
処⽅情報ラミブジン、スタブジン、ネビ
ラピン錠

（ラミブジン150mg、スタブジン30mgおよびネビラピン200mg）
（ラミブジン150mg、スタブジン40mgおよびネビラピン200mg）

Rxのみ

警告

重度の⽣命を脅かす、そして場合によっては致命的な肝毒性、特に最初の18週間は、ネビラピン
で治療された患者で報告されています。場合によっては、⾮特異的な前駆症状または肝炎の症状
を呈し、肝不全に進⾏した患者。これらのイベントは、発疹に関連していることがよくありま
す。リスクが⾼い治療場所の患者の開始時の⼥性の性別およびより⾼いCD4+細胞数; CD4+細胞数
が250細胞/MMを超える⼥性3、HIV-1感染症の治療のために他の抗レトロウイルス薬と組み合わせ
てネビラピンを投与されている妊婦を含め、最⼤のリスクがあります。ただし、ネビラピンの使
⽤に関連する肝毒性は、両⽅の性別、すべてのCD4 +細胞数、および治療中いつでも発⽣する可能
性があります。肝炎の兆候または症状がある患者、または発疹または他の全⾝症状と組み合わさ
れたトランスアミナーゼの増加がある患者は、ネビラピンを中⽌し、直ちに医学的評価を求めな
ければなりません（警告を参照）。

ネビラピンで治療された患者では、致命的な症例を含む、⽣命を脅かす重度の⽪膚反応が発⽣し
ました。これらには、スティーブンス‧ジョンソン症候群、中毒性表⽪壊死症、および発疹、構
成的所⾒、および臓器機能障害を特徴とする過敏反応の症例が含まれています。重度の⽪膚反応
または過敏反応の兆候または症状を発症している患者は、ネビラピンをできるだけ早く中⽌し、
医学的注意を払う必要があります（警告および注意事項を参照）。

潜在的に⽣命を脅かす肝毒性または⽪膚反応を検出するために、ネビラピンによる治療の最初の
18週間の間、患者を集中的に監視することが不可⽋です。これらのイベントの最⼤のリスクの期
間である治療の最初の6週間の間、余分な警戒が保証されます。重度の肝反応、⽪膚反応、または
過敏反応の後にネビラピンを再開しないでください。いくつかのケースでは、治療の中⽌にもか
かわらず、肝障害が進⾏しました。さらに、ネビラピン200 MGの毎⽇の投与による14⽇間のリー
ドイン期間は、厳密に従わなければなりません（警告と注意を参照してください）。

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
似体を単独で、またはラミブジン、スタブジンおよび他の抗レトロウイルス薬を含む組み合わせ
で使⽤したことが報告されています（警告を参照）。

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN JAPANESE

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/022177PI.pdf


B型肝炎ウイルス（HBV）とHIV-1に同時感染し、ラミブジンを中⽌した患者で、B型肝炎の重度
の急性増悪が報告されています。肝機能は、ラミブジンを中⽌し、HIV-1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、スタブジン、およびネビラピンの錠剤には、ラミブジン、スタブジン、および
ネビラピンの固定⽤量の組み合わせが含まれています。スタブジンとラミブジンはどちら
も、抗レトロウイルス薬の合成ヌクレオシドアナログクラスに属しています。どちらの薬
も、DNA鎖の成⻑を停⽌させ、HIVの逆転写酵素を阻害することによって作⽤します。ネビ
ラピンは、HIV-1逆転写酵素に特異的な⾮ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤です。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠は経⼝投与⽤です。固定⽤量の錠剤には、有効成分
のラミブジン150 mg、スタブジン30 mg / 40 mg、およびネビラピン200mgが含まれていま
す。不活性成分は、微結晶性セルロース、コロイド状無⽔シリカ、クロスカルメロースナト
リウム、酸化鉄イエロー、ポビドン、コロイド状無⽔シリカ、ラクトース、タルク、および
ステアリン酸マグネシウムです。

ラミブジン-ラミブジンの化学名は（2R-cis）-4-アミノ-1- [2-（ヒドロキシメチ
ル）-1,3-オキサンチオラン-5-イル]-、ピリミジノンです。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8H11N
3O3Sおよび229.3の分⼦量。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。次の構造式があります。

スタブジン-スタブジンの化学名は、2'、3'-ジデヒドロ-3'-デオキシチミジンです。
スタブジンの分⼦式はCです10H12N2O4分⼦量は224.2です。スタブジンは⽩⾊からオ
フホワイトの結晶性固体であり、23°Cでの溶解度は⽔中で約83 mg / mL、プロピレ
ングリコールで30 mg/mLです。23°Cでのスタブジンのオクタノール/⽔分配係数は
0.144です。次の構造式があります。
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ネビラピン-ネビラピンの化学名は11-シクロプロピル-5,11-ジヒドロ-4-メチル-6H-ジ
ピリド[3,2-b：2'、3-e][1,4]ジアゼピン-6-オンです。式はCです15H14N4Oおよび分⼦
量は266.30です。ネビラピンは⽩⾊からオフホワイトの結晶性固体で、25℃で約
0.05 mg/mLの⽔への溶解度があります。oC.ネビラピンの構造式は次のとおりで
す。

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、哺乳類のDNAポリメラーゼα、β、γの弱い阻害剤です。

スタブジン-チミジンのヌクレオシド類似体であるスタブジンは、細胞キナーゼによってリン
酸化されて、活性代謝物であるスタブジン三リン酸になります。スタブジン三リン酸は、天
然の基質であるチミジン三リン酸（K）と競合することにより、HIV-1逆転写酵素（RT）の
活性を阻害します。私= 0.0083〜0.032μM）そしてウイルスDNAへの取り込みに続いてDNA
鎖の終結を引き起こすことによって。スタブジン三リン酸は、細胞のDNAポリメラーゼβお
よびγを阻害し、ミトコンドリアDNAの合成を著しく減少させます。

ネビラピン-ネビラピンは、HIV-1の⾮ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NNRTI）で
す。ネビラピンは逆転写酵素（RT）に直接結合し、RNA依存性およびDNA依存性の
DNAポリメラーゼ活性をブロックします。
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酵素の触媒部位。ネビラピンの活性は、テンプレートまたはヌクレオシド三リン酸と競合し
ません。HIV-2 RTおよび真核⽣物のDNAポリメラーゼ（ヒトDNAポリメラーゼα、β、γ、ま
たはδなど）はネビラピンによって阻害されません。

抗ウイルス活性：
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。EC50

さまざまなHIV-1クレード（AG）に対するラミブジンの値は0.001〜0.120μMの範囲であり、
HIV-2分離株に対する値は0.003〜0.120μMの範囲でした。リバビリン（50μM）は、ラミブ
ジンの抗HIV-1活性を3.5倍減少させました。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。
HBVに対するラミブジンの阻害活性に関する情報については、EPIVIR-HBVの添付⽂書を参照
してください。

スタブジン-スタブジンの抗ウイルス活性は、末梢⾎単核細胞、単球細胞、およびリ
ンパ芽球様細胞株で測定されました。HIV-1の複製を50％阻害するために必要な薬物
の濃度（EC50）HIV-1の実験室および臨床分離株に対して0.009から4μMの範囲でし
た。細胞培養において、スタブジンは、ジドブジンと組み合わせて、拮抗的な抗
HIV-1活性への添加剤を⽰した。アバカビル、ジダノシン、テノフォビル、またはザ
ルシタビンのいずれかと組み合わせたスタブジンは、相乗作⽤への相加を⽰しまし
た。テストした9〜45μMの濃度のリバビリンは、スタブジンの抗HIV-1活性を2.5〜5
倍低下させました。

ネビラピン-ネビラピンの抗ウイルス活性は、末梢⾎単核細胞、単球由来マクロ
ファージ、およびリンパ芽球様細胞株で測定されました。EC50

値（50％有効濃度）は、HIV-1の実験室および臨床分離株に対して10〜100nMの範囲で
した。細胞培養において、ネビラピンは、ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）、ジ
ダノシン（ddI）、ラミブジン（3TC）、スタブジン（d4T）、ジドブジン（ZDV）、お
よびプロテアーゼとの薬物併⽤療法において、HIV-1に対する相乗活性に相加的であるこ
とが⽰されました。阻害剤インジナビルとサキナビル。

抵抗：
ラミブジン-HIV-1のラミブジン耐性変異体は細胞培養で選択されています。遺伝⼦
型分析は、耐性が、メチオニン残基をイソロイシンまたはバリンのいずれかに変化
させる、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るこ
とを⽰した。

ラミブジンとジドブジンの両⽅に耐性のあるHIV-1株が患者から分離されました。ラ
ミブジンおよびジドブジンに対する臨床分離株の感受性は、管理された臨床試験で
監視されました。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。
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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。

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、治療反応の低下の証拠と関連していた。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含有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（注意事項およびEPIVIR-HBVパッケージ挿⼊物を参
照）。

スタブジン-スタブジンに対する感受性が低下したHIV-1分離株は、細胞培養（株特
異的）で選択されており、スタブジンで治療された患者からも得られました。⻑期
（6〜29ヶ⽉）のスタブジン単剤療法を受けている61⼈の患者からのHIV-1分離株の
表現型分析は、4⼈の患者からの治療後分離株がECを⽰したことを⽰した50ベースラ
イン分離株の平均治療前感受性よりも4倍以上（7〜16倍の範囲）⾼い値。これらの
うち、1⼈の患者からのHIV-1分離株は、ジドブジン耐性関連変異T215YおよびK219E
を含み、別の患者からの分離株は、複数ヌクレオシド耐性関連変異Q151Mを含んで
いました。他の2⼈の患者からのHIV-1分離株のRT遺伝⼦の変異は検出されませんで
した。

ネビラピン-ネビラピンに対する感受性が低下した（100〜250倍）HIV-1分離株が細胞培
養で選択されています。遺伝⼦型分析は、使⽤されたウイルス株および細胞株に応じ
て、HIV-1RT遺伝⼦Y181Cおよび/またはV106Aの変異を⽰した。選択に他のいくつかの
NNRTIと組み合わせたネビラピンが含まれている場合、細胞培養におけるネビラピン耐
性の出現までの時間は変化しませんでした。
ネビラピンを1⽇1回（n = 25）または1⽇2回（n = 46）ラミブジンおよびスタブジン
（研究2NN）と組み合わせて48週間投与した抗レトロウイルス治療を受けていない
ウイルス学的失敗患者（n = 71）からの分離株の遺伝⼦型分析では、 / 25および
23/46の患者は、それぞれ、以下のNNRTI耐性関連の1つまたは複数を含んでいた置
換：Y181C、K101E、G190A / S、K103N、V106A / M、V108I、Y188C / L、A98G、
F227LおよびM230L。

ネビラピン（n = 24）またはネビラピンとZDV（n = 14）のいずれかを投与された治療歴
のない患者からのHIV-1分離株の表現型および遺伝⼦型の変化を、1〜12週間にわたる第
I/II相試験でモニターしました。ネビラピン単剤療法の1週間後、3/3の患者からの分離株
は、細胞培養においてネビラピンに対する感受性が低下していました。アミノ酸置換
K103N、V106A、V108I、Y181C、Y188CおよびG190Aをもたらす1つまたは複数のRT変
異が、治療開始後2週間という早い時期に⼀部の患者からのHIV-1分離株で検出されまし
た。ネビラピン単剤療法の8週⽬までに、テストされた患者の100％（n = 24）は、ベー
スラインと⽐較して細胞培養におけるネビラピンに対する感受性が100分の1を超える
HIV-1分離株を有し、1つ以上のネビラピンが関連していたRT耐性変異。これらの患者の
うち19⼈（80％）は、⽤量に関係なくY181C変異を有する分離株を持っていた。抗レト
ロウイルス薬からの分離株の遺伝⼦型分析
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ネビラピンを1⽇1回（n = 25）または1⽇2回（n = 46）ラミブジンおよびスタブジン
（研究2NN）と組み合わせて48週間投与されたナイーブウイルス学的失敗患者（n = 
71）は、8/25および23/46からの分離株を⽰しました患者はそれぞれ、以下のNNRTI耐
性関連の1つまたは複数を含んでいた置換：Y181C、K101E、G190A / S、K103N、
V106A / M、V108I、Y188C / L、A98G、F227LおよびM230L。

交差耐性：
ラミブジン-HIV-1ヌクレオシドアナログ逆転写酵素阻害剤（NRTI）間の交差耐性が
観察されています。ラミブジン耐性HIV-1変異体は、ジダノシン（ddI）およびザル
シタビン（ddC）に対して交差耐性がありました。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逆転写酵素阻
害剤に耐性のある分離株が出現しました。

1⽇1回のラミブジンを含む抗レトロウイルスレジメンと1⽇2回のラミブジンを含むレジメ
ンを⽐較したある臨床研究では、53/554（10％）の患者が48週までにウイルス学的障害
（⾎漿HIV-1RNAレベル≥400コピー/mL）として特定されました。 53件の失敗のうち28件
は1⽇1回のラミブジンにランダム化され、25件は1⽇2回のラミブジンにランダム化されま
した。ラミブジン1⽇2回治療群の22⼈の患者からの治療中の分離株の遺伝⼦型分析は以下
を⽰しました：

•• 1/22⼈の患者からの分離株は治療に起因するジドブジン耐性関連置換
（M41L、D67N、K70R、L210W、T215Y / F、またはK219Q / E）を含み、
7/22からの分離株は治療に起因するエファビレンツ耐性関連置換（L100I、
K101E、 K103N、V108I、またはY181C）
5/22からの分離株には、治療に起因するラミブジン耐性関連置換（M184I

またはM184V）が含まれていました。

••

••

1⽇2回ラミブジンを投与された13⼈の患者からのベースラインが⼀致した治療中のHIV-1分
離株の表現型分析は以下を⽰した：
•• 13⼈の患者すべてからの分離株はジドブジンに感受性でした
•• 3/13⼈の患者からの分離株は、エファビレンツに対する感受性の21倍から342倍の減少を⽰

しました
4/13⼈の患者からの分離株は、ラミブジンに対する感受性の29〜159分の1の減少を⽰し
ました

••

スタブジン-いくつかの研究は、⻑期のスタブジン治療がジドブジン耐性に関連する突然
変異を選択および/または維持できることを⽰しています。1つまたは複数のジドブジン
耐性関連のHIV-1分離株置換（（M41L、D67N、K70R、L210W、T215Y / F、K219Q / 
E）は、細胞培養においてスタブジンに対する感受性の低下を⽰しました。

