
Descovy 200 mg /25mgフィルムコーティング錠
エムトリシタビン/テノホビルアラフェナミド

あなたにとって重要な情報が含まれているので、この薬を服⽤し始める前に、このリーフレットのす
べてを注意深く読んでください。
-このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

-さらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。
-この薬はあなただけに処⽅されています。他⼈に渡さないでください。彼らの病気の兆候があなたのものと同じで

あっても、それは彼らに害を及ぼす可能性があります。
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作⽤
が含まれます。セクション4を参照してください。

-

このリーフレットの内容

1. Descovyとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.Descovyを服⽤する前に知っておくべきこと
3.Descovyの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.Descovyの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. Descovyとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

Descovyには2つの活性物質が含まれています：

•• エムトリシタビン、ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）として知られているタイプの抗レト
ロウイルス薬
テノホビルアラフェナミド、ヌクレオチド逆転写酵素阻害剤（NtRTI）として知られているタ
イプの抗レトロウイルス薬

••

Descovyは、ウイルスの増殖に不可⽋な逆転写酵素の作⽤をブロックします。したがっ
て、Descovyは体内のHIVの量を減らします。

他の薬と組み合わせたDescovyはヒト免疫不全ウイルス1（HIV-1）感染症の治療体重が
35kg以上の12歳以上の成⼈および⻘年。

2.Descovyを服⽤する前に知っておくべきこと

Descovyを服⽤しないでください

•• エムトリシタビンにアレルギーがある場合は、テノホビルアラフェナミドまたはこの薬の他の成分のいずれか（この
リーフレットのセクション6に記載されています）。

警告と注意事項

Descovyを服⽤している間、あなたはあなたの医者の世話をし続けなければなりません。

あなたはまだHIVを渡すことができますこの薬を服⽤すると、効果的な抗レトロウイルス療法によってリスク
が低下しますが。他の⼈に感染しないようにするために必要な予防措置について医師と話し合ってください。
この薬はHIV感染症の治療法ではありません。Descovyを服⽤している間も、HIV感染に関連する感染症やその
他の病気を発症する可能性があります。

TITLE - EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE / DESCOVY 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-emtricitabine-tenofovir-alafenamide-descovy-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2108.pdf


Descovyを服⽤する前に医師に相談してください。

•• 肝臓に問題がある場合、または肝炎などの肝臓病を患っている場合。抗レトロウイルス薬
で治療されている慢性B型またはC型肝炎を含む肝疾患の患者は、重度で致命的となる可能
性のある肝合併症のリスクが⾼くなります。B型肝炎に感染している場合は、医師があな
たに最適な治療法を慎重に検討します。

B型肝炎の肝臓感染症がある場合は、Descovyの服⽤をやめると、問題が悪化する可能性があります。医師に相談せず
にDescovyの服⽤を中⽌しないでください。セクション3を参照してください。Descovyの服⽤をやめないでください
。

•• Descovyは体内のHIVの量を効果的に減らすことができない可能性があるため、ウイルスに特定
の耐性変異がある場合、医師はDescovyを処⽅しないことを選択する場合があります。

腎臓病にかかったことがある場合、または検査で腎臓に問題があることがわかった場合。医師は、Descovy
による治療の開始時および治療中に、腎臓がどのように機能するかを監視するために⾎液検査を命じること
があります。

••

あなたがDescovyを取っている間

Descovyの服⽤を開始したら、次の点に注意してください。

••
••

炎症または感染症の兆候関節痛、こ
わばりまた⾻の問題

→ これらの症状のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師に相談してください。詳細については、セクション4を参照して
ください。考えられる副作⽤。

