでください。

：

•• 有効成分のラミブジン、ジオドブジン、エファビレンツ、および不活性成分を含
むすべての成分にアレルギーがあります（を参照） 不活性成分このリーフレット
の最後にあります）。これらの成分のいずれかにアレルギー反応を起こしたと思
われる場合は、医師または薬剤師に伝えてください。

•• 特定の薬を服⽤します（を参照）他の薬を飲んでもいいですか？薬のリストにつ
いて。）深刻な副作⽤を経験する可能性があるため。

•• 12年未満、または体重が88ポンド（40kg）未満である。

また、深刻な精神医学的問題、乳酸アシドーシスまたは肝臓の問題、または医師の助⾔なし
にこれらの薬を服⽤したときに起こった⽪膚反応などのこれらの薬の副作⽤から回復した後
は、これらの薬を再開しないでください。
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これらの薬を服⽤する前に、医師に何を伝えればよいですか？

エファビレンツと同梱されているラミブジン/ジドブジン錠を服⽤する前に、次の場合は医師に相談してく

ださい。

o
o
o
o
o

腎臓病を患っている、または透析を受けている;
肝疾患または肝炎（肝臓の炎症）を患っている; 精神疾患を患ったこ
とがあるか、薬物やアルコールを使⽤している。発疹などの⽪膚の
状態がある;
発作を起こしたことがある、または発作の薬を服⽤している（たとえば、フェニトイン、

カルバマゼピン、またはフェノバルビタール）。あなたの医者は時々あなたの⾎中の薬の

レベルをチェックしたいかもしれません。

妊娠中、妊娠を計画している、または授乳中です。o

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠はどのように服⽤すればよいですか？それら

をどのように保存すればよいですか？

•• 空腹時に、できれば就寝時に、エファビレンツ錠と⼀緒に包装されたラミブジン/
ジドブジン錠を服⽤する必要があります。

•• エファビレンツ錠を⾷物と⼀緒に服⽤すると、体内の薬の量が増え、副作⽤の頻
度が増える可能性があります。

•• 就寝時にエファビレンツ錠を服⽤すると、いくつかの副作⽤がそれほど煩わしくなり

ません。

⼤⼈と⻘年
体重が40kg（88ポンド）以上の12歳以上の成⼈および⻘年に推奨される経⼝投与量は次の
とおりです。

•• ラミブジン/ジドブジン（150 mg / 300 mg）錠1錠を1⽇2回服⽤します。
ラミブジン/ジドブジン錠は、空腹時に12時間ごとに服⽤する必要があり

ます。

•• エファビレンツ（600 mg）1錠を1⽇1回、空腹時に就寝時に服⽤します。
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⼩児科
エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠は、12歳未満の⼩児患者また
は体重40 kg（88ポンド）未満の患者には推奨されません。

エファビレンツ錠と⼀緒に包装されたラミブジン/ジドブジン錠は、室温、20°から25°C
（68°から77°F）で保管してください。不要になった、または古くなった薬は捨ててくださ
い。すべての薬を⼦供やペットから遠ざけてください。これらの薬を常備薬棚や台所の流し
台の近くなどの湿気の多い場所に保管しないでください。

服⽤し忘れた場合はどうなりますか？

エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠の⽤量をお⾒逃しなく。これら

の薬を服⽤するのを忘れた場合は、できるだけ早く服⽤してください。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。次の投与量

を2倍にしないでください。

誰かがエファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠を過剰摂取し
た場合はどうすればよいですか？

あなたまたは他の誰かがエファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジ
ン錠を過剰摂取した疑いがある場合は、すぐに医師の診察を受けてください。医師または毒
物管理センターに連絡してください。

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠と⼀緒に他の薬を服⽤できま
すか？

他の薬がこれらの薬と相互作⽤して、有効性や副作⽤が低下する可能性があります。治療中
に、ビタミン、ミネラル、セントジョンズワート（セイヨウオトギリソウ）などのハーブ製
品を含む他の処⽅薬や市販薬を服⽤する前に、医師や薬剤師に相談してください。特定の薬
と⼀緒にエファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠を服⽤する
と、深刻な副作⽤が発⽣することがあります。
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Epivirを服⽤しないでください®（ラミブジン、3TC）、Retrovir®（ジドブジン、AZT、ZDV、アジドチ