ネビラピン-HIV-1⾮ヌクレオシドアナログ逆転写酵素阻害剤（NNRTI）間の交差耐
性が観察されています。NNRTIに対して交差耐性のあるHIV-1株の急速な出現が細胞
培養で観察されています。ネビラピン耐性HIV-1分離株は、NNRTIのデラビルジンお
よびエファビレンツに対して交差耐性がありました。でも、
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ネビラピン耐性分離株は、NRTIのddIおよびZDVに感受性がありました。同様に、ZDV
耐性分離株は細胞培養においてネビラピンに感受性でした。

臨床薬理学
成⼈の薬物動態：
配合錠からのラミブジン、スタブジン、およびネビラピンの吸収の速度と程度は、
エピビルからのものと同様でした。®タブレット、Zerit®カプセル、およびViramune®

絶⾷状態の健康なボランティアに投与された場合、それぞれ錠剤。

ラミブジン-吸収とバイオアベイラビリティ：ラミブジンは、HIV感染患者に経⼝投
与した後、急速に吸収されました。成⼈患者12⼈の絶対バイオアベイラビリティ
は、150 mg錠で86％±16％（平均±SD）でした。HIVの成⼈9⼈に2mg/kgを1⽇2回
経⼝投与した後、⾎清ラミブジン濃度のピーク（C最⼤）は1.5±0.5 mcg / mL（平均
±SD）でした。⾎漿濃度対時間曲線（AUC）およびCの下の⾯積最⼤0.25から10mg/
kgの範囲で経⼝投与量に⽐例して増加した。

分布：20⼈の患者にラミブジンをIV投与した後の⾒かけの分布容積は1.3±0.4L/ kg
であり、ラミブジンが⾎管外空間に分布していることを⽰唆しています。分布容積
は⽤量とは無関係であり、体重とは相関していませんでした。ラミブジンのヒト⾎
漿タンパク質への結合は低い（<36％）。

代謝：ラミブジンの代謝は、除去のマイナーなルートです。⼈では、ラミブジンの
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。6⼈のHIV感染成⼈にラ
ミブジンを単回経⼝投与してから12時間以内に、投与量の5.2％±1.4％（平均
±SD）が尿中のトランススルホキシド代謝物として排泄されました。この代謝物の
⾎清濃度は決定されていません。
排除：ラミブジンの⼤部分は、尿中に変化せずに排泄されます。ラミブジンの単回経⼝
投与を与えられた9⼈の健康な被験者において、腎クリアランスは199.7±56.9mL /分
（平均±SD）でした。HIV感染患者、HBV感染患者、または投与後24時間の⾎清サンプ
リングを⾏った健康な被験者を対象としたほとんどの単回投与試験では、観察された平
均消失半減期（t1/2）5〜7時間の範囲でした。HIV感染患者では、総クリアランスは
398.5±69.1 mL / min（平均±SD）でした。

スタブジン‒吸収とバイオアベイラビリティ：経⼝投与後、スタブジンは急速に吸収
され、投与後1時間以内にピーク⾎漿濃度が発⽣します。スタブジンの経⼝バイオア
ベイラビリティは86.4±18.2％です。スタブジンへの全⾝曝露は、カプセルまたは
溶液と同じ投与後です。
分布：スタブジンの⾎清タンパク質への結合は、0.01〜11.4 µg/mLの濃度範囲では
ごくわずかでした。スタブジンは⾚⾎球と⾎漿の間で均等に分布します。⾒かけの
⼝腔分布容積は66±22Lです。 代謝：スタブジンの代謝運命は、⼈間では解明され
ていません。 排除：腎排泄は、投与経路に関係なく、全体のクリアランスの約40％
を占めました。平均腎クリアランスは約2倍でした
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平均内因性クレアチニンクリアランス。⽷球体濾過に加えて活発な尿細管分泌を⽰
します。消失半減期‒経⼝投与の寿命1.44±0.30時間。

ネビラピン-吸収とバイオアベイラビリティ：ネビラピンは、健康なボランティアお
よびHIV-1感染の成⼈に経⼝投与した後、容易に吸収されます（> 90％）。単回投与
後の12⼈の健康な成⼈の絶対バイオアベイラビリティは、50mg錠で93±9％（平均
±SD）、経⼝液剤で91±8％でした。2±0.4µg / mL（7.5 µM）のピーク⾎漿ネビラ
ピン濃度は、200mgの単回投与後4時間で達成されました。複数回投与後、ネビラピ
ンのピーク濃度は、200〜400mg/⽇の投与量範囲で直線的に増加するようです。ネ
ビラピンは制酸剤またはジダノシンの有無にかかわらず投与することができます。

分布： ネビラピンは親油性が⾼く、本質的に⾮イオン化されています
⽣理的pH。健康な成⼈への静脈内投与後、ネビラピンの⾒かけの分布容積（Vdss）
は1.21±0.09 L / kgであり、ネビラピンがヒトに広く分布していることを⽰唆してい
ます。ネビラピンは胎盤を容易に通過し、⺟乳にも含まれています。ネビラピン
は、1〜10 mcg / mLの⾎漿濃度範囲で⾎漿タンパク質に約60％結合しています。ヒ
ト脳脊髄液（n = 6）中のネビラピン濃度は⾎漿中濃度の45％（±5％）でした。こ
の⽐率は、⾎漿タンパク質に結合していない画分とほぼ同じです。

代謝/除去：invivo⼈間の研究と試験管内でヒト肝ミクロソームを⽤いた研究では、ネビ
ラピンがシトクロムP450（酸化）代謝を介していくつかのヒドロキシル化代謝物に広範
囲に⽣体内変換されることが⽰されています。試験管内でヒト肝ミクロソームを⽤いた
研究では、ネビラピンの酸化的代謝は主にCYP3A4およびCYP2B6ファミリーのチトク
ロームP450（CYP）アイソザイムによって媒介されることが⽰唆されていますが、他の
アイソザイムには⼆次的な役割がある可能性があります。チトクロームP450代謝、グル
クロニド抱合、およびグルクロン酸抱合代謝物の尿中排泄は、ヒトにおけるネビラピン
の⽣体内変化および排泄の主要な経路を表しています。
ネビラピンは、肝チトクロームP450（CYP）代謝酵素3A4および2B6の誘導物質で
す。CYP3A4およびCYP2B6を介した代謝の⾃動誘導により、ネビラピンの⾒かけの
経⼝クリアランスが約1.5〜2倍に増加します。これは、治療が単回投与から200〜
400 mg /⽇の投与で2〜4週間続くためです。⾃動誘導はまた、⾎漿中のネビラピン
の終末期半減期を、200〜400 mg /⽇での複数回投与後、約45時間（単回投与）から
約25〜30時間に対応して減少させます。

ラミブジン/スタブジン/ネビラピンの吸収に対する⾷物の影響。 ラミブジン/スタブ
ジン/ネビラピンの組み合わせ錠剤の割合と程度に対する⾷物の影響は、臨床研究で
は評価されていません。したがって、ラミブジン/スタブジン/ネビラピンの組み合わ
せ錠剤は、絶⾷条件下で服⽤する必要があります。

吸収 の

特別な集団：
腎機能障害：
ラミブジン/スタブジン/ネビラピン錠は、腎機能障害のある患者には推奨されません
（投与量と投与：注意事項を参照）
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肝機能障害：
ラミブジン/スタブジン/ネビラピン錠は、肝機能障害のある患者には推奨されませ
ん。

妊娠：注意事項を参照してください：妊娠ラミブジン/スタブジ
ン/ネビラピン錠：データはありません。

授乳中の⺟親：注意事項：授乳中の⺟親を参照してください
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。

スタブジン：授乳中の⺟親におけるスタブジンの薬物動態に関するデータはありません。
スタブジンが⺟乳に排泄されるかどうかは不明です。

ネビラピン：授乳中の⺟親におけるネビラピンの薬物動態に関するデータはありません。
ネビラピンは⺟乳に排泄されます。

⼩児患者：
⼩児患者には、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤が推奨されます
> 12歳で、体重が50kg以上。

⽼⼈患者：
ラミブジンとスタブジンの薬物動態は、65歳以上の患者では研究されていません。

ネビラピン：HIV-1に感染した成⼈のネビラピンの薬物動態は、年齢（18〜68歳の
範囲）によって変化しないようです。ただし、ネビラピンは55歳を超える患者で広
く評価されていません。

性別：
ラミブジン：ラミブジンの薬物動態に有意な性差はありません。

スタブジン：HIV感染患者を対象とした管理された臨床試験中に収集されたデータ
の⺟集団薬物動態分析では、男性（n = 291）と⼥性（n = 27）の間に臨床的に重要
な違いは⾒られませんでした。

ネビラピン：健康なボランティア（⼥性15⼈、男性15⼈）を対象とした第I相試験
では、ネビラピンの体重調整された⾒かけの分布量（Vdss / F）は、男性（1.38 L）
と⽐較して⼥性被験者（1.54 L / kg）の⽅が⾼かった。 / kg）、ネビラピンが⼥性被
験者により広範囲に分布していることを⽰唆している。しかし、この違いは、⼥性
の終末期半減期がわずかに短いことで相殺され、ネビラピン経⼝クリアランスに有
意な性差は⽣じませんでした（24.6±7.7 mL / kg / hr in
⼥性対19.9±単回投与後の雄で3.9mL/kg / hr）または単回投与または複数回投与後
の⾎漿中濃度。

⼈種：
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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。

スタブジン：HIV感染患者を対象とした管理された臨床試験中に収集されたデータの⺟
集団薬物動態分析では、⼈種間で臨床的に重要な違いは⽰されませんでした（n = 233⽩
⼈、39アフリカ系アメリカ⼈、41ヒスパニック、1アジア⼈、その他4⼈）。

ネビラピン：HIV-1感染患者（27⼈の黒⼈、24⼈のヒスパニック、189⼈の⽩⼈）
からのネビラピン⾎漿濃度（いくつかの臨床試験からのプールされたデータ）の評
価は、ネビラピン定常状態トラフ濃度（中央値定常状態C分= 4.7 mcg / mL黒、3.8 
mcg / mLヒスパニック、4.3 mcg / mL⽩⼈）、400mg/⽇での⻑期ネビラピン治療。
ただし、ネビラピンの薬物動態は、⺠族性の影響について具体的に評価されていま
せん。

薬物相互作⽤：
薬物相互作⽤なし
ラミブジン/スタブジン/ネビラピン錠。

研究 持ってるその間 実施 と the

ラミブジン：ラミブジンとトリメトプリム/スルファメトキサゾール（TMP / SMX）
は、単⼀施設、⾮盲検、無作為化、クロスオーバー試験で14⼈のHIV陽性患者に同時
投与されました。各患者は、ラミブジン300mgの単回投与とTMP160 mg / SMX 800 
mgを1⽇1回5⽇間投与し、ラミブジン300mgとクロスオーバーデザインの5回⽬の
投与を併⽤して治療を受けました。TMP / SMXとラミブジンの同時投与により、ラ
ミブジンAUCが44％±23％（平均±SD）増加しました。∞、ラミブジン経⼝クリア
ランスが29％±13％減少し、ラミブジン腎クリアランスが30％±36％減少します。
TMPおよびSMXの薬物動態特性は、ラミブジンとの同時投与によって変化しません
でした。

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の使⽤は推奨されません。19⼈の健康な男
性被験者の研究では、ラミブジンとインターフェロンアルファの間に有意な薬物動態学的相
互作⽤はありませんでした。

スタブジン：ジドブジンは、スタブジンの細胞内リン酸化を競合的に阻害します。
したがって、スタブジンと組み合わせたジドブジンの使⽤は避ける必要がありま
す。
試験管内でデータは、スタブジンのリン酸化がドキソルビシンとリバビリンによって適切な
濃度で阻害されることを⽰しています。
スタブジンは、主要なシトクロムP450アイソフォームCYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、
CYP2D6、およびCYP3Aを阻害しません。したがって、これらの経路を介して代謝される薬
物と臨床的に重要な薬物相互作⽤が発⽣する可能性は低いです。
スタブジンはタンパク質に結合していないため、タンパク質に結合した薬物の薬物動態に影響を与えること
は期待されていません。
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表1と表2は、AUCとCへの影響をまとめたものです。最⼤、利⽤可能な場合は95％信
頼区間（CI）で、スタブジンとジダノシン、ラミブジン、およびネルフィナビルの
同時投与後。臨床的に重要な薬物動態学的相互作⽤は観察されませんでした。

表1：スタブジンとの薬物相互作⽤研究の結果：スタブジン⾎
漿AUCおよびCに対する同時投与された薬物の効果最⼤値

薬 スタブジン
投与量

na のAUC
スタブジン
（95％CI）

C最⼤の
スタブジン
（95％CI）

ジダノシン、
100 mg q12h
4⽇間

40 mg q12h
4⽇間

10 ↔ ↑17％

ラミブジン、
シングル150mg
⽤量

40mg
単回投与

18 ↔ ↑12％
（100.3-

126.1％）（92.7-00.6％）

ネルフィナビル、

750 mg q8h
56⽇間

30〜40 mg
56のq12h

⽇々

8 ↔ ↔

↑増加を⽰します。

↔は変化がないこと、または10％未満の増加または減少を意味します。

aHIVに感染した患者。

表2：スタブジンとの薬物相互作⽤研究の結果：同時投与され
た薬物⾎漿AUCおよびCに対するスタブジンの効果最⼤値

薬 スタブジン
投与量

na Co-のAUC
投与
⿇薬（95％
CI）

C最⼤共同の
投与
⿇薬（95％
CI）

ジダノシン、100
mg q12h for 4
⽇々

40 mg q12h for
4⽇

10 ↔ ↔

ラミブジン、150
mg単回投与

シングル40mg
⽤量

18 ↔ ↔

（90.5-
107.6％）

（87.1-
110.6％）

ネルフィナビル、750
56のmgq8h
⽇々

30〜40 mg q12h
56⽇間

8 ↔ ↔
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↔は変化がないこと、または10％未満の増加または減少を意味します。

aHIVに感染した患者。

ネビラピン：ネビラピンは肝チトクロームP450代謝アイソザイム3A4および2B6を
誘導します。ネビラピンと主にCYP3A4またはCYP2B6によって代謝される薬物の同
時投与は、これらの薬物の⾎漿濃度を低下させ、それらの治療効果を弱める可能性
があります。
主にシトクロムP4503A4および2B6酵素の誘導物質ですが、ネビラピンもこのシステ
ムを阻害する可能性があります。ヒト肝チトクロームP450の中で、ネビラピンは可
能でした試験管内で（R）-ワルファリン（CYP3A4）の10-ヒドロキシル化を阻害す
る効果。CYP3A4の阻害の推定Kiは270mcmolでした。これは、治療範囲が25 
mcmol未満であるため、患者で達成される可能性が低い濃度です。したがって、ネ
ビラピンはCYP3A4の他の基質に対して最⼩限の阻害効果を持つ可能性があります。
ネビラピンは、1A2、2D6、2A6、2E1、2C9、2C19などの他のCYP450酵素システム
の基質である薬物の⾎漿濃度に影響を与えるようには⾒えません。表3（以下を参
照）には、ネビラピンおよび同時投与される可能性のある他の薬物を使⽤して実施
された薬物相互作⽤研究の結果が含まれています。同時投与された薬剤のAUC、
Cmax、およびCminに対するネビラピンの効果が要約されています。誘導後の潜在
的な薬物動態学的相互作⽤の影響を完全に測定するには、