Descovyでは腎臓の問題は観察されていませんが、Descovyを⻑期間服⽤すると腎臓の問題が
発⽣する可能性があります（を参照）。警告と注意事項）。

⼦供と⻘年

この薬を⼦供に与えないでください11歳以下、または体重35kg未満。11歳以下の⼦供における
Descovyの使⽤はまだ研究されていません。

他の薬とDescovy

他の薬を服⽤している、最近服⽤した、または服⽤する可能性があるかどうかを医師または薬剤師に伝えてくだ
さい。Descovyは他の薬と相互作⽤する可能性があります。その結果、⾎液中のデスコビーや他の薬の量が変わ
る可能性があります。これにより、薬が適切に機能しなくなったり、副作⽤が悪化したりする可能性がありま
す。場合によっては、医師が⽤量を調整したり、⾎中濃度をチェックしたりする必要があります。

B型肝炎感染症の治療に使⽤される薬： 次のものを含む
薬と⼀緒にDescovyを服⽤しないでください。
•• テノホビルアラフェナミド
•• テノホビルジソプロキシル
•• ラミブジン
•• アデホビルジピボキシル

→ あなたの医者に⾔いなさいこれらの薬のいずれかを服⽤している場合。
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他の種類の薬：
服⽤している場合は医師に相談してください。
•• 抗⽣物質、結核を含む細菌感染症の治療に使⽤され、以下を含みます：

-リファブチン、リファンピシン、およびリファペン
チン HIVの治療に使⽤される抗ウイルス薬：
-エムトリシタビンとチプラナビル 抗けいれん薬、次のよう
なてんかんの治療に使⽤されます。
-カルバマゼピン、オクスカルバゼピン、フェノバルビタール、フェニト
イン 薬草以下を含むうつ病や不安神経症の治療に使⽤されます。
-セントジョンズワート（オトギリソウ）。

••

••

••

→ これらの薬や他の薬を服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。医師に連絡せずに治療
を中⽌しないでください。

妊娠と授乳

•• 妊娠中または授乳中の⽅は、妊娠中または出産予定の⽅は、この薬を服⽤する前に医師ま
たは薬剤師に相談してください。
妊娠した場合はすぐに医師に相談し、あなたとあなたの⼦供に対する抗レトロウイルス療法
の潜在的な利点とリスクについて尋ねてください。

••

妊娠中にDescovyを服⽤した場合、医師は定期的な⾎液検査やその他の診断検査を依頼し
て、⼦供の発育を監視することがあります。妊娠中に⺟親がNRTIを服⽤した⼦供では、HIV
に対する保護の恩恵が副作⽤のリスクを上回りました。

Descovyによる治療中は授乳しないでください。これは、この薬の有効成分の1つが⺟乳に移⾏
するためです。⺟乳を介してウイルスが⾚ちゃんに伝染するのを防ぐために、⺟乳で育てない
ことをお勧めします。

機械の運転と使⽤
デスコビーはめまいを引き起こす可能性があります。Descovyを服⽤しているときにめまいを感じる場合は、運転したり、⼯具や機械を使⽤したりしない

でください。

Descovyにはナトリウムが含まれています

この薬には、1錠あたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）が含まれています。つまり、本質的に「ナトリウムを含まない」と
いうことです。

3.Descovyの服⽤⽅法

常に医師の指⽰どおりに服⽤してください。よくわからない場合は、医師または薬剤師に確認
してください。

推奨⽤量は次のとおりです。

⼤⼈：⾷事の有無にかかわらず、毎⽇1錠
体重が35kg以上の12歳以上の⻘年：⾷事の有無にかかわらず、毎⽇1錠

苦味があるため、錠剤を噛んだりつぶしたりしないことをお勧めします。

タブレット全体を飲み込むのが難しい場合は、半分に分割することができます。錠剤の両⽅の半分を次々に
服⽤して、完全な⽤量を取得します。分割錠は保管しないでください。
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常に医師が推奨する⽤量を服⽤してください。これはあなたの薬が完全に効果的であることを確認
し、治療への抵抗を開発するリスクを減らすためです。あなたの医者があなたに指⽰しない限り、⽤
量を変えないでください。