ミジン）、コンビビル®（ラミブジンおよびジドブジン）、Epzicom®（硫酸アバカビルとラミブジ

ン）、トリジビル®（硫酸アバカビル、ラミブジン、およびジドブジン）またはSustiva®

（efavirenz）エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠を服⽤中。これ

らの薬のいくつかは、エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠

にすでに含まれています。

ラミブジン/ジドブジン錠の組み合わせを服⽤している場合は、次の薬を避ける必要があり
ます。

トリメトプリム（TMP）160 mg /スルファメトキサゾール（SMX）800 mgは、⾎中のラミブジンのレベ

ルを上昇させる可能性があります

ザルシタビン-ラミブジンの作⽤を妨げる可能性があります。

ガンシクロビル、インターフェロンアルファ、およびその他の⾻髄抑制剤または抗
がん剤の同時投与は、ジドブジンの⾎液毒性を⾼める可能性があります。

スタブジンはジドブジンの作⽤を妨げる可能性があるため、スタブジンと⼀緒にラミブ

ジン/ジドブジン錠を使⽤することは避けてください。同様に、ドキソルビシンまたはリ

バビリンは、これらの薬剤もジドブジンの作⽤を妨げる可能性があるため、避ける必要

があります。

インターフェロンベースおよびリバビリンベースのレジメンで使⽤します。抗HIV薬を服⽤
しており、リバビリンの有無にかかわらずインターフェロンでC型肝炎の治療を受けてい
る、HIV-1感染とC型肝炎感染の両⽅に感染した患者で肝疾患の悪化（時には死に⾄る）が発
⽣しています。ラミブジン/ジドブジン錠とインターフェロンをリバビリンの有無にかかわ
らず服⽤していて、副作⽤が発⽣した場合は、必ず医師に相談してください

エファビレンツ錠：

次の薬は、エファビレンツと⼀緒に服⽤すると、深刻で⽣命を脅かす副作⽤を引き起こす可能性があります。あ

なたがすべきいいえエファビレンツを服⽤している間、これらの薬のいずれかを服⽤してください：

•• ヒスマナル®（（アステミゾール）

•• バスコール®（（ベプリジル）

•• 推進⼒®（（シサプリド）

•• Versed®（（ミダゾラム）

•• Orap®（（ピモジド）

•• ハルシオン®（（トリアゾラム）

•• ⻨⾓薬（例えば、ウィグレイン®とカフェルゴット®）。
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次の薬はいいえエファビレンツは効果を失ったり、エファビレンツによる副作⽤の可能性を⾼める可

能性があるため、エファビレンツと⼀緒に服⽤してください。

•Vfend®（ボリコナゾール）。ボリコナゾールのいくつかの⽤量は、より低い⽤量のエファビレンツと

同時に服⽤することができますが、最初に医師に確認する必要があります。

•セントジョンズワート（セイヨウオトギリソウ）

次の薬は、エファビレンツと⼀緒に服⽤するときに別の薬と交換する必要があるかもしれま
せん：

•• サキナビル®、インビラーゼ®（（サキナビル）

•• バイアキシン®（（クラリスロマイシン）

•• カルバトロール®、テグレトール®（カルバマゼピン）

•• スポラノッ  クス®（（イトラコナゾール）

次の薬は、エファビレンツまたは他の薬のいずれかの⽤量の変更を必要とする場合がありま
す。

•• Cardizemなどのカルシウムチャネル遮断薬®またはティアザック®（（ジルチアゼム）、Covera HS®または

IsoptinSR®（（ベラパミル）、その他。

•• コレステロール低下薬リピトール®（アトルバスタチン）、プラバコール®

（プラバスタチン）、およびZocor®（シンバスタチン）。

•• クリキシバン®（インジナビル）

•• カレトラ®（（ロピナビル/リトナビル）

•• メタドン
•• マイコブチン®（リファブチン）

•• REYATAZ®（硫酸アタザナビル）。エファビレンツとレヤタズを服⽤している場合は、ノルビルも服⽤
している必要があります®（リトナビル）。

•• リファディン®（リファンピン）またはリファンピン含有薬リファメート®とリファタール®。

•• ゾロフト®（（セルトラリン）

これらは、エファビレンツを服⽤した場合に問題を引き起こす可能性のあるすべての薬ではありません。

あなたが服⽤している他の薬、ビタミン、サプリメント、またはハーブ製剤については、必ず医師または

薬剤師に伝えてください。
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妊娠と授乳（⺟乳育児）はどうですか？