表3：薬物相互作⽤：ネビラピンの存在下での同時投与薬物の薬物動態パラメーターの変化
（すべての相互作⽤研究はHIV-1陽性患者で実施されました）。

共同管理
薬

⽤量
共同管理
薬

の⽤量
レジメン
ネビラピン

n 同時投与された薬物薬物動態パラ
メータの変化率（90％CI）の

抗レトロウイルス薬 AUC C最⼤ C分
ジダノシン 100-150 mg BID 200 mg QD

×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

18 ↔ ↔ §

エファビレンツa 600 mg QD 200 mg QD
×14⽇;
400 mg QD
×14⽇

17 ↓28
（↓34-↓14）

↓12
（↓23-↑1）

↓32
（↓35-↓19）

インジナビルa 800 mg q8H 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

19 ↓31
（↓39-↓22）

↓15
（↓24-↓4）

↓44
（↓53-↓33）

ロピナビルa、b 300/75 mg / m 2 7mg/kgまたは4 12、 ↓14 ↓22 ↓55
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（ロピナビル/リトナビル）b mg /kgQD×
2
⼊札
週

15c （↓36-↑16） （↓44-↑9） （↓75-↓9）
週;

×1

ロピナビルa 400/100 mg BID
（ロピナビル/リトナビル）

200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
>1年

22、
19c

↓27
（↓47-↓2）

↓19
（↓38-↑5）

↓51
（↓72-↓26）

ネルフィナビルa 750 mg TID 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

23 ↔ ↔ ↓32
（↓50-↑5）

ネルフィナビル-M8

代謝物
↓62

（↓70-↓53）
↓59

（↓68-↓48）
↓66

（↓74-↓55）

リトナビル 600 mg BID 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

18 ↔ ↔ ↔

サキナビルa 600 mg TID 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×21⽇

23 ↓38
（↓47-↓11）

↓32
（↓44-↓6）

§

スタブジン 30〜40 mg BID 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

22 ↔ ↔ §

ザルシタビン 0.125-0.25 mg TID 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

6 ↔ ↔ §

ジドブジン 100〜200 mg TID 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

11 ↓28
（↓40-↓4）

↓30
（↓51-↑14）

§

その他の薬 AUC C最⼤ C分
クラリスロマイシンa 500 mg BID 200 mg QD

×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

15 ↓31
（↓38-↓24）

↓23
（↓31-↓14）

↓57
（↓70-↓36）

代謝物
おー-
クラリスロマイシン

14- ↑42
（↑16-↑73）

↑47
（↑21-↑80）

↔

エチニルエストラジオールa 0.035 mg（Ortho-
Novumとして®1/35）

200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

10 ↓20
（↓33〜↓3）

↔ §

と
ノルエチンドロンa 1 mg（Ortho-として

Novum®1/35）
↓19

（↓30〜↓7）
↓16

（↓27〜↓3）
§

フルコナゾール 200 mg QD 200 mg QD 19 ↔ ↔ ↔
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×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

ケトコナゾールa 400 mg QD 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

21 ↓72
（↓80-↓60）

↓44
（↓58-↓27）

§

リファブチンa 150または300mgQD 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

19 ↑17
（↓2-↑40）

↑28
（↑9-↑51）

↔

代謝物25-O-
デスアセチル-

リファブチン

↑24
（↓16-↑84）

↑29
（↓2-↑68）

↑22
（↓14-↑74）

リファンピンa 600 mg QD 200 mg QD
×14⽇;
200 mg BID
×14⽇

14 ↑11
（↓4-↑28）

↔ §

§=C分アッセイの検出可能なレベル未満
↑=増加、↓=減少、↔=影響なし
a臨床上の推奨事項に関する情報については、薬物相互作⽤を参照してください。
b6ヶ⽉から12歳までの年齢の⼩児科の被験者
c並列グループ設計; ネビラピン+ロピナビル/リトナビルの場合はn、ロピナビル/リトナビルのみの場合はn

適応症と使⽤法
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、HIV-1感染症の治療に適応されま
す。ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠で治療を開始する際には、以下の点を
考慮する必要があります。

•管理された研究と管理されていない研究で観察された深刻で⽣命を脅かす肝毒性に
基づいて、CD4+細胞数が250細胞/mmを超える成⼈⼥性ではネビラピンを開始すべ
きではありません。3またはCD4+細胞数が400細胞/mmを超える成⼈男性3利益がリ
スクを上回らない限り（警告を参照）。

•ネビラピン200mgを1⽇1回投与する14⽇間の導⼊期間は、発疹の頻度を減らすこと
が実証されています（警告;投与量と投与を参照）。

禁忌
ラミブジン、スタブジン、およびネビラピンの錠剤は、製剤に含まれる成分のいず
れかに対して臨床的に重⼤な過敏症のある患者には禁忌です。
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警告
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠3つの薬のいずれかを含む製剤と併⽤して投
与しないでください。ラミブジン、スタブジンおよびネビラピン錠での使⽤が検討
されているすべての薬剤の完全な処⽅情報は、ラミブジン、スタブジンおよびネビ
ラピン錠での治療を開始する前に参照する必要があります。

ラミブジンとスタブジン
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
ミブジンおよびスタブジン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スタブジンを投与する場合は、特に注意が必要で
す。ただし、既知の危険因⼦がない患者でも症例が報告されています。ラミブジン
および/またはスタブジンによる治療は、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）を⽰唆する臨床または検査所⾒を発症した患者では中断する必要があります。

全⾝倦怠感、消化器症状（吐き気、嘔吐、腹痛、原因不明の体重減少）; 呼吸器症状
（頻呼吸および呼吸困難）; または神経学的症状（運動衰弱を含む、神経学的症状を
参照）は、症候性⾼乳酸⾎症または乳酸アシドーシス症候群の発症を⽰している可
能性があります。

ラミブジン
以前に抗レトロウイルスヌクレオシド曝露の病歴がある、膵炎の病歴がある、また
は膵炎の発症のその他の重⼤な危険因⼦がある⼩児患者では、ラミブジンを注意し
て使⽤する必要があります。ラミブジンによる治療は、膵炎を⽰唆する臨床的兆
候、症状、または検査室の異常が発⽣した場合は直ちに中⽌する必要があります
（有害反応を参照）。

ラミブジン含有製品間の重要な違い：
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤には、EPIVIR-HBV錠剤や経⼝液剤より
も⾼⽤量の同じ有効成分（ラミブジン）が含まれています。EPIVIR-HBVは、慢性B
型肝炎の患者のために開発されました。ラミブジン、スタブジン、およびネビラピ
ンの錠剤は、ラミブジン、EPIVIR-HBV、RETROVIR、TRIZIVIR®、またはEPZICOMと
併⽤して投与しないでください。

肝炎の治療後の悪化：
慢性B型肝炎のためにラミブジンで治療された⾮HIV感染患者の臨床試験では、肝炎
の悪化の臨床的および実験的証拠が開発されました
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ラミブジンの中⽌後。これらの悪化は、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。

インターフェロンベースおよびリバビリンベースのレジメンでの使⽤：インビトロ研究は、
リバビリンがラミ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減少させること
ができることを⽰した。リバビリンをHIV/HCV同時感染患者にラミブジンと同時投与した場
合、薬物動態学的または薬物⼒学的相互作⽤（例えば、HIV / HCVウイルス学的抑制の喪
失）の証拠は⾒られませんでした（臨床薬理学：薬物相互作⽤を参照）、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
EPIVIR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、特に肝代償不全について綿密に監視する必要があります。EPIVIR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）。

スタブジン

神経学的症状：
スタブジンを含む抗レトロウイルス薬の併⽤療法を受けている患者では、運動の衰弱は
めったに報告されていません。これらの症例のほとんどは、乳酸アシドーシスの状況で
発⽣しました。運動衰弱の進展は、ギランバレー症候群（呼吸不全を含む）の臨床症状
を模倣している可能性があります。症状は、治療の中⽌後に継続または悪化する可能性
があります。

⼿や⾜のしびれ、うずき、または痛みによって現れる末梢神経障害が、スタブジン
療法を受けている患者で報告されています。末梢神経障害は、進⾏性HIV疾患の患
者、神経障害の病歴のある患者、またはジダノシンを含む神経障害に関連する他の
薬剤を投与されている患者でより頻繁に発⽣しています（有害反応を参照）。

膵炎：
致命的および⾮致命的な膵炎は、スタブジンが、治療歴のない患者と治療経験のあ
る患者の両⽅で、ヒドロキシ尿素を含むまたは含まないジダノシンを含む併⽤レジ
メンの⼀部であった場合、治療中に発⽣しました。
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免疫抑制。スタブジンとジダノシン（ヒドロキシ尿素の有無にかかわらず）および
膵臓に毒性のある他の薬剤の組み合わせは、膵炎が疑われる患者には投与を中⽌す
る必要があります。膵炎の確定診断後のスタブジンの再投与は、特に注意を払い、
患者を注意深く監視する必要があります。新しいレジメンには、ジダノシンもヒド
ロキシ尿素も含まれていてはなりません。

ネビラピン
全般的：
ネビラピンに関連する最も深刻な副作⽤は、肝炎/肝不全、スティーブンス‧ジョン
ソン症候群、中毒性表⽪壊死症、および過敏反応です。肝炎/肝不全は、重度の発疹
または発熱を伴う発疹、全⾝倦怠感、倦怠感、筋⾁または関節の痛み、⽔疱、⼝腔
病変、結膜炎、顔⾯浮腫、好酸球増加症、顆粒球減少症、リンパ節腫脹、または腎
性を含む過敏症の兆候と関連している可能性があります機能不全。

ネビラピンによる治療の最初の18週間は、⽣命を脅かす可能性のある肝イベントお
よび⽪膚反応を検出するために、患者の集中的な臨床および実験室モニタリングが
必要とされる重要な期間です。。この期間中のモニタリングの最適な頻度は確⽴さ
れていません。⼀部の専⾨家は、⽉に1回以上の頻度で臨床および検査室でのモニタ
リングを推奨しており、特に、ベースライン時、⽤量漸増前、および⽤量漸増後2週
間での肝機能検査のモニタリングが含まれます。最初の18週間の期間の後、ネビラ
ピン治療の間中、頻繁な臨床および検査室モニタリングを継続する必要がありま
す。さらに、ネビラピン200 mgを1⽇1回投与する14⽇間の導⼊期間は、発疹の頻度
を減らすことが実証されています。

⽪膚反応：
致命的な症例を含む重篤で⽣命を脅かす⽪膚反応が報告されており、治療の最初の6
週間に最も頻繁に発⽣します。これらには、スティーブンス‧ジョンソン症候群、
中毒性表⽪壊死症、および発疹、体質所⾒、および肝不全を含む臓器機能障害を特
徴とする過敏反応の症例が含まれています。対照臨床試験では、プラセボ被験者の
0.1％と⽐較して、ネビラピンレシピエントの1.5％で最初の6週間にグレード3およ
び4の発疹が報告されました。

重度の⽪膚反応または過敏反応の兆候または症状を発症している患者（重度の発疹
または発熱を伴う発疹、全⾝倦怠感、疲労、筋⾁または関節の痛み、⽔疱、⼝腔病
変、結膜炎、顔⾯浮腫を含むがこれらに限定されない）または、肝炎、好酸球増加
症、顆粒球減少症、リンパ節腫脹、および腎機能障害）は、ネビラピンを永久に中
⽌し、直ちに医学的評価を求める必要があります（注意事項を参照）。重度の⽪膚
発疹、トランスアミナーゼの増加または他の症状を伴う⽪膚発疹、または過敏反応
の後にネビラピンを再開しないでください。

ネビラピン関連の発疹が疑われる患者がいる場合は、肝機能検査を実施する必要が
あります。発疹に関連するASTまたはALTの上昇を伴う患者は、ネビラピンを永久に
中⽌する必要があります。

Strides Arcolab Limited 2007 21/56ページ



ネビラピンによる治療は、発疹の頻度を減らすことが⽰されている200 mg /⽇（⼩児患
者では4 mg / kg /⽇）の14⽇間の導⼊期間で開始する必要があります。この導⼊期間中
に発疹が観察された場合、発疹が解消するまで⽤量の増加は起こらないはずです（投与
量と投与を参照）。いずれかの重症度の孤⽴性発疹が発⽣した場合は、患者を注意深く
監視する必要があります。発疹の発症後にネビラピン治療の中⽌が遅れると、より深刻
な反応を引き起こす可能性があります。

⼥性は、ネビラピンで発疹を発症するリスクが男性よりも⾼いようです。

臨床試験では、プレドニゾンの併⽤（ネビラピン投与の最初の14⽇間で40mg /⽇）
は、ネビラピン療法の最初の6週間の発疹の発⽣率と重症度の増加と関連していまし
た。したがって、ネビラピン関連の発疹を予防するためにプレドニゾンを使⽤する
ことはお勧めしません。

肝イベント：
ネビラピンで治療された患者では、劇症および胆汁うっ滞性肝炎、肝壊死および肝
不全を含む、重度の⽣命を脅かす、場合によっては致命的な肝毒性が報告されてい
ます。対照臨床試験では、重症度に関係なく、症候性の肝イベントがネビラピンを
投与された患者の4％（0％から11％の範囲）および対照群の患者の1.2％で発⽣しま
した。

重症度に関係なく、症候性肝イベントのリスクは、治療の最初の6週間で最⼤でし
た。ネビラピン群では、18週間の治療を通じて対照群と⽐較してリスクが引き続き
⾼かった。ただし、肝イベントは治療中いつでも発⽣する可能性があります。場合
によっては、患者は、最初は異常な⾎清トランスアミナーゼレベルの有無にかかわ
らず、倦怠感、倦怠感、⾷欲不振、悪⼼、⻩疸、肝圧痛または肝腫⼤の⾮特異的な
前駆症状または症状を⽰しました。症候性の肝有害事象を有する患者の約半数で発
疹が観察された。発熱とインフルエンザのような症状は、これらの肝イベントのい
くつかを伴いました。⼀部のイベント、特に発疹やその他の症状を伴うイベント
は、⾼ビリルビン⾎症、肝性脳症の有無にかかわらず、トランスアミナーゼ上昇を
伴う肝不全に進⾏しました。部分トロンボプラスチン時間の延⻑、または好酸球増
加症。肝炎の兆候または症状がある患者は、ネビラピンを中⽌し、肝機能検査を含
む医学的評価を直ちに求めるようにアドバイスされなければなりません。

