
スタブジンおよびラミブジン錠
Rバツそれだけ

警告
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（スタブジ
ン、ラミ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）。

致命的な乳酸アシドーシスは、スタブジンとジダノシンの組み合わせを他の抗レトロウイルス薬と併⽤した妊婦で報告されていま
す。スタブジンとジダノシンの組み合わせは、妊娠中は注意して使⽤する必要があり、潜在的な利益が潜在的なリスクを明らかに上
回っている場合にのみ推奨されます（警告と注意事項：妊娠を参照）。

スタブジンがヒドロキシ尿素の有無にかかわらず、ジダノシンを含む併⽤レジメンの⼀部であった場合、治療中に致命的および⾮
致命的な膵炎が発⽣しました。

B型肝炎ウイルス（HBV）とHIV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、少なくとも数か⽉間、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
スタブジンおよびラミブジン錠剤は経⼝投与⽤です。コーティングされていない各錠剤には、有効成分40mgのスタブジンと150mgのラミブジン、およ
び不活性成分の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、酸化鉄レッド、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、
および精製⽔が含まれています。

スタブジン（d4T）は、合成チミジンヌクレオシド類似体であり、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に対して活性があります。

ラミブジン（3TC）は、HIV-1およびHBVに対して活性を持つ合成ヌクレオシド類似体です。

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。スタブジンの構造式は次のとおりです。

スタブジンは、分⼦式Cの⽩⾊からオフホワイトの結晶性固体です。10H12N2O4分⼦量は224.22です。23℃でのスタブジンの溶解度は、⽔中で約83 
mg / mL、プロピレングリコールで30 mg/mLです。23℃でのスタブジンのn-オクタノール/⽔分配係数は0.144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-オキサチオラン-5-イル）-（1H）-ピリミジン-2-オンです。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229.3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。
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微⽣物学

作⽤機序

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= 
0.0083〜0.032 µM）、ウイルスDNAへの取り込み後にDNA鎖の終結を引き起こします。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。

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、ウイルスDNAにヌクレオチド類似体を組み込んだ後のDNA鎖終結を介したHIV-1逆転写酵素
（RT）の阻害です。3TC -TPは、哺乳類DNAポリメラーゼα、βおよびミトコンドリアDNAポリメラーゼγの弱い阻害剤です。

インビトロHIV感受性

スタブジン：The試験管内で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％阻害するのに必要な薬物の濃度（IC50）HIV-1の実験室および臨床分離株に対して0.0009から4µMの範囲でした。インビトロでは、スタブジンは、ジ
ドブジンと組み合わせて拮抗活性への相加性を⽰した。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、相乗的な抗HIV-1活性への相加を⽰した。テストした9〜45 µM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。ス
タブジンに対するHIV-1のinvitro感受性とヒトにおけるHIV-1複製の阻害との関係は確⽴されていない

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0.426μM（範囲：0.200〜2.007μM）および
Monogram Biosciences（ESS30009からのn = 135ベースラインサンプル）からの2.35μM（1.44〜4.08μM）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0.001〜0.120μM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、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。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。

抵抗

スタブジン：スタブジンに対する感受性が低下したHIV-1分離株が選択されました試験管内で（（菌株特異的）であり、スタブジンで治療された患者か
らも得られた。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の分離株
がIC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。スタブジン感受性の変化の遺伝的根拠は特定されていません。

ラミブジン：HIV-1のラミブジン耐性変異体が細胞培養として選択されています。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、メチオニン残基をイソロイシンまたはバリン（M 184V / I）に変化させることを⽰した。

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。ラミブジン単独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。

HBVポリメラーゼYMDDモチーフの変異は、ラミブジン細胞培養に対するHBVの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（注意事項を参
照）。

交差耐性

スタブジン：HIV-1逆転写酵素阻害剤間の交差耐性が観察されています。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変異（M41L、D67N、K70R、L210W、T215Y / F、K219Q / 
E）を持つHIV-1分離株は、invitroでスタブジンに対する感受性の低下を⽰しました

ラミブジン：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。

臨床薬理学
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成⼈の薬物動態：
スタブジンおよびラミブジン錠：
組み合わせ錠剤からのスタブジンおよびラミブジンの吸収の速度および程度は、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Zerit®カプ
セルおよびEpivir®錠剤からのものと同様でした。スタブジンおよびラミブジン錠剤に対する⾷品の影響は評価されていません。

スタブジン：スタブジンの薬物動態は、HIVに感染した成⼈および⼩児患者で評価されています（表1〜3）。ピーク⾎漿濃度（Cmax）および⾎漿濃度-
時間曲線下⾯積（AUC）は、0.03〜4mg/kgの範囲の単回および複数回投与後の投与量に⽐例して増加しました。6、8、または12時間ごとに繰り返し投
与しても、スタブジンの有意な蓄積はありませんでした。