透析中の場合は、透析の完了後、Descovyの1⽇量を服⽤してください。

あなたがあなたがすべきより多くのDescovyを取るならば

Descovyの推奨⽤量を超えて服⽤すると、この薬の副作⽤のリスクが⾼くなる可能性があります
（セクション4を参照）。考えられる副作⽤）。

すぐに医師または最寄りの救急科に連絡してアドバイスを求めてください。あなたが取ったものを⾒せることができるよう
にあなたと⼀緒にタブレットボトルを保管してください。

Descovyを取るのを忘れた場合

Descovyの投与を逃さないことが重要です。

飲み忘れた場合：
•• 18時間以内に気づいたらあなたが通常Descovyを服⽤する時間の中で、あなたはできるだけ早くタブレットを服⽤しなければ

なりません。その後、通常通り次の服⽤をしてください。
18時間以上気づいたら通常Descovyを服⽤した後は、飲み忘れた分を服⽤しないでくださ
い。待って、いつもの時間に次の服⽤をしてください。

••

Descovyを服⽤してから1時間以内に嘔吐した場合は、別のタブレットを取ります。

Descovyの服⽤をやめないでください

医師に相談せずにDescovyの服⽤をやめないでください。Descovyを停⽌すると、将来の治療がうまく機能するかどうかに深
刻な影響を与える可能性があります。何らかの理由でDescovyが中⽌された場合は、Descovyタブレットの服⽤を再開する前
に、医師に相談してください。

Descovyの供給が少なくなり始めたら、あなたの医者または薬剤師からより多くを得なさい。
数⽇でも薬を⽌めればウイルスの量が増え始めるので、これは⾮常に重要です。その後、病気
の治療が難しくなる可能性があります。

HIV感染とB型肝炎の両⽅がある場合は、最初に医師に相談せずにDescovyの服⽤をやめないことが
⾮常に重要です。治療をやめた後、数ヶ⽉間⾎液検査が必要になる場合があります。進⾏した肝疾
患または肝硬変の⼀部の患者では、治療を中⽌すると肝炎が悪化する可能性があり、これは⽣命を
脅かす可能性があります。

→ すぐに医師に伝えてください治療を中⽌した後の新しい症状や異常な症状、特にB
型肝炎感染に関連する症状について。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

4.起こりうる副作⽤

すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

考えられる深刻な副作⽤：すぐに医師に相談してください

•• 炎症または感染の兆候。進⾏したHIV感染症（AIDS）を患い、過去に⽇和⾒感染症（免
疫⼒の弱い⼈に発⽣する感染症）を経験した患者の中には、抗レトロウイルス治療を開
始した直後に、以前の感染症による炎症の兆候や症状が現れることがあります。これら
の症状は
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体の免疫応答が改善されるため、明らかな症状がなくても存在していた可能性のある
感染症と体が戦うことができます。
⾃⼰免疫疾患（（免疫系は健康な体組織を攻撃します）、HIV感染症の薬を服⽤し始めた
後にも発⽣する可能性があります。⾃⼰免疫疾患は、治療開始から何ヶ⽉も後に発⽣する
可能性があります。感染の症状または次のような他の症状に注意してください。
- 筋⼒低下
-⼿⾜から始まり、体幹に向かって上昇する弱さ
-動悸、振戦または活動亢進

→ 上記の副作⽤に気づいたら、すぐに医師に相談してください。

••

⾮常に⼀般的な副作⽤
（（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）。

•• 気分が悪い （吐き気）。

⼀般的な副作⽤
（（10⼈に1⼈に影響を与える可能性があります）。

•• 異常な夢
•• 頭痛
•• めまい
•• 下痢
•• 嘔吐
•• 胃痛
•• ⾵ （⿎腸）。
•• 発疹
•• 倦怠感（倦怠感）。

まれな副作⽤
（（100⼈に1⼈に影響を与える可能性があります）。

•• ⾚⾎球数が少ない（貧⾎）。
•• ⾷後の不快感をもたらす消化の問題（消化不良）。
•• 顔、唇、⾆、喉の腫れ（⾎管浮腫）。
•• かゆみ （かゆみ）。
•• じんましん（（じんましん）