患者が肝炎および/または過敏反応を⽰唆する兆候または症状を経験した場合は、肝
機能検査を直ちに実施する必要があります。肝機能検査は、治療の最初の18週間で
発疹を発症したすべての患者に対しても直ちに取得する必要があります。医師と患
者は、倦怠感、倦怠感、⾷欲不振、吐き気、⻩疸、ビリルビン尿症、アコリック
便、肝臓の圧痛、肝腫⼤などの肝炎の兆候や症状の出現に注意する必要がありま
す。この設定では、肝毒性の診断を検討する必要があります。肝機能検査が最初は
正常であるか、代替の診断が可能である場合でも（注意事項;投与量と投与を参照）
。
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発疹または他の全⾝症状と組み合わされた臨床的肝炎またはトランスアミナーゼの
上昇が発⽣した場合、ネビラピンは永久に中⽌されるべきです。回復後にネビラピ
ンを再起動しないでください。場合によっては、治療を中⽌しても肝障害が進⾏す
ることがあります。

致命的となる可能性のあるイベントを含む肝イベントのリスクが最も⾼い患者は、
CD4+細胞数が多い⼥性です。⼀般に、治療の最初の6週間は、症候性の、しばしば
発疹に関連する肝イベントのリスクが男性の3倍⾼く（5.8％対2.2％）、ネビラピン
療法の開始時にCD4+細胞数が多い患者です。ネビラピンによる症候性肝イベントの
リスクが⾼くなります。レトロスペクティブレビューでは、CD4+細胞数が250細胞/
mmを超える⼥性3CD4+細胞数が250細胞/mm未満の⼥性と⽐較して、症候性肝有害
事象のリスクが12倍⾼かった3（11％対0.9％）。CD4+細胞数が400細胞/mmを超え
る男性でリスクの増加が観察されました3（CD4+細胞数が400細胞/mm未満の男性の
場合は6.3％対1.2％3）。ただし、性別、CD4 +細胞数、または抗レトロウイルス治療
歴に関係なく、すべてのCD4 +細胞数で症候性肝有害事象が報告されているため、す
べての患者の肝毒性を監視する必要があります。B型またはC型肝炎の同時感染およ
び/またはネビラピンによる治療開始時の肝機能検査の増加は、後の症候性イベント
（ネビラピン開始後6週間以上）およびASTまたはALTの無症候性増加のリスクが⾼
いことに関連しています。

さらに、深刻な肝毒性（⼀例では移植を必要とする肝不全を含む）が、曝露後予防
の設定でネビラピンを複数回投与されたHIV⾮感染者で報告されています。

重度の肝疾患の患者ではネビラピンレベルの上昇とネビラピンの蓄積が観察される
可能性があるため、重度の肝機能障害のある患者にはネビラピンを投与しないでく
ださい。（（臨床薬理学、特別な集団における薬物動態：肝機能障害を参照してく
ださい。予防; 全般的）。

抵抗
ネビラピンは、HIV-1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
メンの唯⼀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、ネビラピン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。ネビラピンと組み合わせて使⽤  される新しい抗レトロウ
イルス薬の選択は、交差耐性の可能性を考慮に⼊れる必要があります。ネビラピン
を含む抗レトロウイルス療法を中⽌する場合は、ネビラピンの⻑い半減期を考慮に
⼊れる必要があります。ネビラピンよりも半減期が短い抗レトロウイルス薬を同時
に中⽌すると、ネビラピン単独の低⾎漿濃度が1週間以上持続し、その後ウイルス耐
性が発⽣する可能性があります。

セントジョンズワート：

セントジョンズワート（セイヨウオトギリソウ）または製品とネビラピンを含むセ
ントジョンズワートの併⽤はお勧めしません。ネビラピンを含む⾮ヌクレオシド系
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、最適以下になる可能性があります。
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ネビラピンのレベルは、ウイルス学的反応の喪失と、ネビラピンまたはNNRTIのクラスに対する
耐性の可能性につながります。

予防
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン：
免疫再構築症候群：免疫再構築症候群は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンな
どの抗レトロウイルス療法の併⽤療法を受け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は、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、
ニューモシスチス‧ジロベシイ肺炎[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。

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。

腎機能障害のある患者：ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの併⽤錠剤は、CrCL
が50 mL / min以下の患者、または⾎液透析を受けている患者には推奨されません。

⽤量調整が必要な場合、ラミブジン、スタブジン、およびネビラピンの組み合わせ錠剤は、
錠剤にラミブジン、スタブジン、およびネビラピンの固定⽤量の組み合わせが含まれている
ため、投与すべきではありません。

ラミブジン
HIVとB型肝炎ウイルスの重複感染の患者：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（追加情報については
EPIVIR-HBVパッケージ挿⼊物を参照）。

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（警告を参照）。

ネビラピン
全般的：
ネビラピンに関連する最も深刻な副作⽤は、肝炎/肝不全、スティーブンス‧ジョン
ソン症候群、中毒性表⽪壊死症、および過敏反応です。肝炎/肝不全は、孤⽴してい
るか、過敏症の兆候と関連している可能性があります。これには、重度の発疹また
は発熱を伴う発疹が含まれる場合があります。
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倦怠感、倦怠感、筋⾁または関節の痛み、⽔疱、⼝腔病変、結膜炎、顔⾯浮腫、好
酸球増加症、顆粒球減少症、リンパ節腫脹、または腎機能障害（警告を参照）。

ネビラピンは肝臓で広範囲に代謝され、ネビラピン代謝物は腎臓で広範囲に排出さ
れます。慢性⾎液透析を受けている患者では、各透析治療後に追加の200mgの投与
量が⽰されます。ネビラピン代謝物は、透析を受けている患者に蓄積する可能性が
あります。ただし、この蓄積の臨床的意義は不明です（（臨床薬理学、特別な集団
における薬物動態：腎機能障害を参照してください。投与量と投与、投与量の調
整）。

軽度から中等度の肝機能障害のある患者に投与量の調整が必要かどうかは明らかで
はありません。これは、この集団の複数回投与の薬物動態データが利⽤できないた
めです。ただし、中等度の肝機能障害と腹⽔症の患者は、体循環にネビラピンが蓄
積するリスクがある可能性があります。中等度の肝機能障害のある患者にネビラピ
ンを投与する場合は注意が必要です。ネビラピンは重度の肝機能障害のある患者に
は投与しないでください（（警告を参照してください。臨床薬理学、特別な集団に
おける薬物動態：肝機能障害）。

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。
ネビラピンまたはその他の抗レトロウイルス療法を受けている患者は、⽇和⾒感染
症およびその他のHIV-1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-1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。

抗レトロウイルス療法の⼀環としてネビラピンを投与する場合は、治療を開始する
前に、各治療成分の完全な製品情報を参照する必要があります。

患者向け情報ラミブジン、スタブジン、ネビラ
ピン錠：
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は経⼝摂取専⽤です。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を定期的な服⽤スケジュールで服⽤することの重要性
と、服⽤し忘れないようにすることの重要性を患者に通知する必要があります。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠はHIV-1感染症の治療法ではなく、⽇和⾒感
染症を含むHIV-1感染症に関連する病気にかかり続ける可能性があることを患者に通
知する必要があります。この併⽤療法が、性的接触や⾎液汚染を介して他の⼈に
HIV-1が感染するリスクを減らすことは⽰されていないことを彼らは知らされるべき
です。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を使⽤する場合は、医師の治療を受け続けるよ
う患者にアドバイスする必要があります。
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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。

患者には、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を処⽅どおりに毎⽇服⽤するように
通知する必要があります。患者は医師に相談せずに⽤量を変更しないでください。飲み忘れ
た場合は、できるだけ早く次の服⽤をしてください。ただし、投与量をスキップした場合、
患者は次の投与量を2倍にしないでください。患者は、他の薬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。

ラミブジン
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤には、EPIVIR-HBV錠剤や経⼝液剤と同
じ有効成分（ラミブジン）が⾼⽤量で含まれていることを患者に通知する必要があ
ります。HIVとHBVに⼆重感染した患者のHIV治療レジメンにラミブジンを含めるこ
とを決定した場合は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの組み合わせ錠剤
（EPIVIR-HBVではない）にラミブジンを投与する必要があります。

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。現時点では、
ラミブジンの⻑期的な影響は不明であることに患者に注意する必要があります。

親または保護者は、膵炎の兆候と症状について⼩児患者を監視するようにアドバイ
スされるべきです。

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。

スタブジン：
原因不明の体重減少、腹部不快感、悪⼼、嘔吐、倦怠感、呼吸困難、運動衰弱な
ど、症候性⾼乳酸⾎症または乳酸アシドーシス症候群の症状を早期に認識すること
の重要性を患者に通知する必要があります。これらの症状が現れた患者は、直ちに
医師の診察を受ける必要があります。スタブジン療法の中⽌が必要になる場合があ
ります。

スタブジンの重要な毒性は末梢神経障害であることを患者に通知する必要がありま
す。患者は、末梢神経障害が⼿や⾜のしびれ、うずき、または痛みによって現れる
こと、およびこれらの症状を医師に報告する必要があることを認識しておく必要が
あります。末梢神経障害は、進⾏したHIV疾患または末梢神経障害の病歴のある患者
で最も頻繁に発⽣し、毒性が発⽣した場合はスタブジンの中⽌が必要になる可能性
があることを患者に助⾔する必要があります。
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スタブジン療法を受けている⼦供の介護者は、末梢神経障害の検出と報告に関して
指⽰されるべきです。

ネビラピン：
患者は、死に⾄る可能性のあるネビラピンに関連する重度の肝疾患または⽪膚反応
の可能性について知らされるべきです。肝疾患または重度の⽪膚反応の兆候または
症状を発症している患者は、ネビラピンを中⽌し、臨床検査の実施を含め、直ちに
医師の診察を受けるように指⽰されるべきです。肝疾患の症状には、倦怠感、倦怠
感、⾷欲不振、吐き気、⻩疸、アコリック便、肝圧痛、肝腫⼤などがあります。重
度の⽪膚または過敏反応の症状には、発熱を伴う発疹、全⾝倦怠感、倦怠感、筋⾁
または関節の痛み、⽔疱、⼝腔病変、結膜炎、顔⾯浮腫および/または肝炎が含まれ
ます。

ネビラピンによる治療の最初の18週間は、⽣命を脅かす可能性のある肝毒性と⽪膚
反応を検出するために、肝機能検査を含む集中的な臨床および検査室でのモニタリ
ングが不可⽋です。ただし、肝疾患はこの期間の後に発⽣する可能性があるため、
ネビラピン治療中は頻繁にモニタリングを継続する必要があります。治療の最初の6
週間は、肝イベントや⽪膚反応のリスクが最も⾼い期間であるため、特別な警戒が
必要です。肝炎の兆候と症状がある患者は、ネビラピンを中⽌し、すぐに医学的評
価を求める必要があります。肝毒性のためにネビラピンが中⽌された場合は、再開
しないでください。ネビラピン療法の開始時にCD4+細胞数が増加した患者、特に⼥
性（>250細胞/mm3⼥性および>400細胞/mm3男性の場合）は、発疹に関連すること
が多い症候性肝イベントの発症リスクが⼤幅に⾼くなります。患者は、B型またはC
型肝炎の同時感染および/またはネビラピンによる治療開始時の肝機能検査の増加
は、後の症候性イベント（ネビラピン開始後6週間以上）および無症候性の増加のリ
スクが⾼いことに関連していることを通知する必要がありますASTまたはALT（警
告、肝イベントを参照）。

ネビラピンに関連する発疹の⼤部分は、治療開始から最初の6週間以内に発⽣しま
す。2週間の導⼊期間中に発疹が発⽣した場合は、発疹が解消するまでネビラピンの
⽤量を増量しないように患者に指⽰する必要があります。発疹を経験している患者
は、すぐに肝機能を評価する必要があります。重度の発疹または過敏反応のある患
者は、ネビラピンを直ちに中⽌し、医師に相談する必要があります。重度の⽪膚発
疹または過敏反応の後にネビラピンを再開しないでください。⼥性は、ネビラピン
関連の発疹を発症するリスクが⾼い傾向があります。

経⼝避妊薬やその他のホルモンによる避妊法は、ネビラピンを服⽤している⼥性の
唯⼀の避妊法として使⽤すべきではありません。ネビラピンはこれらの薬の⾎漿レ
ベルを低下させる可能性があるからです。さらに、経⼝避妊薬がネビラピン療法中
のホルモン調節に使⽤される場合、ホルモン療法の治療効果を監視する必要があり
ます（薬物相互作⽤を参照）。
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メタドンの既知の代謝に基づいて、ネビラピンはその肝代謝を増加させることに
よってメタドンの⾎漿濃度を低下させる可能性があります。⿇薬禁断症候群は、ネ
ビラピンとメタドンを併⽤して治療された患者で報告されています。ネビラピン療
法を開始するメタドン維持患者は、離脱の証拠を監視する必要があり、それに応じ
てメタドン⽤量を調整する必要があります。

ネビラピン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
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。

TMP 160 mg / SMX 800 mgを1⽇1回投与すると、ラミブジン曝露（AUC）が44％増
加することが⽰されています（臨床薬理学を参照）。どちらの薬の投与量も変更し
ないことをお勧めします。治療に使⽤されるような⾼⽤量のTMP/SMXのラミブジン
薬物動態への影響に関する情報はありませんニューモシスチスカリニ肺炎。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の使⽤は推奨されません。

スタブジン
（も参照してください臨床薬理学）。ジドブジンは、スタブジンの細胞内リン酸化
を競合的に阻害します。したがって、スタブジンと組み合わせたジドブジンの使⽤
は避ける必要があります。

試験管内でデータは、スタブジンのリン酸化もドキソルビシンとリバビリンによっ
て適切な濃度で阻害されることを⽰しています。これらの臨床的意義試験管内で 相
互作⽤は不明です。したがって、これらの薬剤のいずれかとスタブジンを併⽤する
場合は注意が必要です。