吸収と⽣物学的利⽤能
スタブジン：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。スタブジンへの全⾝曝露は、錠剤またはカ
プセルまたは溶液と同じ投与後です。HIVに感染した成⼈におけるスタブジンの定常状態の薬物動態パラメータを表1に⽰します。

表1：HIVに感染した成⼈におけるスタブジンの定常状態の薬物動態パラメータ

パラメータ スタブジン40mgBID平
均±SD（n = 8）

AUC（ng•h / mL）a 2568±454
C最⼤（ng / mL） 536±146
C分（ng / mL） 8±9

a0から24時間。
AUC=24時間にわたる曲線の下の⾯積。C最⼤=最⼤
⾎漿濃度。C分=トラフまたは最⼩⾎漿濃度。

ラミブジン：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）、経⼝液剤で87％±13％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。治験中の25mg剤形のラミブジンを、無症候性のHIV感染患者12⼈に、絶⾷状態と⾷物（1,099 kcal、脂肪75グラム、タンパク質34グラム、炭⽔化物
72グラム）の2回経⼝投与しました。ラミブジンの吸収は、摂⾷状態では遅かった（T最⼤：絶⾷状態（T最⼤：0.9±0.3時間）; C最⼤摂⾷状態では、絶⾷状
態よりも40％±23％（平均SD）低かった。摂⾷状態と絶⾷状態で全⾝曝露（AUC∞）に有意差はありませんでした。したがって、ラミブジン錠剤と経
⼝液剤は、⾷物の有無にかかわらず投与することができます。正常な腎機能を持つHIV陽性の無症候性成⼈におけるラミブジンの蓄積率は、2mg/kgを1
⽇2回15⽇間経⼝投与した後1.50でした。

分布

スタブジン：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。分布容積を表2に⽰します。

表2：HIVに感染した成⼈におけるスタブジンの薬物動態パラメーター：バイオアベイラビリティ、分布、およびクリアランス
nパラメータ 平均値±SD

経⼝バイオアベイラビリティ
（％）分布容積（L）a

全⾝クリアランス（mL / min）a

⾒かけの⼝腔クリアランス（mL / min）b

腎クリアランス（mL / min）a消
失半減期、IV⽤量（h）a
消失半減期、経⼝投与量（h）b
スタブジンの尿中回復（⽤量の％）広告

86.4±18.2
46±21
594±164
560±182c
237±98
1.15±0.35
1.6±0.23
42±14

25
44
44
113
39
44
8
39

a1時間のIV注⼊後。
b単回経⼝投与後。
c体重を70kgと仮定します。
d12〜24時間以上。

ラミブジン：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の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％）。In 
vitro研究では、0.1〜100 mcg / mLの濃度範囲で、⾚⾎球に関連するラミブジンの量は53％〜57％の範囲であり、濃度に依存しないことが⽰されまし
た。

代謝/除去

スタブジン：スタブジンの代謝運命は、⼈間では解明されていません。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（表
2）。平均腎クリアランスは平均内因性クレアチニンクリアランスの約2倍であり、⽷球体濾過に加えて活発な尿細管分泌を⽰しています。薬物の残りの
60％は、おそらく内因性経路によって排除されます。
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ラミブジン：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。
ラミブジンの⼤部分は、活発な有機カチオン分泌によって尿中に変化せずに排出されます。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。単回IV投与を受けた20⼈のHIV感染患者では、腎クリアランスは280.4±75.2 mL / 
min（平均±SD）であり、ラミブジンの総クリアランスの71％±16％（平均±SD）に相当します。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）は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。経⼝クリアランスおよび排泄半減期は、0.25〜10 mg/kgの経⼝投与範囲で
⽤量および体重とは無関係でした。

ラミブジンとスタブジンの吸収に対する⾷物の影響。

スタブジンとラミブジンの組み合わせ錠剤の吸収の速度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、スタブジンとラ
ミブジ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。

特別な集団における薬物動態

腎機能障害：

この固定⽤量の組み合わせでは、スタブジンまたはラミブジンの⽤量を調整することはできません。したがって、スタブジンおよびラ
ミブジン錠は、クレアチニンクリアランスのある患者には推奨されません< 50mL.min。

肝障害
スタブジン：スタブジンの薬物動態は、40 mgの単回投与後の肝硬変（チャイルドピュー分類BまたはC）に続発する肝機能障害のある5⼈の⾮HIV感染患
者では変化しませんでした。

ラミブジン：ラミブジンの薬物動態特性は、肝機能障害のある成⼈で測定されています。薬物動態パラメータは、肝機能の低下によって変化しませんで
した。したがって、肝機能障害のある患者にはラミブジンの⽤量調整は必要ありません。⾮代償性肝疾患の存在下では、ラミブジンの安全性と有効性は
確⽴されていません。