•• 関節痛（（関節痛）

→ 副作⽤のいずれかが深刻になった場合は、医師に相談してください。

HIV治療中に⾒られる可能性のあるその他の影響

以下の副作⽤の頻度は不明です（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することはできませ
ん）。

•• ⾻の問題。Descovyなどの抗レトロウイルス薬の併⽤を服⽤している⼀部の患者は、⾻
壊死（（⾻への⾎液供給の喪失によって引き起こされる⾻組織の死）。このタイプの薬
を⻑期間服⽤し、コルチコステロイドを服⽤し、アルコールを飲み、免疫系が⾮常に弱
く、太りすぎであることが、この病気を発症する多くの危険因⼦の⼀部である可能性が
あります。⾻壊死の兆候は次のとおりです。
-関節のこわばり
-関節の痛みと痛み（特に腰、膝、肩）
-動きの難しさ

→ これらの症状のいずれかに気付いた場合は、医師に相談してください。

HIV治療中は、体重が増加し、⾎中脂質とブドウ糖のレベルが上昇する可能性があります。これは、健康と
ライフスタイルの回復に部分的に関連しており、⾎中脂質の場合は、HIV薬⾃体に関連している場合があり
ます。あなたの医者はこれらの変化をテストします。
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副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性の
ある副作⽤が含まれます。副作⽤を直接報告することもできますイエローカードスキーム、ウェブサイト：
www.mhra.gov.uk/yellowcardまたは、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索してくださ
い。

副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちます。

5.Descovyの保管⽅法

この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。

「EXP」以降のカートンとボトルに記載されている有効期限後は、この薬を使⽤しないでください。有
効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。

湿気から保護するために、元のパッケージで保管してください。ボトルをしっかりと閉じてください。

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤師に尋ね
てください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

6.パックの内容およびその他の情報

Descovyに含まれるもの

活性物質はエムトリシタビンとテノホビルアラフェナミド。各Descovyフィルムコーティング錠には、25mgのテノホ
ビルアラフェナミドに相当する200mgのエムトリシタビンとテノホビルアラフェナミドフマル酸塩が含まれています。

他の成分は

タブレットコア：

微結晶性セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム。

フィルムコーティング：

ポリビニルアルコール、⼆酸化チタン、マクロゴール3350、タルク、インジゴカルミンアルミニウム湖（E132）。

Descovyの外観とパックの内容

デスコビーフィルムコーティング錠は、⻘⾊の⻑⽅形の錠剤で、⽚⾯に「GSI」、もう⽚⾯に
「225」の数字が刻印されています。

Descovyは30錠のボトルに⼊っています（タブレットを保護するためにボトルに⼊れておく必要のあるシリカゲル
乾燥剤が含まれています）。シリカゲル乾燥剤は別の⼩袋またはキャニスターに含まれているため、飲み込まない
でください。

次のパックサイズが利⽤可能です：30本のフィルムコーティング錠の1本を含む外箱と60本（30本の2本）およ
び90本（30本の3本）のフィルムコーティング錠を含む外箱。すべてのパックサイズが販売されているわけでは
ありません。

販売承認取得者： ギリアド‧サイ
エンシズ株式会社
280ハイホルボーン
ロンドン
WC1V 7EE
イギリス
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メーカー：
ギリアドサイエンシズアイルランドUCIDA
ビジネス＆テクノロジーパークキャリトヒ
ル
コーク州
アイルランド

この薬に関する情報については、販売承認取得者の地域の代表者に連絡してください。

ギリアド‧サイエンシズ株式会社

Tel：+ 44（0）8000113700

このリーフレットは、2021年3⽉に最後に改訂されました。
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