ネビラピン
ネビラピンは主に、シトクロムP450アイソザイム3A4および2B6を介して肝臓で代謝されます。
ネビラピンはこれらの酵素の誘導物質であることが知られています。結果として、これらの酵素
系によって代謝される薬物は、ネビラピンと同時投与された場合、予想よりも低い⾎漿レベルを
有する可能性があります。
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ネビラピンと他の薬剤の同時投与で発⽣する特定の薬物動態学的変化を臨床薬理学
の表3に⽰します。これらの薬物動態学的変化に基づく可能な投与量変更に関する臨
床コメントを表4に⽰します。表3および4のデータは以下に基づいています。特に明
記しない限り、HIV-1⾎清陽性の被験者で実施された薬物相互作⽤研究の結果につい
て。

確⽴された薬物相互作⽤に加えて、ネビラピンとシトクロムP450システムによって代謝
される他の薬物クラスとの間に潜在的な薬物動態学的相互作⽤が存在する可能性があり
ます。これらの潜在的な薬物相互作⽤を表5に⽰します。HIV-1⾎清陽性の被験者を対象
とした特定の薬物相互作⽤の研究は、表5に記載されているクラスの薬物については実
施されていませんが、これらの薬物を同時投与する場合は、追加の臨床モニタリングが
必要になる場合があります。

The試験管内でネビラピンと抗⾎栓剤ワルファリンの相互作⽤は複雑です。結果とし
て、これらの薬剤を併⽤すると、⾎漿ワルファリンレベルが凝固時間の増加の可能
性とともに変化する可能性があります。ワルファリンをネビラピンと併⽤する場合
は、抗凝固レベルを頻繁に監視する必要があります。

表4：確⽴された薬物相互作⽤：薬物相互作⽤の研究に基づいて、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（相互作⽤の⼤きさについて
は、臨床薬理学、表1を参照してください）。

薬名 効果
の濃度

ネビラピンまたは
併⽤薬

臨床コメント

クラリスロマイシン ↓クラリスロマイシン クラリスロマイシン曝露はネビラピン
によって有意に減少しました。ただ
し、14-OH代謝物
濃度が増加しました。クラリスロマイシン
の活性代謝物は、マイコバクテリウムアビ
ウム-細胞内複合体に対する活性が低下して
いるため、この病原体に対する全体的な活
性が変化する可能性があります。アジスロ
マイシンなどのクラリスロマイシンの代替
品は、
考慮。

↑14-OH
クラリスロマイシン

エファビレンツ ↓エファビレンツ この組み合わせの適切な⽤量は確⽴さ
れていません。

エチニル エストラジオール ↓エチニルエストラジオール 経⼝避妊薬およびその他のホルモン
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とノルエチンドロン ↓ノルエチンドロン 避妊の⽅法は、の唯⼀の⽅法として使⽤
されるべきではありません
ネビラピンはこれらの薬の⾎漿レベ
ルを下げる可能性があるため、ネビ
ラピンを服⽤している⼥性の避妊。
避妊の代替または追加の⽅法が推奨
されます。

フルコナゾール ↑ネビラピン ネビラピンへの曝露が増加するリス
クがあるため、併⽤投与には注意が
必要であり、ネビラピンに関連する
有害事象について患者を注意深く監
視する必要があります。

インジナビル ↓インジナビル この組み合わせの適切な⽤量は確⽴
されていませんが、インジナビルの
⽤量の増加は
必要。

ケトコナゾール ↓ケトコナゾール ネビラピンとケトコナゾールを併⽤
しないでください。ケトコナゾール
の⾎漿中濃度が低下すると、薬の効
果が低下する可能性があります。

ロピナビル/リトナビル ↓ロピナビル ネビラピンと組み合わせて、ロピナ
ビル/リトナビルを1⽇2回533/133mg
に増量することをお勧めします。

メタドン ↓メタドンa メタドンレベルが低下する可能性があります。
オピエートの症状を防ぐために、投与量を増や
す必要があるかもしれません
撤退。ネビラピン療法を開始するメ
タドン維持患者は、離脱の証拠を監
視する必要があり、それに応じてメ
タドン⽤量を調整する必要がありま
す。

ネルフィナビル ↓ネルフィナビルM8
代謝物

安全性と有効性に関して、ネビラ
ピンと組み合わせたネルフィナビ
ルの適切な⽤量は確⽴されていま
せん。

↓ネルフィナビルCmin
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リファブチン ↑リファブチン リファブチンとその代謝物濃度は適度に
増加しました。ただし、被験者間のばら
つきが⼤きいため、⼀部の患者はリファ
ブチン曝露の⼤幅な増加を経験し、リ
ファブチン毒性のリスクが⾼くなる可能
性があります。したがって、付随して注
意を払う必要があります

管理。
リファンピン ↓ネビラピン ネビラピンの⾎漿中濃度が低下すると薬

剤の有効性が低下する可能性があるた
め、ネビラピンとリファンピンを併⽤し
ないでください。結核に同時感染し、ネ
ビラピンを含むレジメンを使⽤している
患者を治療する必要がある医師は、代わ
りにリファブチンを使⽤することができ
ます。

サキナビル ↓サキナビル この組み合わせの適切な⽤量は確⽴され
ていませんが、サキナビルの⽤量を増や
す必要があるかもしれません。

aネビラピンとメタドンを同時に治療された患者における⿇薬禁断症候群の報告、お
よびメタドンの⾎漿濃度の低下の証拠に基づく

表5：潜在的な薬物相互作⽤：注意して使⽤します。臨床効果が低下する可能性
があるため、同時投与される薬物の⽤量調整が必要になる場合があります。

ネビラピンとの併⽤により⾎漿中濃度が低下する可能性のある薬剤の例

ドラッグクラス 薬物の例
抗不整脈薬 アミオダロン、ジソピラミド、リドカイン

抗けいれん薬 カルバマゼピン、クロナゼパム、エトスクシミド

抗真菌剤 イトラコナゾール

カルシウムチャネル遮断薬。 ジルチアゼム、ニフェジピン、ベラパミル

がん化学療法 シクロホスファミド

⻨⾓アルカロイド エルゴタミン

免疫抑制剤 シクロスポリン、タクロリムス、シロリムス

運動改善薬 シサプリド

アヘン剤アゴニスト フェンタニル
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ネビラピンとの併⽤により⾎漿中濃度が上昇する可能性のある薬剤の例

抗⾎栓薬 ワルファリン

抗凝固作⽤に対する潜在的な効果。抗凝固レベル
のモニタリングが推奨されます。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害ラミブジン：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。ラ
ミブジンは、微⽣物変異原性スクリーニングまたは試験管内で 細胞形質転換アッセ
イ、しかし弱いことを⽰した試験管内で培養ヒトリンパ球を⽤いた細胞遺伝学的
アッセイおよびマウスリンパ腫アッセイにおける変異原性。しかし、ラミブジンは
の証拠を⽰さなかったインビボ最⼤2,000mg/ kgの経⼝投与量でのラットの遺伝⼦毒
性活性は、HIV感染の推奨⽤量でのヒトの⾎漿レベルの35〜45倍を⽣成します。⽣
殖能⼒の研究では、ラミブジンを最⼤4,000 mg / kg /⽇でラットに投与し、ヒトの⾎
漿レベルの47〜70倍の⾎漿レベルを⽣成しましたが、出⽣⼒の低下の証拠はなく、
⽣存、成⻑、発達への影響もありませんでした。⼦孫の離乳に。

スタブジン：マウスとラットでの2年間の発がん性試験では、スタブジンは、推奨臨
床⽤量でのヒトばく露のそれぞれ39倍と168倍のばく露（AUC）をもたらす⽤量で⾮
発がん性でした。マウスとラットの良性および悪性肝腫瘍と雄ラットの悪性膀胱腫
瘍は、推奨される臨床⽤量でのヒト暴露の250（マウス）および732（ラット）倍の
暴露レベルで発⽣した。

スタブジンは、Ames、E。coli逆突  然変異、またはCHO / HGPRT哺乳類細胞順遺伝
⼦突然変異アッセイにおいて、代謝活性化の有無にかかわらず変異原性を⽰しませ
んでした。スタブジンは、試験管内でヒトリンパ球の染⾊体異常誘発およびマウス
線維芽細胞アッセイ、およびインビボマウス⼩核試験。の中に試験管内で アッセイ
では、スタブジンはヒトリンパ球の染⾊体異常の頻度を⾼め（代謝活性化なしで
25〜250 mcg / mLの濃度）、マウス線維芽細胞の形質転換病巣の頻度を⾼めました
（25〜2500 mcg / mLの濃度、ありなしで）代謝活性化）。の中にインビボ⼩核
アッセイでは、スタブジンは、600〜2000 mg / kg /⽇の⽤量で3⽇間マウスに経⼝ス
タブジン投与した後、⾻髄細胞で染⾊体異常誘発性でした。1mg / kg /⽇の臨床投与
後に観察された216倍までの暴露（Cmaxに基づく）のラットでは、出⽣⼒障害の証
拠は⾒られなかった。

ネビラピン：⻑いです-マウスおよびラットにおける⻑期発がん性試験は、ネビラピ
ンを⽤いて実施されました。マウスに0、50、375または750mg /kg/⽇を2年間投与
した。肝細胞腺腫および癌腫は、男性ではすべての⽤量で、⼥性では2つの⾼⽤量で
増加した。ネビラピンを0、3.5、17.5または35 mg / kg /⽇の⽤量で2年間投与した
試験では、すべての⽤量で雄に、⾼⽤量で雌に肝細胞腺腫の増加が⾒られた。全⾝
曝露（ベース
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2つの動物実験のすべての⽤量でのAUC）は、200mgの1⽇2回の⽤量でヒトで測定さ
れたものよりも低かった。発がん性のメカニズムは不明です。しかし、遺伝⼦毒性
試験では、ネビラピン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、遺伝⼦変異の微⽣物アッセイが
含まれていました（エイムス：サルモネラ菌株および⼤腸菌）、哺乳類細胞遺伝⼦
変異アッセイ（CHO / HGPRT）、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使⽤した細
胞遺伝学的アッセイ、および経⼝投与後のマウス⾻髄微⼩核アッセイ。ネビラピン
の遺伝⼦毒性活性の⽋如を考えると、ネビラピンで治療されたマウスおよびラット
における肝細胞腫瘍のヒトとの関連性は知られていない。⽣殖毒性試験では、AUC
に基づいて、ネビラピンの推奨臨床⽤量とほぼ同等の全⾝暴露を与える⽤量で、雌
ラットに出⽣⼒障害の証拠が⾒られました。

妊娠：妊娠カテゴリーC
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンはすべてカテゴリーCに分類されます。妊婦を対
象とした適切で⼗分に管理された研究はありません。ラミブジン、スタブジン、ネビラ
ピンの錠剤は、潜在的な利益が潜在的な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：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 /⽇を経⼝投与し、成⼈のHIV⽤量の約35倍の⾎漿レベルを⽣成するよ
うに実施されました。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。
ヒトで観察されたものと同様の暴露レベルでウサギに初期胚致死の証拠が⾒られた
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1.2〜2.5 mcg / mL（150 mgを1⽇2回）および2.1〜5.2 
mcg / 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。これらの研究から得られる限られた妊娠後期の安全性情報について
は、有害反応のセクションを参照してください。ラミブジンは、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。
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スタブジン：⽣殖試験は、暴露を受けたラットとウサギで実施された（Cに基づく）
最⼤）1mg / kg /⽇の臨床投与量で⾒られたもののそれぞれ399倍および183倍までで
あり、催奇形性の証拠を明らかにしていません。⼀般的な⾻格変化、⾻化していな
い、または不完全な胸⾻の⾻化の胎児の発⽣率は、ヒトの399倍の暴露でラットで増
加したが、ヒトの216倍の暴露では影響は観察されなかった。着床後のわずかな損失
は、⼈間の曝露の216倍で認められ、影響は⼈間の曝露の約135倍で認められません
でした。ラットの早期死亡率（出⽣から4⽇齢）の増加は、ヒトへの曝露の399倍で
発⽣しましたが、新⽣児の⽣存は、ヒトへの曝露の約135倍では影響を受けませんで
した。ラットでの研究は、スタブジンが胎盤を介して胎児に移動することを⽰しま
した。胎児組織の濃度は、⺟体⾎漿の濃度の約半分でした。動物の⽣殖に関する研
究は、必ずしも⼈間の反応を予測するものではありません。

妊娠中の⼥性におけるスタブジンの適切で⼗分に管理された研究はありません。スタブジン
は、潜在的な利益が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。

致命的な乳酸アシドーシスは、スタブジンとジダノシンを他の抗レトロウイルス薬と組
み合わせて投与された妊婦で報告されています。妊娠がヌクレオシド類似体を投与され
ている妊娠していない個⼈で報告された乳酸アシドーシス/脂肪肝症候群のリスクを増⼤
させるかどうかは不明です。スタブジンを投与されているHIV感染妊婦の世話をしてい
る医療提供者は、乳酸アシドーシス/脂肪肝症候群の早期診断に注意を払う必要がありま
す。

ネビラピン：妊娠中のラットおよびウサギで実施された⽣殖試験では、観察可能な
催奇形性は検出されなかった。ラットでは、胎児の体重の有意な減少が、推奨され
るヒトの臨床⽤量で⾒られるよりも、AUCに基づいて約50％⾼い全⾝曝露を提供す
る⽤量で発⽣しました。

ラットおよびウサギにおける⺟体および発⽣の無毒性量レベルの投与量は、AUCに
基づいて、推奨される1⽇あたりのヒト投与量で⾒られるものとそれぞれほぼ同等ま
たは約50％⾼い全⾝曝露をもたらしました。HIV-1感染の併⽤治療の⼀環として慢性
ネビラピン療法を受けている妊婦では、死亡を含む重篤な肝イベントが報告されて

います。妊娠が妊娠していない⼥性で観察されたすでに増加したリスクを増⼤させ
るかどうかは不明です（警告を参照）。

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、HIV感染の出⽣後の感染のリスク
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。。さらに、授乳
中の乳児には深刻な副作⽤が⽣じる可能性があるため、ラミブジン、スタブジン、
ネビラピンの錠剤を服⽤している場合は、⺟乳で育てないように⺟親に指⽰する必
要があります。

ラミブジン：45 mg / kgのラミブジンを投与された授乳中のラットを対象とした研究では、乳汁中の
ラミブジン濃度が⾎漿中のラミブジン濃度よりもわずかに⾼いことが⽰されました。ラミブジン
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⺟乳にも排泄されます。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。

スタブジン：授乳中のラットでの研究は、スタブジンが⽜乳に排泄されることを⽰
しました。スタブジンが⺟乳に排泄されるかどうかは不明ですが、授乳中の乳児に
スタブジンが悪影響を与える可能性があります。