妊娠：注意事項：妊娠を参照してください
妊娠中のスタブジンとラミブジンの薬物動態に関する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

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。

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。

⼩児患者：
スタブジンおよびラミブジン錠の薬物動態は、⼩児患者では研究されていません。スタブジンとラミブジンの錠剤は、この患者集団に合わせて調整でき
ない固定⽤量の組み合わせであるため、体重が60kg未満または12歳未満の⼩児患者には投与しないでください。

⽼⼈患者：
スタブジンおよびラミブジン錠の薬物動態は、65歳以上の患者では研究されていません。

性別
スタブジンとラミブジン：ラミブジンまたはスタブジンの薬物動態に有意な性差はありません。

⼈種
スタブジンとラミブジン：ラミブジンまたはスタブジンの薬物動態に有意な⼈種差はありません。

薬物相互作⽤
スタブジンとラミブジンの組み合わせ錠を使⽤した薬物相互作⽤の研究は実施されていません。

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、主要なチトクロームP450アイソフォームCYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、およびCYP3A4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3と表4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3：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の効果
スタブジン⾎漿AUC およびC最⼤値

薬 スタブジン投与量 na スタブジンのAUC（95％
CI）

C最⼤スタブジンの
（95％CI）

ジダノシン、100mg
q12hで4⽇間

40mg q12h for 4
⽇々

10 ↔ ↑17％

ラミブジン、150mg
単回投与

40mg 単回投与 18 ↔
（92.7-00.6％）

↑12％（100.3-126.1％）

ネルフィナビル、750mg q8h
56⽇間

30〜40mg q12h for
56⽇

8 ↔ ↔

↑は増加を⽰します。

↔は変化がないことを⽰します、または平均 <10％の増減。

aHIVに感染した患者。

表4：スタブジンとの薬物相互作⽤研究の結果：Co-に対するスタブジンの効果
投与された薬物⾎漿AUC およびC最⼤値

薬 スタブジン投与量 na Co-のAUC
投与

薬物（95％CI）

C最⼤共同の
投与された薬物

（95％CI）

ジダノシン、100mg q12h for
4⽇

40mg q12hで4⽇間 10 ↔ ↔

ラミブジン、150mg 独⾝
⽤量

40mg 単回投与 18 ↔
（90.5-107.6％）

↔
（87.1-110.6％）

ネルフィナビル、750mg 56のq8h
⽇々

30〜40mg q12hで56⽇間 8 ↔ ↔

↔は変化がないことを⽰します、または平均 <10％の増減。

aHIVに感染した患者。

ラミブジン：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。

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43％±23％（平均±SD）増加し、
ラミブジン経⼝クリアランスが29％±13％減少し、30％±36％減少しました。ラミブジン腎クリアランス。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、ラミ
ブジンをザルシタビンと組み合わせて使⽤  することはお勧めしません。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。

適応症と使⽤法
スタブジンおよびラミブジン錠と他の抗レトロウイルス薬の併⽤は、体重が60kg以上で12歳以上の患者のHIV-1感染症の治療に適応されます。

禁忌
スタブジンとラミブジンの固定⽤量併⽤錠剤は、錠剤に含まれる成分のいずれかに対して臨床的に有意な過敏症のある患者には禁忌です。
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警告
スタブジンおよびラミブジン錠2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。スタブジンおよびラミブジン錠との併⽤療法を開始す
る前に、スタブジンおよびラミブジン錠での使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。

スタブジンとラミブジン：

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、スタ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。乳酸アシドーシスの相対的な発⽣率は、前向きの⼗分に管理された試験では評価されてい
ませんが、縦断的コホートおよび後ろ向き研究は、このまれなイベントがスタブジンを含む抗レトロウイルスの組み合わせとより頻繁に関連している可
能性があることを⽰唆しています。⼥性の性別、肥満、およびヌクレオシド曝露の⻑期化が危険因⼦である可能性があります。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。

肝疾患の危険因⼦がわかっている患者にスタブジンを投与する場合は、特に注意が必要です。しかし、乳酸アシドーシスの症例は、既知の危険因⼦を持
たない患者でも報告されています。全⾝倦怠感、消化器症状（吐き気、嘔吐、腹痛、原因不明の突然の体重減少）; 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。

スタブジンによる治療は、症候性⾼乳酸⾎症、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）を⽰唆する臨床所⾒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。

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
インビトロ研究は、リバビリンがスタ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同時感染患者にスタ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（例えば、HIV / HCVウイルス学的抑制の喪失）相互作⽤の証拠
は⾒られなかったが、HIV / HCVでは肝性代償不全（⼀部致命的）が発⽣した。 HIVとインターフェロンおよびリバビリンの併⽤抗レトロウイルス療法を
受けている同時感染患者。リバビリンとスタブジンの有無にかかわらずインターフェロン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。スタブジンの中⽌は医学的に適切であると考えられるべきです。インターフェロン、リバビリンの減量また
は中⽌、