エファビレンツ錠と同梱されているラミブジン/ジドブジン錠を服⽤している⼥性は妊娠
してはいけません。妊娠中にエファビレンツで治療された動物や⼥性の⼦孫に深刻な先
天性⽋損症が⾒られました。エファビレンツがこれらの⽋陥を引き起こしたかどうかは
不明です。妊娠している場合は、すぐに医師に相談してください。また、妊娠したい場
合は医師に相談してください。
エファビレンツ錠はこれらの避妊薬を無効にする可能性があるため、⼥性はピル、注
射、パッチ、インプラントなどのホルモンベースの避妊だけに頼るべきではありませ
ん。⼥性は、他の避妊⽅法も使⽤している場合でも、コンドームや横隔膜などの信頼で
きる形のバリア収縮を使⽤する必要があります。
疾病管理予防センター（CDC）は、HIVに感染している⺟親にいいえ⺟乳で育てるのは、HIV

を⺟乳を通して⾚ちゃんに渡すことができるからです。したがって、エファビレンツ錠と同

梱されているラミブジン/ジドブジン錠を服⽤している間は、⾚ちゃんを看護しないでくださ

い。また、エファビレンツは⺟乳を通過し、⾚ちゃんに深刻な害を及ぼす可能性がありま

す。⺟乳育児をしている場合は、医師に相談してください。⺟乳育児をやめるか、別の薬を

使⽤する必要があるかもしれません。

⼀般情報

処⽅されていない状態でこれらの薬を使⽤しないでください。あなたと同じ状態であって
も、他の⼈にこれらの薬を与えないでください。それは彼らに害を及ぼす可能性がありま
す。
この患者パッケージ情報は、エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジド
ブジン錠に関する最も重要な情報をまとめたものです。質問や懸念がある場合、またはエ
ファビレンツと⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠についての詳細が必要な
場合は、医師または薬剤師がこのリーフレットの基礎となった完全な処⽅情報を持っていま
す。あなたはそれを読んで、あなたの医者または他の医療専⾨家とそれについて話し合うこ
とを望むかもしれません。書⾯による要約は、医師との慎重な話し合いに取って代わるもの
ではないことを忘れないでください。
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エファビレンツ錠と⼀緒にパッケージされたラミブジン/ジドブジン錠の成分は何ですか？

有効成分：ラミブジン、ジドブジン、エファビレンツ。

不活性成分：
ラミブジン/ジドブジン錠：ラミブジン/ジドブジン錠剤の不活性成分には、微結晶性セルロース、デ

ンプングリコール酸ナトリウム、ポビドン、コロイド状⼆酸化ケイ素、タルク、ステアリン酸マグネ

シウム、カラーオパドリーホワイト（Y-1-7000）、精製⽔、イソプロピルアルコールが含まれます。

オパドリーホワイトには、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910/ヒプロメロース5cP、⼆酸化チ

タン、ポリエチレングリコール400（マクロゴール）が含まれています。

エファビレンツ錠：エファビレンツ錠の不活性成分には、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキ

シプロピルセルロース、ラクトース⼀⽔和物、ステアリン酸マグネシウム、微結晶性セルロース、お

よびラウリル硫酸ナトリウムが含まれます。フィルムコーティングにはOpadryが含まれています®茶

⾊。Opadry®ブラウンには、HPMC 2910 /ヒプロメロース、⼆酸化チタン、マクロゴール/ PEG 400、

酸化鉄イエロー、酸化鉄レッド、酸化鉄ブラックが含まれています。

詳細については、StridesArcolabLtdにお問

い合わせください。

ビレカハリ、Opp。IIMB

バナーガッタロード、

バンガロール-560076、インド

Biaxinは、AbbottLaboratoriesの商標です。DiflucanはPfizer、Inc.の商標です。Mycobutin
はPharmacia＆UpjohnCompanyの商標です。REYATAZ®Bristol-MyersSquibbCompanyの
登録商標です。
記載されているその他のブランドは、それぞれの所有者の商標です。
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