ネビラピン：ネビラピンは⺟乳に排泄されます。

⼩児⽤：
⼩児患者には、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤が推奨されます
> 12歳で、体重が50kg以上。

⼀般的な使⽤：
ラミブジン、スタブジン、およびネビラピンの臨床研究には、65歳以上の患者が若
い患者と異なる反応を⽰すかどうかを判断するのに⼗分な数の患者が含まれていま
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。ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は固定⽤量の
組み合わせであるため、⽤量を減らす必要がある患者やCrCLが50 mL/min未満の腎
機能障害のある患者には処⽅しないでください。

スタブジン
⾼齢の患者は腎機能が低下している可能性が⾼いため、腎機能を監視することが役
⽴つ場合があります。

進⾏したHIV感染症の患者に対する単剤療法の拡張アクセスプログラムでは、末梢神
経障害または末梢神経障害の症状が、40 mgを1⽇2回投与された15/40（38％）の⾼
齢患者、および20 mgを2回投与された8/51（16％）の⾼齢患者で観察されました。
毎⽇。拡張アクセスプログラムに登録された約12,000⼈の患者のうち、末梢神経障
害または末梢神経障害の症状は、40 mgを1⽇2回投与された患者の30％、および20 
mgを1⽇2回投与された患者の25％で発症しました。⾼齢の患者は、末梢神経障害の
兆候と症状を注意深く監視する必要があります。

逆反応
ラミブジン、スタブジン、およびネビラピンの錠剤を使⽤すると、ラミブジン、スタブジン、お
よびネビラピンの有害事象が予想される場合があります。ラミブジン、スタブジン、およびネビ
ラピンで報告された有害事象を以下に⽰します。

ラミブジン（⼤⼈）
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HIVの臨床試験：表6に、ラミブジン150 mgを1⽇2回、RETROVIR 200 mgを1⽇3
回、ジドブジンと⽐較して治療中に5％以上の頻度で選択された臨床的有害事象を⽰
します。

表6：選択された臨床的有害事象（>> 4つの管理された臨床試験で5％の頻度）

ラミブジン150mg
1⽇2回

プラスRETROVIR
（n = 251）

RETROVIR *
（n = 230）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％

27％
23％
12％

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
腹痛
腹部のけいれん
消化不良

33％
18％
13％
10％
9％
6％
5％

29％
22％
12％
7％

11％
3％
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％

10％
7％
4％
4％

呼吸器
⿐の兆候と症状咳 20％

18％
11％
13％

肌
⽪膚の発疹 9％ 6％

筋⾻格
筋⾻格痛
筋⾁痛
関節痛

12％
8％
5％

10％
6％
5％

*ジドブジン単剤療法またはザルシタビンと組み合わせたジドブジンのいずれか。

ラミブジン300mgを1⽇1回またはラミブジン150mgを1⽇2回投与された患者
（EPV20001およびEPV40001の3剤併⽤レジメン）で報告された臨床的有害事象の種
類と頻度は類似していた。両⽅の治療グループで最も⼀般的な有害事象は、悪⼼、
めまい、倦怠感および/または倦怠感、頭痛、夢、不眠症およびその他の睡眠障害、
および⽪膚の発疹でした。
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膵炎は、対照臨床試験EPV20001、NUCA3001、NUCB3001、NUCA3002、
NUCB3002、およびB3007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は表7に要約されています。

表7：4つの24週間の代理エンドポイント研究および臨床エンドポイント研究に
おける成⼈の選択された検査異常の頻度

24週間の代理エンドポイント
研究*

臨床評価項⽬
勉強 *

ラミブジン
プラス

現時点の
治療

ラミブジン
プラス

RETROVIR

プラセボプラス
現時点の

治療** / **

テスト
（しきい値レベル）

RETROVIR
* * / *

好中球絶対数（<750 / 
mm3）。 7.2％ 5.4％ 15％ 13％

ヘモグロビン（<8 g / dL） 2.9％ 1.8％ 2.2％ 3.4％
⾎⼩板（<50,000 / mm3）。 0.4％ 1.3％ 2.8％ 3.8％
ALT（> 5×ULN） 3.7％ 3.6％ 3.8％ 1.9％
AST（> 5×ULN） 1.7％ 1.8％ 4％ 2.1％
ビリルビン（> 2.5×ULN） 0.8％ 0.4％ ND ND
アミラーゼ（> 2×ULN） 4.2％ 1.5％ 2.2％ 1.1％
*研究期間の中央値は12か⽉でした。
* * / *ジドブジン単剤療法またはザルシタビンと組み合わせたジドブジンのいずれか。
* * / **現在の治療法は、ジドブジン、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のいずれかでし
た。ULN=通常の上限。
ND=完了していません。

妊娠の最後の数週間から妊娠中の⼥性にラミブジンを単独で、またはジドブジンと
組み合わせて投与した⼩規模で管理されていない研究（注意事項：妊娠を参照）で
は、報告された有害事象には貧⾎、尿路感染症、分娩と出産の合併症が含まれてい
ました。市販後の経験では、妊娠中に他の抗レトロウイルス薬と組み合わせてラミ
ブジンを投与された⼥性で肝機能異常と膵炎が報告されています。ラミブジンに関
連する有害事象のリスクが他のHIV感染患者と⽐較して妊婦で変化するかどうかは不
明です。

ラミブジン300mgを1⽇1回またはラミブジン150mgを1⽇2回（3剤併⽤レジメン
で）投与された患者で報告された選択された検査異常の頻度は類似していた。

慢性B型肝炎患者のラミブジン：慢性B型肝炎の臨床試験では、HIVの治療に使⽤さ
れる⽤量よりも低い⽤量のラミブジン（1⽇100 mg）が使⽤されました。ラミブジ
ンとプラセボの最も頻繁な有害事象は、⽿、⿐、喉の感染症でした（25％対
21％）。倦怠感と倦怠感（24％対28％）; と頭痛（21％

Strides Arcolab Limited 2007 ページ37/56



対21％）、それぞれ。ラミブジンで報告された最も頻繁な検査異常は、ALTの上
昇、⾎清リパーゼの上昇、CPKの上昇、および肝機能検査の治療後の上昇でした。
ラミブジン治療中のHBVウイルス変異体の出現は、薬剤感受性の低下と治療反応の
低下に関連して報告されました（警告と注意も参照）。詳細については、EPIVIR-
HBV錠および経⼝液剤の完全な処⽅情報を参照してください。

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（注意事項：脂肪の再分配を参照）。

消化器：⼝内炎。
内分泌および代謝：⾼⾎糖。 全般的：
弱さ。
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
（警告および注意を参照）。
過敏症：アナフィラキシー、蕁⿇疹。
筋⾻格：筋⼒低下、CPK上昇、横紋筋融解症。 緊張：知覚異
常、末梢神経障害。 呼吸器：異常な呼吸⾳/喘鳴。 肌：脱⽑症、
発疹、そう痒症。

スタブジン（（⼤⼈）
致命的な乳酸アシドーシスは、他の抗レトロウイルス薬と組み合わせてスタブジンで治療さ
れた患者で発⽣しました。乳酸アシドーシスが疑われる患者は、スタブジンによる治療を直
ちに中断する必要があります。乳酸アシドーシスが確認された患者には、スタブジンの永久
中⽌を検討する必要があります。

スタブジン療法が運動衰弱と関連することはめったになく、主に乳酸アシドーシス
の状況で発⽣します。運動の衰弱が⽣じた場合は、スタブジンを中⽌する必要があ
ります。

スタブジン療法は末梢感覚神経障害にも関連しており、重症である可能性があり、
⽤量に関連しており、神経障害に関連する他の薬剤（ジダノシンを含む）で治療さ
れている患者、進⾏したHIV感染症の患者、または以前に末梢神経障害を経験したこ
とがある患者。

患者は、通常、⾜や⼿のしびれ、うずき、または痛みによって現れる神経障害の発
症を監視する必要があります。スタブジン関連の末梢神経障害は、治療を直ちに中
⽌すれば解決する可能性があります。ある場合には、
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治療中⽌後、⼀時的に症状が悪化することがあります。症状が完全に解消した場
合、患者は半分の⽤量での治療の再開に耐えることができます（投与量と投与を参
照）。再開後に神経障害が再発する場合は、スタブジンの永久的な中⽌を検討する
必要があります。

スタブジンを同様の毒性を持つ他の薬剤と組み合わせて使⽤  すると、有害事象の発
⽣率は、スタブジンを単独で使⽤した場合よりも⾼くなる可能性があります。膵
炎、末梢神経障害、および肝機能異常は、ヒドロキシ尿素の有無にかかわらず、ス
タブジンとジダノシンの組み合わせで治療された患者でより頻繁に発⽣します。致
命的な膵炎および肝毒性は、ジダノシンおよびヒドロキシ尿素と組み合わせたスタ
ブジンで治療された患者でより頻繁に発⽣する可能性があります（警告および注意
を参照）。

制御された単剤療法研究でスタブジンを投与された成⼈患者で発⽣した選択された
臨床的有害事象を表8に⽰します。

表8：単剤療法研究で選択された臨床有害事象a

パーセント（％）

有害事象 スタブジンb（40 mg
1⽇2回）

（n = 412）

ジドブジン（200
mg 1⽇3回）

（n = 402）

頭痛 54 49
下痢 50 44
末梢神経学
症状/神経障害

52 39

発疹 40 35
吐き気と嘔吐 39 44

a治験薬との関係に関係なく、あらゆる重症度。
bスタブジン療法の期間の中央値=79週間; ジドブジン療法の期間の中央値=53週間。

膵炎は、制御された単剤療法研究でスタブジンを投与された412⼈の成⼈患者のうち
3⼈で観察されました。

2つの対照併⽤試験からスタブジンを投与された抗レトロウイルス治療を受けていな
い成⼈患者で発⽣した選択された臨床的有害事象を表9に⽰します。

表9：選択された臨床的有害事象a併⽤療法研究

パーセント（％）

勉強 研究2b
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スタブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 100c）。

ジドブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 102）

スタブジン+
ジダノシン+

インジナビル

（n = 102c）。

ジドブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 103）有害事象
吐き気 43 63 53 67
下痢 34 16 45 39
頭痛 25 26 46 37
発疹 18 13 30 18
嘔吐 18 33 30 35
末梢神経学
症状/神経障害

8 7 21 10

a研究レジメンとの関係に関係なく、あらゆる重症度
b研究2では、205⼈の治療歴のない患者を対象に2つのトリプルコンビネーションレジメンを⽐較しました。患者は、スタブジン（40 mgを1⽇2回）とジダノシン
とインジナビル、またはジドブジンとラミブジンとインジナビルのいずれかを投与されました。
cスタブジン療法の期間=48週間。

死に⾄る膵炎は、ヒドロキシ尿素の有無にかかわらず、スタブジンとジダノシンで
治療された患者で、管理された臨床研究と市販後の報告で観察されました。

制御された単剤療法研究で報告された選択された検査室異常を表10に⽰します。

表10：単剤療法研究で選択された成⼈の検査室異常a、

b

パーセント（％）

スタブジン（40
mgを1⽇2回）

（n = 412）

ジドブジン（200
mg 1⽇3回）

（n = 402）パラメータ

AST（SGOT）（> 5 x ULN） 11 10
ALT（SGPT）（> 5 x ULN） 13 11
アミラーゼ（≥1.4xULN） 14 13

a臨床検査が実施された患者に提⽰されたデータ
bスタブジン療法の期間の中央値=79週間; ジドブジン療法の期間の中央値=53週間。ULN=通常の上
限。

2つの制御された組み合わせ研究で報告された選択された検査室の異常を表11および
12に⽰します。

表11：2つの併⽤療法研究で選択された検査室異常
（グレード3〜4）

パーセント（％）
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研究1 研究2
スタブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 100）

ジドブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 102）

スタブジン+
ジダノシン+

インジナビル

（n = 102）

ジドブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 103）パラメータ

ビリルビン
（> 2.6 x ULN）

7 6 16 8

AST（SGOT）
（> 5 x ULN）

5 2 7 7

ALT（SGPT）
（> 5 x ULN）

6 2 8 5

GGT
（> 5 x ULN）

2 2 5 2

リパーゼ
（> 2 x ULN）

6 3 5 5

アミラーゼ
（> 2 x ULN）

4 <1 8 2

ULN=通常の上限。

表12：2つの併⽤療法研究（すべてのグレード）で選択された
検査室の異常

パーセント（％）

研究1 研究2
スタブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 100）

ジドブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 102）

スタブジン+
ジダノシン+

インジナビル

（n = 102）

ジドブジン+
lamivudine +

インジナビル

（n = 103）パラメータ

合計
ビリルビン

65 60 68 55

AST
（SGOT）

42 20 53 20

ALT
（SGPT）

40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
リパーゼ 27 12 26 19
アミラーゼ 21 19 31 17
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臨床診療中に観察された
スタブジンの承認後の使⽤中に、以下のイベントが確認されました。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、その深刻さ、報告の頻度、スタブジンとの因果関係、またはこれら
の要因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-腹痛、アレルギー反応、悪寒/発熱、および体脂肪の再分布/蓄積
（注意事項：脂肪の再分布を参照）。 消化器疾患-⾷欲不振。

外分泌腺障害-膵炎[致命的な症例を含む（警告を参
照）]。
造⾎系疾患-貧⾎、⽩⾎球減少症、および⾎⼩板減少症。 肝臓-症候性⾼
乳酸⾎症/乳酸アシドーシスおよび脂肪肝（警告を参照）、肝炎および
肝不全。
筋⾻格-筋⾁痛。
神経系-不眠症、重度の運動衰弱（乳酸アシドーシスの設定で最も頻繁に報告されます。
警告を参照してください）。

ネビラピン：
ネビラピンに関連する最も深刻な副作⽤は、肝炎/肝不全、スティーブンス‧ジョン
ソン症候群、中毒性表⽪壊死症、および過敏反応です。肝炎/肝不全は、発熱、全⾝
倦怠感、倦怠感、筋⾁または関節の痛み、⽔疱、⼝腔病変、結膜炎、顔⾯浮腫、好
酸球増加症、顆粒球減少症、リンパ節腫脹を伴う重度の発疹または発疹を含む可能
性がある過敏症の兆候と分離または関連している可能性があります。または腎機能
障害（警告を参照）。