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、進⾏し
たHIV疾患、神経障害の病歴、またはジダノシンを含む同時神経毒性薬物療法の患者でより頻繁に発⽣しています（有害反応を参照）。

肝機能障害と毒性：スタブジンの安全性と有効性は、重⼤な肝疾患の根底にあるHIV感染患者では確⽴されていません。抗レトロウイルス薬の併⽤療法
中、慢性活動性肝炎を含む既存の肝機能障害のある患者は、重度で致命的となる可能性のある肝障害を含む肝機能異常の頻度が⾼くなるため、標準的な
⽅法に従って監視する必要があります。そのような患者に肝疾患の悪化の証拠がある場合は、治療の中断または中⽌を検討する必要があります。

スタブジンを単独で使⽤した場合と⽐較して、ジダノシンおよびヒドロキシ尿素と組み合わせてスタブジンで治療された患者では、肝毒性のリスクが⾼
まる可能性があります。この組み合わせを受けた患者では、肝毒性に起因する死亡が発⽣しています。この組み合わせで治療された患者は、肝臓毒性の
兆候がないか注意深く監視する必要があります。

膵炎：

致命的および⾮致命的な膵炎は、免疫抑制の程度に関係なく、治療歴のない患者と治療経験のある患者の両⽅で、スタブジンがヒドロキシ尿素の有無に
かかわらずジダノシンを含む併⽤療法の⼀部であった治療中に発⽣しました。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。

ラミブジン
治療後の肝炎の悪化：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（HBV）DNAの再出現に加えて、主に⾎清アラニントランスアミナーゼ（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両⽅の
フォローアップ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。

膵炎
以前の抗レトロウイルス曝露の病歴、膵炎の病歴、または膵炎の発症の他の重⼤な危険因⼦を有する⼩児患者では、ラミブジンを注意して使⽤する必要
があります。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、ラミブジンによる治療を直ちに中⽌する必要があります。（有
害反応を参照）。
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ラミブジン含有製品間の重要な違い：
ラミブジンおよびスタブジン錠には、EPIVIR-HBV錠および経⼝液剤に含まれる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型肝炎の患者さんのために開発されました。ラミブジンおよびスタブジン錠は、EPIVIR、EPIVIR-HBV、EPZICOM、またはTRIZIVIR®と併
⽤しないでください。

予防

スタブジンとラミブジン

免疫再構築症候群：免疫再構築症候群は、スタブジンを含む抗レトロウイルス療法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、ニューモシスチス肺炎（PCP）、結核など）に対して炎症反応を起こす可能性があり、さらなる評価が必要になる可能性があります。処理。

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、脂肪肥⼤（⽔⽜のこぶ）、末梢の消耗、顔の消耗、乳房の肥⼤、および「クシンゴイドの
外観」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：スタブジンおよびラミブジン錠は、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、錠剤にはラミブジンとスタブジンの固定⽤量の組み合わせが含まれているため、スタブジンおよびラミブジン錠剤は
投与しないでください。

ラミブジン：

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（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）。

患者のための情報

スタブジンおよびラミブジン錠：
スタブジンおよびラミブジン錠は経⼝摂取専⽤です。
患者は、定期的な投与スケジュールでスタブジンとラミブジンの錠剤を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知らされるべきで
す。

患者には、スタブジンとラミブジンの錠剤を絶⾷状態で服⽤するようにアドバイスする必要があります。

スタブジンおよびラミブジン錠は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。

スタブジンおよびラミブジン錠を使⽤する場合は、医師の管理下にとどまるよう患者にアドバイス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。

患者は、処⽅されたとおりにスタブジンおよびラミブジン錠を毎⽇服⽤するように通知されるべきです。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。

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。治療の
中⽌が必要になる場合があります。

スタブジン療法を受けている幼児の介護者は、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。

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。

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、スタブジンを単独で使⽤した場合よりも有害事象の発⽣率が⾼くなる可能性があ
ることを患者に通知する必要があります。致命的となる可能性のある膵炎のリスクの増加は、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発⽣する可能性があります。この組み合わせで治療された患者は、注意深く監視する必要があります
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膵炎の症状。致命的となる可能性のある肝毒性のリスクの増加は、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発⽣
する可能性があります。この組み合わせは避ける必要があります。

スタブジンはHIV感染症の治療法ではなく、⽇和⾒感染症を含むHIV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。スタブジンを使⽤するときは、患者は医師の管理下にとどまるようにアドバイスされるべきです。スタブジン療法が性的接触や⾎液汚染を介して
他の⼈にHIV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。現時点では、スタブジンの⻑期的な影響は不明である
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。
患者は、スタブジンを含むものを含む、あらゆる抗レトロウイルス療法を順守することの重要性について知らされるべきです。

ラミブジン：
スタブジンおよびラミブジン錠には、EPIVIR-HBV錠および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に⼆重に感染した患者の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、スタブジンとラミブジンの錠剤
（EPIVIR-HBVではない）に含まれるラミブジンの処⽅と投与量を使⽤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。

薬物相互作⽤
スタブジン
スタブジンのリン酸化。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。
インビトロデータは、スタブジンのリン酸化もまた、ドキソルビシンおよび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る。これらの
invitro相互作⽤の臨床的重要性は不明です。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。（警告を参照してく
ださい。）

臨床薬理学：薬物相互作⽤を参照してください）ジドブジンは細胞内を競合的に阻害する可能性があります

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43％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。ニューモシスチスカリニ肺炎の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。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。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害
スタブジン：マウスとラットを対象とした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）を⽣じる⽤量で⾮発がん性であった。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、invitroでの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、ならびにinvivoでのマウス⼩核
試験で陽性の結果をもたらしました。in vitro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上昇させ（代謝活性化なしで25〜250 µg / 
mLの濃度）、マウス線維芽細胞の形質転換病巣の頻度を上昇させました（25〜2500 µg / mLの濃度）。 、代謝活性化の有無にかかわらず）。インビボ
⼩核試験において、スタブジンは、600〜2000mg / 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、⾻髄細胞において染⾊体異常誘発性で
あった。
曝露を受けたラットでは出⽣⼒障害の証拠は⾒られなかった（Cに基づく）最⼤）1mg /kg/⽇の臨床投与後に観察された最⼤216倍。

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in vitro細胞形質転換アッセイでは活性
がありませんでしたが、培養ヒトリンパ球を使⽤し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では弱いinvitro変異原性活性を⽰しました。
しかし、ラミブジンは、最⼤2,000 mg / kgの経⼝投与量でラットにinvivo遺伝⼦毒性活性の証拠を⽰さず、HIV感染の推奨⽤量でのヒトの⾎漿レベルの
35〜45倍を⽣成しました。⽣殖能⼒の研究では、ラミブジンを最⼤4,000 mg / kg /⽇の⽤量でラットに投与し、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。

妊娠
妊娠カテゴリーC

スタブジンとラミブジンはどちらもカテゴリー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。スタブジンおよびラミ
ブジン錠は、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。

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。
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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（警告：乳酸ア
シドーシス/脂肪肝を伴う重度の肝腫⼤を参照）。スタブジンとジダノシンの組み合わせは、妊娠中は注意して使⽤する必要があり、潜在的な利益が潜在
的なリスクを明らかに上回る場合にのみ推奨されます。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。

ラミブジン：妊娠カテゴリーC。⽣殖試験は、ラットとウサギでそれぞれ4,000 mg /kg/⽇と1,000mg/ kg /⽇までの経⼝投与量で実施され、成⼈のHIV⽤
量の約35倍の⾎漿レベルを⽰した。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

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
の可能性と乳児の深刻な副作⽤の可能性の両⽅があるため、スタブジンとラミブジンの錠剤を服⽤している場合、⺟親は授乳しないように指⽰する必要
があります。

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。

ラミブジン：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。ラミブジンは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。

⼩児⽤
スタブジンおよびラミブジン錠の薬物動態は、⼩児患者では研究されていません。スタブジンとラミブジンの錠剤は、この患者集団に合わせて調整でき
ない固定⽤量の組み合わせであるため、体重が60kg未満または12歳未満の⼩児患者には投与しないでください。

⼀般的な使⽤：
スタブジンとラミブジンの臨床試験には、65歳以上の患者の反応が若い患者と異なる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。スタブジンとラミブジ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
スタブジンとラミブジンの錠剤を使⽤すると、スタブジンとラミブジンで報告された有害事象が予想される場合があります。スタブジンとラミブ
ジンで報告された有害事象を以下に⽰します。

スタブジン：
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。運動が弱い場合
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発⽣した場合、スタブジンは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とも関連しており、重度であり、⽤量に関連しており、ジダノシンを含む神経毒性薬物療法で治療されている患者、
進⾏したHIV感染症の患者、または以前に経験した患者でより頻繁に発⽣します末梢神経障害。

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。場合によっては、治療を中⽌すると症状が⼀時的に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（スタブジン）を投与されている成⼈患者で発⽣した選択された臨床的有害事象を表5に⽰します。

表5：単剤療法研究で選択された臨床有害事象
パーセント（％）

スタブジンb

（40mgを1⽇2回）（n 
= 412）

ジドブジン
（200 mgを1⽇3回）（n 
= 402）

有害事象

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。頭痛

下痢
54
50

49
44

末梢神経学
症状/神経障害 52 39

発疹
吐き気と嘔吐

40
39

35
44

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6に⽰します。
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表6：START1およびSTART2で選択された臨床有害事象b研究（併⽤療法）
パーセント（％）