⼤⼈：
ネビラピンの最も⼀般的な臨床毒性は発疹であり、重度または⽣命を脅かす可能性があ
ります（警告を参照）。発疹は、治療の最初の6週間以内に最も頻繁に発⽣します。発
疹は通常、軽度から中等度の斑状丘疹状紅斑性⽪膚発疹であり、かゆみの有無にかかわ
らず、体幹、顔⾯、および四肢に発⽣します。対照臨床試験では、治療の最初の6週間
にプラセボを投与された5.8％と⽐較して、ネビラピンを投与された患者の13.3％でグ
レード1および2の発疹が報告されました。グレード3および4の発疹は、プラセボを投与
された被験者の0.1％と⽐較して、ネビラピンレシピエントの1.5％で報告されました。
⼥性は、ネビラピン関連の発疹を発症するリスクが⾼い傾向があります。

対照臨床試験では、重症度に関係なく、症候性の肝イベントがネビラピンを投与さ
れた患者の4％（0％から11％の範囲）および対照群の患者の1.2％で発⽣しました。
⼥性の性別およびCD4+細胞数の増加（>250細胞/mm3⼥性および>400細胞/mm3男
性の場合）これらのイベントのリスクが⾼い患者を配置します（警告を参照）。
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無症候性トランスアミナーゼ上昇（ASTまたはALT> 5X ULN）は、ネビラピンを投与
された患者の5.8％（0％から9.2％の範囲）および対照群の患者の5.5％で観察されま
した。B型またはC型肝炎の重複感染、および/またはネビラピンによる治療開始時の
肝機能検査の増加は、後の症候性イベント（ネビラピン開始後6週間以上）および
ASTまたはALTの無症候性増加のリスクが⾼くなります。

プラセボ対照試験でネビラピンを投与された患者の2％以上で観察された中等度また
は重度の治療関連の有害な経験を表13に⽰します。

表13：成⼈プラセボ対照試験における中等度または重度の薬物関連イベント
の患者の割合

トライアル10901 試験1037、1038、10462

ネビラピン
（n = 1121）

プラセボ
（n = 1128）

ネビラピン
（n = 253）

プラセボ
（n = 203）

曝露中央値（週） 58 52 28 28
有害事象 14.5％ 11.1％ 31.6％ 13.3％

発疹 5.1 1.8 6.7 1.5
吐き気 0.5 1.1 8.7 3.9
顆粒球減少症 1.8 2.8 0.4 0
頭痛 0.7 0.4 3.6 0.5
倦怠感 0.2 0.3 4.7 3.9
下痢 0.2 0.8 2 0.5
腹痛 0.1 0.4 2 0
筋⾁痛 0.2 0 1.2 2

1バックグラウンド療法には、すべての患者に対するラミブジンと、NRTIとPIの組み合わせが含まれていました。患者のCD4+細胞数は200細胞/mm未満でし
た3。
2バックグラウンド療法には、ジドブジンおよびジドブジンとジダノシンが含まれていました。⼀部の患者にはネビラピン単剤療法が施⾏された。患者
のCD4+細胞数は200細胞/mmを超えていました3

検査室の異常：肝機能検査の異常（AST、ALT）は、対照よりもネビラピンを投与さ
れた患者でより頻繁に観察されました（表14）。GGTの無症候性の上昇は頻繁に発
⽣しますが、他の肝機能検査で上昇がない場合にネビラピン療法を継続することは
禁忌ではありません。他の検査室の異常（ビリルビン、貧⾎、好中球減少症、⾎⼩
板減少症）は、ネビラピンと対照レジメンを⽐較した臨床試験で同様の頻度で観察
されました（表14を参照）。

表14：検査室異常のある成⼈患者の割合
トライアル10901 試験1037、1038、
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10462

ネビラピン プラセボ ネビラピン プラセボ
検査室の異常 n = 1121 n = 1128 n = 253 n = 203

⾎液化学
SGPT（ALT）> 250 U / L 5.3％ 4.4％ 14％ 4％
SGOT（AST）> 250 U / L 3.7 2.5 7.6 1.5
ビリルビン>2.5mg / dL 1.7 2.2 1.7 1.5
⾎液学
ヘモグロビン<8g/ dL 3.2 4.1 0 0
⾎⼩板<50,000/mm3 1.3 1 0.4 1.5
好中球<750/mm3 13.3 13.5 3.6 1

1バックグラウンド療法には、すべての患者に対するラミブジンと、NRTIとPIの組み合わせが含まれていました。患者のCD4+細胞数は200細
胞/mm未満でした3。
2バックグラウンド療法には、ジドブジンおよびジドブジンとジダノシンが含まれていました。⼀部の患者にはネビラピン単剤療法が施⾏され
た。患者のCD4+細胞数は200細胞/mmを超えていました3。

臨床診療中に観察された
臨床試験中に特定された有害事象に加えて、臨床診療でネビラピンを使⽤した場
合、以下の事象が報告されています。
全体としての体：発熱、傾眠、禁断症状（注意事項を参照：薬物相互作⽤）、体脂
肪の再分配/蓄積（注意事項を参照、脂肪の再分配）。

胃腸：嘔吐
肝臓と胆汁：⻩疸、劇症および胆汁うっ滞性肝炎、肝壊死、肝不全

⾎液学：貧⾎、好酸球増加症、好中球減少症 
筋⾻格：関節痛 神経学：知覚異常

⽪膚と付属物：アナフィラキシー、⾎管浮腫、⽔疱性発疹、潰瘍性⼝内炎、蕁⿇疹
などのアレルギー反応がすべて報告されています。さらに、発熱、⽔疱、⼝腔病
変、結膜炎、顔⾯浮腫、筋⾁または関節の痛み、全⾝倦怠感、倦怠感または重⼤な
肝異常（警告を参照）などの体質的所⾒に関連する発疹を伴う過敏症症候群および
過敏症反応に加えて、以下：肝炎、好酸球増加症、顆粒球減少症、リンパ節腫脹お
よび/または腎機能障害がネビラピンの使⽤で報告されています。

過剰投与
ラミブジン：ラミブジンの解毒剤は知られていません。6g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。⼩児の過剰摂取の2例がACTG300で報告されました。1例は7mg/kg
のラミブジンの単回投与でした。2番⽬のケース
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5mg/kgのラミブジンを1⽇2回30⽇間使⽤する必要がありました。いずれの場合も、
臨床的兆候や症状は⾒られませんでした。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。過剰摂取が発⽣した場合は、患者を監視し、必要に応じて標準的な
⽀持療法を適⽤する必要があります。

スタブジン：推奨される1⽇量の12〜24倍で治療された成⼈の経験では、急性毒性は
⾒られませんでした。慢性的な過剰投与の合併症には、末梢神経障害と肝毒性が含
まれます。スタブジンは⾎液透析によって取り除くことができます。スタブジンの
平均±SD⾎液透析クリアランスは120±18mL/分です。スタブジンが腹膜透析に
よって排除されるかどうかは研究されていません。

ネビラピン：ネビラピンの過剰投与に対する解毒剤は知られていません。1⽇あたり
800〜1800 mgの範囲の⽤量で最⼤15⽇間、ネビラピンを過剰摂取した症例が報告さ
れています。患者は、浮腫、結節性紅斑、倦怠感、発熱、頭痛、不眠症、悪⼼、肺
浸潤、発疹、めまい、嘔吐、体重減少などのイベントを経験しています。ネビラピ
ンの中⽌後、すべてのイベントは治まりました。

投薬と管理 ⼤⼈

導⼊期間（最初の14⽇間の投与）：
ネビラピンを1⽇1回投与する14⽇間の導⼊期間は、発疹のリスクが低いことに関連
しています。したがって、次のレジメンが最初の14⽇間の投薬に推奨されます。

60kg以上の成⼈患者の場合：ラミブジン、スタブジンおよびネビラピン錠1錠、150 
mg / 40 mg / 200 mgを1⽇1回服⽤し、12時間後にこれらの薬剤の代替製剤を使⽤し
てラミブジン150mgおよびスタブジン40mgを1⽇経⼝投与します。

60kg未満の患者の場合：ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤1錠、150 
mg / 30 mg / 200 mgを1⽇1回服⽤し、12時間後にラミブジン150mgとスタブジン
30mgを1⽇経⼝投与します。

メンテナンス：
ネビラピンの最初の14⽇間が過敏反応（発疹、肝機能検査の異常など。警告と注意
を参照）なしで許容される場合、推奨される維持経⼝投与量は次のとおりです。

60kg以上の患者の場合：ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤1錠、150mg / 40mg / 
200mgを1⽇2回（12時間間隔で）服⽤。

60kg未満の患者の場合：ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠1錠、150mg / 
30mg / 200mgを1⽇2回（12時間間隔）服⽤。
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ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、絶⾷状態で12時間間隔で服⽤する
必要があります。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠は固定⽤量の併⽤錠剤であるため、⽤量調
整が必要な患者や⽤量制限のある有害事象を経験している患者には処⽅しないでく
ださい。

⼩児科
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤150 mg / 30 mg / 200mgは、12歳以上
で体重が50kg以上の⼩児患者に推奨されます。ラミブジン、スタブジン、ネビラピ
ンの錠剤150 mg / 40 mg / 200 mgは、12歳以上で体重が60kg以上の⼩児患者に推奨
されます。

⽼年医学
特定の投与量の変更は推奨されていませんが、ラミブジン、スタブジン、およびネ
ビラピンの錠剤を⽼⼈患者（65歳以上）に投与する場合は注意が必要です。

モニタリング
末梢神経障害の発症について患者を監視する必要があります。末梢神経障害は通
常、⾜や⼿のしびれ、うずき、または痛みを特徴とします。これらの症状が現れた
場合は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠による治療を中断する必要があり
ます。治療をすぐに中⽌すると、症状が解消する場合があります。⼀部の患者は、
治療の中⽌後に症状の⼀時的な悪化を経験する可能性があります。

肝機能検査を含む集中的な臨床および検査室モニタリングは、ベースライン時およ
び治療の最初の18週間に不可⽋です。この期間中のモニタリングの最適な頻度は確
⽴されていません。⼀部の専⾨家は、⽉に1回以上の頻度で臨床および検査室でのモ
ニタリングを推奨しており、特に、ベースライン時、⽤量漸増前、および⽤量漸増
後2週間での肝機能検査のモニタリングが含まれます。最初の18週間の期間の後、頻
繁な臨床および検査室でのモニタリングを治療中継続する必要があります。治療を
中⽌したにもかかわらず、肝障害が進⾏した場合もあります。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、患者が重度の発疹または体質の所⾒を
伴う発疹を経験した場合は中⽌する必要があります。200mg /⽇の14⽇間の導⼊期間中
に発疹を経験している患者は、発疹が解消するまでネビラピンの⽤量を増やすべきでは
ありません（警告を参照）。ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの組み合わせ錠は肝
炎を引き起こす可能性があります。臨床的肝炎が発⽣した場合は、ラミブジン、スタブ
ジン、ネビラピンの錠剤を中⽌する必要があります。回復後、ラミブジン、スタブジ
ン、ネビラピン錠を再起動しないでください（警告を参照）。
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ラミブジン、スタブジンおよびネビラピン錠の投与を7⽇以上中断した患者は、ラミ
ブジン、スタブジンおよびネビラピン錠の推奨される14⽇間の導⼊投与を再開し、
12時間後にラミブジンおよびネビラピンの1⽇量を投与する必要があります。14⽇
後、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠の毎⽇の維持投薬を再開することがで
きます。

肝機能障害：ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠を中等度の肝機能障害のある
患者に投与する場合は注意が必要です。ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠
剤は、重度の肝機能障害のある患者には投与しないでください。

腎機能障害：ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、クレアチニンクリアランスが
50ml/分以下の患者には推奨されません。

注：ラミブジン、ネビラピン、およびスタブジン錠と組み合わせたジドブジンは推
奨されません（を参照）。予防： 薬物相互作⽤）。ラミブジン、ネビラピンおよび
スタブジンの組み合わせ錠剤と組み合わせたジダノシンは推奨されません（参照警
告と注意事項）。

供給⽅法
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤150 mg / 30 mg / 200 mgは淡いピンク⾊
で、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤150 mg / 40 mg /200mgは淡⻩⾊で
す。どちらのストレングスタブレットも円形で平らな斜⾓のタブレットで、⽚側にSLN
が刻印されています。タブレットは60のHDPEコンテナで提供されます。

保管所：ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、25ºC（77ºF）を超えて保管しないでくださ
い。光から保護します。密閉容器に保管してください。お⼦様の⼿の届かない安全な場所に保管して
ください。

製：
STRIDES ARCOLAB LIMITED、
バンガロール、
インド。
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注意薬剤師：「投薬ガイド」を取り外し、製品を不要にします。

投薬ガイド

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠
（ラミブジン150mg、スタブジン30mgおよびネビラピン200mg）
（ラミブジン150mg、スタブジン40mgおよびネビラピン200mg）

⼀般名：ラミブジン/スタブジン/ネビラピン（lah MIH vue deen / STA vue deen / na VAIR a 
peen）タブレット。

服⽤を開始する前に、この投薬ガイドをお読みくださいラミブジン、スタブジン、
ネビラピン錠そして、新しい情報があるかもしれないので、あなたが補充を得るた
びに。この情報は、医師と話す代わりにはなりません。あなたとあなたの医者は話
し合うべきですラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠薬を飲み始めたときや定期
健診時。使⽤中は医師の診察を受けてくださいラミブジン、スタブジン、ネビラピ
ンの組み合わせ錠。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。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠について知っておくべき最も重要な情報は
何ですか？
あなたの医者はあなたにいくつ教えますラミブジン、ネビラピン、スタブジンの錠剤 服
⽤する頻度と服⽤する頻度。あなたの医者はあなたの体重、腎臓と肝臓の機能に基づい
てあなたの⽤量を決定します。
取ったラミブジン、ネビラピン、スタブジンの錠剤指⽰どおり。医者があなたに⾔った以上
に服⽤しないでください。服⽤する量と服⽤する頻度については、ラベルを注意深く確認し
てください。
あなたの医者はあなたが取るように勧めますラミブジン、ネビラピン、スタブジン
の錠剤ネビラピン200mgを含む錠剤を1⽇1回（ラミブジンとスタブジンを含む錠剤
を1⽇2回服⽤）受け取る2週間の「導⼊」期間に耐えた場合にのみ1⽇2回。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤している患者は、重度の肝疾患や⽪
膚反応を起こし、死に⾄る可能性があります。これらの反応のリスクは、治療の最初の
18週間で最⼤になりますが、これらの反応はその後にも発⽣する可能性があります。
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肝臓の反応
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤している間、どの患者も肝臓の
問題を経験する可能性があります。ただし、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン
錠の治療を開始したときにCD4数が多い⼥性や患者は、肝臓に損傷を与える可能性
が⾼くなります。CD4数が250細胞/mmを超える⼥性3これらのイベントの最⼤のリ
スクにさらされています。CD4>250セル/mmの⼥性の場合3またはCD4>400細胞/
mmの男性3あなたとあなたの医師がそうすることの利益がリスクを上回ると決定し
ない限り、あなたはラミブジン、スタブジンとネビラピンの錠剤を服⽤し始めるべ
きではありません。肝臓の問題はしばしば発疹を伴います。