スタート1 START2b
スタブジン+
ラミブジン+
インジナビル
（n = 100c）。

ジドブジン+
ラミブジン+

スタブジン+
ジダノシン+

ジドブジン+
ラミブジン+有害事象

インジナビル
（n = 102）

インジナビル
（n = 102c）。

インジナビル
（n = 103）

a研究レジメンとの関係に関係なく、あらゆる重症度。
bSTART 2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を投与されました。

cスタブジン療法の期間=48週間。吐き気

下痢
頭痛
発疹
嘔吐

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

末梢神経学
症状/神経障害 8 7 21 10

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（研究AI455-019）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7：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
（40mgを1⽇2回）（n 
= 412）

ジドブジン
（200 mgを1⽇3回）（n 
= 402）

パラメータ

a臨床検査が実施された患者について提⽰されたデータ。
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。

AST（SGOT）（> 5.0 x ULN）

ALT（SGPT）（> 5.0 x ULN）ア

ミラーゼ（≥1.4xULN）

11
13
14

10
11
13

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‒致命的な症例を含む膵炎（警告を参照）]。 造⾎系疾患-貧⾎、⽩⾎球減少
症、⾎⼩板減少症および⼤⾚⾎球症。
肝臓-乳酸アシドーシスおよび脂肪肝および脂肪肝（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状況で最も頻繁に報告されます。警告を参照してください）。

ラミブジン：HIVの臨床試験：

⼤⼈：表8に、ラミブジン150 mgを1⽇2回、ジドブジン200 mgを1⽇3回投与した治療中に、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8：Se選出された臨床有害事象（≥4つの対照臨床試験（A3001、A3002、B3001、B3002）で5％の頻度）
ラミブジン150mg
1⽇2回
プラスジドブジン
（n = 251）

ジドブジン*
（n = 230）有害事象

全体としての体
頭痛
倦怠感と倦怠感
発熱または悪寒

35％
27％
10％

27％
23％
12％
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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。
膵炎は、対照臨床試験EPV20001、NUCA3001、NUCA3002、NUC3002、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9に要約されています。

表9：4つの24週間の代理エンドポイント研究（A3001、A3002、B3001、B3002）および臨床エンドポイント研究（B3007）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調
査*

臨床評価項⽬
勉強*

ラミブジン
ジドブジン

プラス ラミブジン
プラス現在
治療

プラセボ
現在の治療法‡

プラス
テスト
（しきい値レベル） ジドブジン†

好中球絶対数（<750 / mm
3）。
ヘモグロビン（<8.0 g / dL）
⾎⼩板（> 5.0 x ULN）
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％ 5.4％ 15％ 13％

2.9％
0.4％
3.7％
1.7％
0.8％
4.2％

1.8％
1.3％
3.6％
1.8％
0.4％
1.5％

2.2％
2.8％
3.8％
4.0％
ND
2.2％

3.4％
3.8％
1.9％
2.1％
ND
1.1％

* 研究期間の中央値は12ヶ⽉でした。
†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ジダノシンのいずれかでした。

ザルシタビン。
ULN=通常の上限ND=未完了

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では、貧⾎、尿
路感染症、分娩と出産の合併症などの有害事象が報告されました。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。

場合によっては致命的である膵炎は、ラミブジンを単独で、または他の抗レトロウイルス薬と組み合わせて投与されている抗レトロウイルスヌクレオシ
ド経験のある⼩児患者で観察されています。⾮盲検⽤量漸増試験（A2002）では、14⼈の患者（14％）がラミブジンの単剤療法を受けている間に膵炎を
発症しました。これらの患者のうち3⼈は膵炎の合併症で亡くなりました。2番⽬の⾮盲検試験（A2005）では、12⼈の患者（18％）が膵炎を発症しまし
た。ACTG300試験では、ラミブジンとジドブジンの併⽤にランダム化された236⼈の患者で膵炎は観察されませんでした。

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％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。
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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。 消化：⼝内炎。

内分泌および代謝：⾼⾎糖。 全般的：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：乳酸アシドーシスと脂肪
肝、膵炎、B型肝炎の治療後の悪化。 過敏症：アナフィラキシー、蕁⿇疹。

筋⾻格系：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。 呼吸器系：異常な呼吸⾳/喘鳴。 肌：脱⽑症、発疹、そう痒症。

過剰投与
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除去することができます。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。

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番⽬のケースで
は、5 mg/kgのラミブジンを1⽇2回30⽇間使⽤しました。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。

投薬と管理
⼤⼈：60kg以上の成⼈に推奨される経⼝投与量は、絶⾷条件下で1⽇2回のスタブジン40mgとラミブジン150mgの組み合わせ錠剤1錠です。

⼩児科：

スタブジンとラミブジンの錠剤1錠（40 mg / 150 mg）。体重が60kgを超え12歳を超える患者のために、絶⾷条件下で1⽇2回錠剤を服⽤します。

⽤量調整：

スタブジンおよびラミブジン錠は、腎機能が低下している患者（クレアチニンクリアランス≤50ml/分）や⽤量制限の有害事象を経験している患者な
ど、投与量の調整が必要な患者には処⽅しないでください。さらに、スタブジンおよびラミブジン錠は、mg/kgの投与計画を必要とする患者には処⽅さ
れるべきではありません。

供給⽅法
スタブジン40mgとラミブジン150mgの固定⽤量併⽤錠剤は、⽚⾯にLS40が刻印され、もう⽚⾯に無地の、淡いピンクからピンク⾊の円形の平らな斜
⾓の錠剤です。60錠を50mlのHDPE容器に詰め、はがしやすい不正開封防⽌ストリップ付きのスナップキャップで閉じます。

保管所：
スタブジンとラミブジン：
30未満で保管°°C.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。

STRIDES ARCOLAB LIMITED、バンガロール-インド。
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患者情報リーフレットスタブジン
およびラミブジン錠

⼀般名：スタブジンとラミブジン（STAvuedeenとlahMIHvue deen）。各錠剤には、
150mgのラミブジンと40mgのスタブジンが含まれています

スタブジンおよびラミブジン錠とは何ですか？
スタブジンとラミブジンの錠剤は、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（HIV）を治療するために他の薬と組み合わせて使⽤  されます。

スタブジンおよびラミブジン錠は、ヌセロシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）と呼ばれる抗HIV薬の⼀種
です。それらは体内のHIVの成⻑を減らすことによって作⽤します。スタブジンとラミブジンのこの
組み合わせは、HIVやエイズの治療法ではありません。現在、HIV感染の治療法はありません。スタブ
ジンとラミブジンの錠剤を服⽤している間でも、他の病気を引き起こす有機体によって引き起こされ
る感染症を含む、HIV関連の病気が続く可能性があります。定期的に医師の診察を受けてください。

スタブジンおよびラミブジン錠は、HIVに感染した⼈がウイルスを他の⼈に感染させるのを防ぎませ
ん。他の⼈を保護するために、あなたは他の⼈があなたの⾎液や他の体液と接触するのを防ぐために
予防措置を取り続ける必要があります。

スタブジンとラミブジンの錠剤を服⽤してはいけないのは誰ですか？
体重が60kg（132ポンド）未満の⼈は、スタブジンとラミブジンの組み合わせ錠を服⽤しないでくだ
さい。これらの錠剤には、これらの⼈に適した強度の薬が含まれていないためです。

有効成分であるスタブジンとラミブジンを含むその成分のいずれかにアレルギーがある場合は、スタブジ
ンとラミブジンの錠剤を服⽤しないでください。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。

•深刻な⾎液の問題、乳酸アシドーシス、深刻な肝臓反応などのこの薬の副作⽤から回復した
後は、
医者はアドバイスします。

•他の特定の薬を服⽤している場合は、これらの薬を服⽤しないでください。（薬のリストについ
ては、「避けるべき他の薬」を参照してください。）

アレルギー反応を起こしたと思われる場合は、医師に相談してください。

スタブジンとラミブジンの錠剤はどのように服⽤すればよいですか？どのように保管すればよいですか？
この薬は、体重、腎臓と肝臓の機能、および他の薬で起こった可能性のある副作⽤に基づいて、医師
の指⽰どおりに服⽤する必要があります。これらの指⽰がわからない場合は、薬剤師、看護師、また
は医師に説明を求めてください。スタブジンとラミブジンの錠剤は、コップ⼀杯の⽔と⼀緒に、⾷物
なしで服⽤する必要があります。飲み忘れた場合は、できるだけ早く飲んでください。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回分を飲んでください。しない2回服⽤する

スタブジンとラミブジンの錠剤は通常、1⽇2回（12時間ごと）服⽤します。スタブジンとラミブジン
の錠剤は、熱を避け、⼦供の⼿の届かないところにある室温で、密閉容器に保管してください。この
薬を湿気のある場所に保管したり、光から保護したりしないでください。

この薬は定期的に服⽤する必要があります。

誰かがスタブジンとラミブジンの錠剤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
の誰かがスタブジンおよびラミ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。
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スタブジンとラミブジンの錠剤を服⽤しているときに他の薬を服⽤できますか？

他の薬がこ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。治療中に他の処⽅薬
やビタミン、ミネラル、ハーブ製品などの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。

妊娠と授乳はどうですか（⺟乳育児 ng）？

スタブジンおよびラミブジン錠は、医師に相談した後にのみ妊娠中に使⽤する必要があります。スタ
ブジンおよびラミブジン錠を服⽤中に妊娠した場合、または妊娠を計画している場合は、医師に相談
してください。