開始する患者ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠肝機能検査が異常で、B型また
はC型肝炎の患者は、開始後に肝機能検査がさらに増加する可能性が⾼くなります。
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠そして治療を通して。

まれに、肝臓の問題が肝不全を引き起こし、肝移植または死亡につながる可能性が
あります。したがって、肝臓の問題の次の症状のいずれかが発⽣した場合は、ラミ
ブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤の服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してく
ださい。

•• ⼀般的な不快感または「インフルエンザのような」症状、

•• 疲れ、
•• 吐き気（胃の調⼦が悪い）、
•• ⾷欲の⽋如
•• ⽪膚の⻩変または⽬の⽩、
•• 暗⾊尿（茶⾊）、
•• 淡い便（排便）、
•• 肋⾻の下の右側に触れる痛み、痛み、または過敏症。

治療の最初の18週間は、医師があなたをチェックし、⾎液検査を頻繁に⾏って肝機
能をチェックする必要があります。肝臓の問題のチェックは、治療中に定期的に継
続する必要がありますラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠。

B型肝炎ウイルス感染の悪化。ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠を服⽤してい
るHBV感染症の患者そしてそれを⽌めて、彼らの肝炎の「再燃」を起こすかもしれ
ません。「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、停⽌後数か⽉間、医師が肝機能を注意深く監視す
る必要があります。ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠。あなたは抗HBV薬を
服⽤する必要があるかもしれません。
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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。あなたが取っている場合ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠リバビ
リンの有無にかかわらずインターフェロンと同様に、あなたが副作⽤を経験するなら
ば、あなたの医者に必ず伝えてください。

⽪膚反応
⽪膚の発疹はの最も⼀般的な副作⽤ですラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠。
ほとんどの発疹は、治療の最初の6週間に発⽣します。少数の患者では、発疹は深刻
で、死に⾄る可能性があります。したがって、次の症状のいずれかで発疹が発⽣し
た場合は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤の使⽤を中⽌し、すぐに医
師に連絡してください。

•• ⼀般的な不快感または「インフルエンザのような」症状、

•• 熱、
•• 筋⾁や関節の痛み、
•• 結膜炎（「ピンクの⽬」のような⾚い⽬または炎症を起こした⽬、
•• ⽔ぶくれ、

•• ⼝内痛、
•• 顔のむくみ、
•• 疲れ、
•• 上記の肝臓の問題の症状のいずれか

上記の深刻な肝臓または⽪膚反応を経験したために医師からラミブジン、スタブジ
ン、ネビラピン錠の治療を中⽌するように⾔われた場合は、ラミブジン、スタブジ
ン、ネビラピン錠を⼆度と服⽤しないでください。

乳酸アシドーシス
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠肝臓の肥⼤とともに、乳酸アシドーシスと呼ばれる
状態を引き起こす可能性があります。乳酸アシドーシスの症状には以下が含まれます：

•• ⾮常に弱くて疲れている：
•• 吐き気、嘔吐、または異常または予期しない胃の不快感;
•• 呼吸困難;
•• 腕と脚の弱さ。

これらの症状に気づいた場合、または病状が急激に変化した場合は、服⽤を中⽌してくださ
い ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤し、すぐに医師に連絡してください。
乳酸アシドーシスは、病院で治療しなければならない救急疾患です。

このまれですが、深刻な副作⽤は、⼥性（妊娠中の⼥性を含む）、太りすぎの患
者、およびヌクレオシド薬を服⽤している患者でより頻繁に発⽣します
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とても⻑い間。あなたが肝臓病を患っているなら、あなたはまたこの状態になるリスクがより⾼いか
もしれません。あなたが治療を受けている間ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠、あなたの医者
はあなたが乳酸アシドーシスを発症しているかもしれない兆候がないかあなたを注意深く監視しま
す。

膵炎
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠は膵炎を引き起こす可能性がありますが、膵臓の危険な
炎症。死に⾄る可能性があります。腹痛、吐き気、嘔吐を発症した場合は、すぐに医師に相談し
てください。これらは膵炎の兆候である可能性があります。膵炎にかかったことがあるか、定期
的にアルコール飲料を飲むか、胆⽯を持っているかどうかを医師に知らせてください。膵炎は、
これらの状態の患者でより頻繁に発⽣します。また、進⾏したHIV疾患を持つ⼈々に発⽣する可
能性が⾼くなりますが、どの病期でも発⽣する可能性があります。

これらはすべての副作⽤ではありませんラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠。
（「の可能性のある副作⽤は何ですか？」のセクションを参照してください ラミブ
ジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤？」詳細については。）からの副作⽤がある
かどうか医師に伝えてくださいラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤とは何ですか？また、それらは何に使
⽤されますか？

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン
の3つの薬の組み合わせであり、これらは別々の薬としても⼊⼿可能であり、ヒト免
疫不全ウイルス（HIV）感染症の治療に⼀般的に使⽤されています。

の各タブレットラミブジン、スタブジン、ネビラピン150 mg / 30 mg / 200 mg150 mgのラミブ
ジン、30 mgのスタブジン、200mgのネビラピンが含まれています。

の各タブレットラミブジン、スタブジン、ネビラピン150 mg / 40 mg / 200 mg150 mgのラミブ
ジン、40 mgのスタブジン、200mgのネビラピンが含まれています。

•• ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠成⼈のHIV感染症の治療に使⽤されま
す。ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠体内のHIVウイルスの量を減ら
し、CD4細胞数を増やします。CD4細胞は⽩⾎球の⼀種であり、感染と戦う
ために健康な免疫システムを維持する上で重要な役割を果たします。による
治療への反応ラミブジン、スタブジンおよび

ネビラピン錠患者によって異なります。あなたがあなたの医者の世話の下に
とどまることが⾮常に重要です。医師は、有効性と副作⽤を監視するため
に、この薬による治療中に⾎液検査または他の医学的評価を受けることを希
望する場合があります。
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•• ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、HIV感染やエイズを治療し
ません。ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤が⻑⽣きするのに役⽴
つのか、それとも⼈々がHIVやエイズで受ける医学的問題を減らすのに役⽴つ
のかは不明です。ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤してい
る間は、定期的に医師の診察を受けることが⾮常に重要です。

•• ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、性的接触、針の共有、または⾎
液への曝露によってHIVが他の⼈に感染するリスクを低下させません。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。汚れた針を使⽤
したり共有したりしないでください。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤してはいけないのは誰ですか？

次の場合は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤しないでください：
•• あなたはの成分のいずれかにアレルギーがありますラミブジン、スタブジン、ネ

ビラピン錠。あなたの医者または薬剤師は不活性成分についてあなたに話すこと
ができます。

•• 再起動しないでくださいラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠 肝臓や⽪膚
の深刻な反応、⾎液の問題、乳酸アシドーシスなどの深刻な副作⽤を経験
し、回復した場合ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠または個々の有効
成分のいずれか。

•• もっていかないでラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠特定の薬を服⽤し
ている場合。（「他の薬を⼀緒に服⽤できますか？」を参照してください。 
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠？」薬のリストについて。）

•• HIVに感染していない場合は、これらの薬を服⽤しないでください。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤、150 mg / 30 mg /200mgおよび
150mg/ 40 mg / 200 mgは、12歳未満で体重が50kg未満の⼦供には推奨されませ
ん。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤する前に、医師に何を伝えれば
よいですか？

服⽤を始める前にラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠、次のような場合を含
め、すべての病状について医師に伝えてください。
•肝疾患がある、または肝炎にかかったことがある
•腎臓病を患っている、または透析を受けている
•発疹などの⽪膚の状態がある
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•妊娠中、妊娠を計画している、または授乳中

••上記のいずれかの症状がある場合は、この組み合わせを服⽤できない場合や、治療中
に特別なモニタリングが必要になる場合があります。

••かどうかはわかりませんラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠 胎児に害を及ぼ
します。あなたとあなたの医師は、 ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠あな
たにぴったりです。

••授乳中の場合は、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠⺟乳で⾚ちゃんに渡すこ
とができます。彼らがあなたの⾚ちゃんに害を及ぼす可能性があるかどうかは不明
です。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤はどのように服⽤すればよいですか？
あなたの医者はあなたが取るように勧めますラミブジン、ネビラピンとスタブジン
の錠剤は、ネビラピン200 mgを含む錠剤を1⽇1回服⽤して14⽇間の治療に耐えた
場合にのみ（ラミブジンとスタブジンを含む錠剤を1⽇2回服⽤します）。1⽇1回の
ネビラピンの14⽇間は、重度の発疹を起こすリスクを軽減します。

⼤⼈
取ったラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を1⽇2回空腹時に服⽤します。

⼩児科
ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤は、12歳以上で体重が50kg以上の⼦供
に推奨されます。錠剤は空腹時に1⽇2回服⽤する必要があります。

のすべての⽤量を取るラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠。 投与量が不⾜して
いると、ウイルスの治療が困難になる可能性があります。服⽤を忘れた場合 ラミブ
ジン、スタブジン、ネビラピン錠、忘れた分はすぐに飲んでください。次の服⽤時
間になりそうな場合は、飲み忘れた分は飲まないでください。代わりに、定期的な
時間に次の服⽤をして、定期的な投薬スケジュールに従ってください。あなたのラ
ミブジン、スタブジン、ネビラピン錠 なくなる。

服⽤をやめたらラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠7⽇を超えて、医師に相談せ
ずにラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤の服⽤を開始しないでください。
服⽤しすぎた疑いがある場合ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠、すぐに地元
の毒物管理センターまたは緊急治療室に連絡してください。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤で他の薬を服⽤できますか？
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以来ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠ラミブジン、スタブジン、ネビラピン
の組み合わせであり、すでにこれらの3つの薬が含まれている薬を服⽤しないでくだ
さい。

•• ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠他の薬の効果を変える可能性があ
り、他の薬はの効果を変える可能性があります ラミブジン、スタブジン、ネ
ビラピン錠。医師や薬剤師に全て⾮処⽅薬、ビタミン、ハーブサプリメント
など、服⽤している薬。

•• ⾏ういいえケトコナゾールまたはリファンピンをラミブジン、スタブジン、
ネビラピン錠

•• クラリスロマイシン、フルコナゾール、メタドン、またはリファブチンを服⽤しているかど
うかを医師に伝えてください。 ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠⾃分に合っていない
か、注意深く監視する必要があるかもしれません。

•• ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠ザルシタビン、⾼⽤量のコトリモキ
サゾール、またはガンシクロビルまたはホスカルネットの注射と⼀緒に服⽤
しないでください。ラミブジンは、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠
これらと相互作⽤する可能性があります。

•• ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠また、スタブジンとしてのジドブジ
ンおよびドキソルビシンと⼀緒に服⽤しないでください。ラミブジン、スタ
ブジン、ネビラピン錠 これらの医薬品の作⽤を低下させる可能性がありま
す。

•• セントジョンズワートを含む製品は服⽤しないことをお勧めします。これに
より、ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠あなたの体の中で。

•• 経⼝避妊薬を服⽤している場合は、妊娠を防ぐためにそれらに頼るべきではありま
せん。あなたが取る場合、彼らは動作しない可能性がありますラミブジン、スタブ
ジン、ネビラピン錠。あなたが使⽤できる他のタイプの避妊については医師に相談
してください。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を服⽤している間、私は何を避けるべ
きですか？

次のように、HIV感染を広める可能性のあることをしないでください。ラミブジン、スタブジ
ン、ネビラピン錠あなたがHIV感染を他⼈に感染させるのを⽌めません。針、その他の注射器
具、または⻭ブラシやカミソリの刃など、⾎液や体液が付着している可能性のある⾝の回り品を
共有しないでください。ラテックスまたはポリウレタンのコンドームを使⽤して、精液、膣分泌
物、または⾎液との性的接触の可能性を低くすることにより、常に安全なセックスを実践してく
ださい。

疾病管理予防センターは、HIVに感染している⺟親に、⺟乳で育てないようにアドバ
イスしています。乳児を養うための最良の⽅法について医師に相談してください。

考えられる副作⽤は何ですか？
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ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠深刻な肝臓の損傷、⽪膚反応、膵炎、乳酸
アシドーシスを引き起こし、死に⾄る可能性があります。どの患者もそのような副
作⽤を経験する可能性がありますが、⼀部の患者は他の患者よりもリスクが⾼くな
ります。（「私が知っておくべき最も重要な情報は何ですか？」を参照してくださ
い。ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠この投薬ガイドの冒頭にある？」

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠は末梢神経障害を引き起こす可能性があり
ますが、⼿⾜の神経障害。すぐに認識されない場合、この障害は悪化する可能性が
あります。すぐに医師に伝えてください⾜や⼿にしびれ、うずき、灼熱感、または
痛みが続く場合。

その他の⼀般的な副作⽤ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠吐き気、倦怠感、
発熱、頭痛、嘔吐、下痢、腹痛、筋⾁痛、造⾎系疾患などがあります。

ラミブジンとスタブジンの併⽤抗レトロウイルス療法は、⾎中の乳酸と糖の上昇、⾼脂
⾎症（⾎中の脂肪の増加）、およびインスリン抵抗性を引き起こす可能性があります。

体脂肪の変化は、抗レトロウイルス療法を受けている⼀部の患者でも⾒られていま
す。変化には、背中上部と⾸（「野⽜肩」）、胸、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、現時点では不明です。

この副作⽤のリストは完全ではありません。詳細については、医師または薬剤師にお問い合わせ
ください

ラミブジン、スタブジン、ネビラピンの錠剤を保管するにはどうすればよいですか？

15°C〜25°C（59°F〜77°F）の室温で保管してください。包装の有効期限が切れた後は、薬を
服⽤しないでください。お⼦様の⼿の届かないところに保管してください。

ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠に関する⼀般情報

薬は、薬のガイドに記載されている以外の⽬的で処⽅されることがあります。使⽤
禁⽌ラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠 規定されていない状態の場合。あげな
いでラミブジン、スタブジン、ネビラピン錠他の⼈に、たとえ彼らがあなたと同じ
状態であっても。それは彼らに害を及ぼす可能性があります。この投薬ガイドは、
ラミブジン、スタブジン、ネビラピン
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タブレット。詳細については、医師にご相談ください。医療専⾨家向けに書かれた
情報については、薬剤師または医師に尋ねることができます。

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
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