⽶国疾病予防管理センター（CDC）は、HIVに感染した⺟親が⺟乳で育てないことを推奨しています。
これは、HIV感染が乳児に感染するリスクと、乳児の深刻な副作⽤の可能性を減らすためです。した
がって、スタブジンとラミブジンの錠剤を服⽤している間は、⾚ちゃんに⺟乳を与えないでくださ
い。

スタブジンおよびラミブジン錠の考えられる副作⽤は何ですか？

スタブジンおよびラミブジン錠剤の望ましくない影響は次のとおりです。

•乳酸アシドーシス、⾎中の乳酸の重度の増加、重度の肝臓の肥⼤、時には肝臓の炎症（痛みや腫れ）
や肝不全を含み、死に⾄る可能性があります。乳酸アシドーシスの症状には以下が含まれます：

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

これらの症状に気付いた場合、または病状が突然変化した場合は、スタブジンおよびラミブジン錠の
服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してください。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⻑期間服⽤している⼈は、乳酸アシドーシスを発症する可能性が⾼くなりま
す。スタブジンとラミブジンの錠剤、ジダノシンとヒドロキシ尿素の組み合わせは、死を引き起こす
可能性のある肝臓の損傷のリスクを⾼めます。スタブジンとラミブジンの錠剤を服⽤していて、⼤量
のアルコール使⽤または肝臓の状態の病歴がある場合、この組み合わせを服⽤している場合は、医師
が肝機能を注意深く監視する必要があります。

•• 末梢神経障害は、⼿⾜の神経障害です。⾜や⼿にしびれ、うずき、灼熱感、痛みを感じたら、すぐ
に医師に相談してください。

•膵炎は膵臓の危険な炎症です。死に⾄る可能性があります。腹痛、吐き気、嘔吐、発熱がある場合
は、すぐに医師に相談してください。

•次の深刻な副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、スタブジンとラミブジンのこの組み合わせの服⽤を
中⽌し、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。次のような場合は、この薬の服⽤
を続け、医師に相談してください。
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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;
不眠症;
体脂肪の再分布（腕、脚、顔からの脂肪の喪失、⾸、胸、胴体の周りの脂肪の増
加）。
発疹
発熱または寒気

o
o

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。

副作⽤のために医師からスタブジンとラミブジンの錠剤の使⽤を中⽌するように求められた場合は、
これらの副作⽤から回復した後、医師のアドバイスなしにスタブジンとラミブジンを再開しないでく
ださい。

医師に知らせてください
スタブジンとラミブジンの組み合わせを服⽤する前に、次の場合は医師に相談してください

‧‧
‧‧
‧‧

腎臓病がある;
肝疾患がある;
肝炎を持っている、または持っていた;

‧‧
‧‧
‧‧

重量は132ポンド（60 kg）未満です。
膵炎
末梢神経障害の病歴（しびれとうずき感）

• もしもyあなたは妊娠しています。スタブジンとラミブジンの組み合わせ錠はFDAの妊娠カテゴ
リーCです。これは、ラミブジンとスタブジンの組み合わせが胎児に有害であるかどうかが不明であ
ることを意味します。⾚ちゃんに感染するリスクを減らすために、妊娠中にHIV/AIDSを治療すること
は⾮常に重要です。治療の選択肢について医師に相談してください。

•授乳中の場合..スタブジンとラミブジンが⺟乳に移⾏するかどうか、およびそれが授乳中の⾚ちゃ
んにどのような影響を与える可能性があるかは不明です。感染していない⾚ちゃんへのウイルスの感
染を防ぐために、HIV陽性の⺟親は⺟乳で育てないことが推奨されます。

•• ⽤量をお⾒逃しなく。飲み忘れた場合は、忘れた分はすぐに飲んでください。ただし、次の通常の
服⽤時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飲んでください。

•• しない医師の指⽰がない限り、この薬を2回服⽤してください。
•• あまりにも多くの服⽤を逃した場合は、医師に連絡してください。
•この薬を飲みすぎた疑いがある場合は、すぐに最寄り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。

次の注意事項を守ってください
無防備なセックスや針の共有などのリスクの⾼い活動については、医師の指⽰に従ってください。こ
の薬はHIVやAIDSを治療するものではなく、この薬による治療中にウイルスを他の⼈に感染させる可
能性があります。
アルコールは避けてください。アルコールは、膵臓や肝臓への損傷のリスクを⾼める可能性があります。

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。

⼀般情報
医薬品は、患者情報リーフレット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。処⽅さ
れていない状態でこの薬を使⽤しないでください。あげないで
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彼らがあなたと同じ状態を持っているとしても、他の⼈々へのこれらの薬。それは彼らに害を及ぼす可能性があります。

この患者情報リーフレットは、スタブジンとラミブジンの組み合わせ錠に関する最も重要な情報をま
とめたものです。詳細については、医師にご相談ください。これらの薬については、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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