
家 →薬、ハーブ、サプリメント →ロピナビルとリトナビル

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html

ロピナビルとリトナビル
（loe pin'a veer）（ri toe' na veer）と発⾳されます

知らせ：

ロピナビルとリトナビルは現在、コロナウイルス病2019（COVID-19）を単独で、または他の薬剤と併⽤
して治療するためのいくつかの進⾏中の臨床研究で研究されています。COVID-19の治療のためのロピナ
ビルとリトナビルの使⽤はまだ確⽴されていません。これらの薬は同様のウイルス感染症の治療に使⽤
されているため、⼀部の科学者は希望を持っています。

ロピナビルとリトナビルは、COVID-19の治療のために医師の指⽰の下でのみ服⽤する必要がありま
す。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ロピナビルとリトナビルの組み合わせは、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症を治療するために他の薬と⼀緒
に使⽤されます。ロピナビルとリトナビルは、プロテアーゼ阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。
それらは⾎中のHIVの量を減らすことによって働きます。ロピナビルとリトナビルを⼀緒に服⽤すると、リトナ
ビルは体内のロピナビルの量を増やすのにも役⽴ち、薬の効果が⾼まります。ロピナビルとリトナビルはHIVを
治療しませんが、これらの薬は後天性免疫不全症候群（AIDS）や重篤な感染症や癌などのHIV関連の病気を発症
する可能性を減らす可能性があります。より安全なセックスを実践し、他のライフスタイルを変えるとともに
これらの薬を服⽤すると、HIVウイルスが他の⼈に感染するリスクを減らすことができます。

わあ、この薬を使うべきですか？

ロピナビルとリトナビルの組み合わせは、錠剤と経⼝摂取⽤の溶液（液体）として提供されます。通常は1⽇2回服
⽤しますが、⼀部の成⼈は1⽇1回服⽤する場合があります。解決策は⾷物と⼀緒に摂取する必要があります。錠剤
は⾷物の有無にかかわらず摂取することができます。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、あなたが理解していない部
分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰どおりにロピナビルとリトナビルを服⽤してくだ
さい。多かれ少なかれ服⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしないでください。

タブレット全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html 1/6

TITLE - LOPINAVIR + RITONAVIR / KALETRA
 MEDICATION PATIENT INFORMATION
 IN JAPANESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-lopinavir-ritonavir-kaletra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html


4/14 / 22、16：36 ロピナビルとリトナビル：MedlinePlus医薬品情報

溶液を使⽤している場合は、使⽤する前によく振って、薬剤を均⼀に混合してください。通常の家庭⽤スプー
ンではなく、⽤量測定スプーンまたはカップを使⽤して、各⽤量の液体の正しい量を測定します。

気分が良くても、ロピナビルとリトナビルを服⽤し続けてください。医師に相談せずにロピナビルとリトナビル
の服⽤を中⽌しないでください。服⽤し忘れたり、処⽅量より少なく服⽤したり、ロピナビルとリトナビルの服
⽤をやめたりすると、症状の治療がより困難になる可能性があります。

この薬の⽤途

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ロピナビルとリトナビルを服⽤する前に、

ロピナビル、リトナビル（Norvir）、その他の薬、またはロピナビルとリトナビルの錠剤または溶液の成分
にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてくだ
さい。

次の薬のいずれかを服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。アルフゾシン（ウロキサトラル）。アパル
タミド（Erleada）; シサプリド（推進剤）（⽶国では利⽤できません）; 腎臓または肝臓の病気を持つ⼈々のコル
ヒチン（Colcrys、Mitigare）; ドロネダロン（Multaq）; エルバスビルとグラゾプレビル（ゼパティエ）; ジヒド
ロエルゴタミン（DHE 45、ミグラナール）、エルゴタミン（エルゴマー、カフェルゴット、ミゲルゴット）、メ
チルエルゴノビン（メテルギン）などの⻨⾓薬。ロミタピド（Juxtapid）; ロバスタチン（Altoprev）; ルラシド
ン（ラトゥダ）; 経⼝摂取されたミダゾラム（Versed）; ピモジド（オラップ）; ラノラジン（Ranexa）; リファン
ピン（リファタール、リファディン、リファメート、リファタール）; シルデナフィル（肺疾患に使⽤される
Revatioブランドのみ）; シンバスタチン（Zocor、Vytorin）; セントジョンズワート; またはトリアゾラム（ハル
シオン）。

あなたが服⽤している他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください。ワ

ルファリン（クマディン、ヤントーベン）やリバロキサバン（ザレルト）などの抗凝固剤（「抗凝⾎剤」）。イトラコナゾール（Onmel、

Sporanox）、イザブコナゾール（Cresemba）、ケトコナゾール（Nizoral）、ボリコナゾール（Vfend）などの抗真菌剤。アトバコン（メプロン、マ

ラロン）; ベダキリン（シルトゥーロ）; ベータ遮断薬; ボセンタン（Tracleer）; ブプロピオン（ウェルブトリン、ザイバン、その他）; フェロジピン、

ニカルジピン（Cardene）、およびニフェジピン（Adalat、Afeditab CR、Procardia）などのカルシウムチャネル遮断薬。アトルバスタチン（リピ

トール、カデュエット）、ロスバスタチン（クレストール）などのコレステロール低下薬。クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）; ジゴキシン（ラ

ノキシン）; elagolix（オリリッサ）; フェンタニル（Actiq、Duragesic、Onsolis、その他）; ホスアンプレナビル（レキシバ）; abemaciclib

（Verzenio）、dasatinib（Sprycel）、encorafenib（Braftovi）、ibrutinib（Imbruvica）、ivosidenib（Tibsovo）、neratinib（Nerlynx）、

nilotinib（Tasigna）、venetoclax（Venclexta）などの特定のがん治療薬; アミオダロン（Cordarone、Nexterone、Pacerone）、ベプリジル（⽶国

では使⽤できなくなった、Vascor）、リドカイン（Lidoderm、キシロカインとエピネフリン）、キニジン（Nuedexta）などの不規則な⼼拍に対する

特定の薬剤。ボセプレビル（Victrelis;⽶国ではもう利⽤できません）などのC型肝炎ウイルス（HCV）の特定の薬。glecaprevirおよびpibrentasvir

（Mavyret）; シメプレビル（⽶国では使⽤できなくなりました; Olysio）; ソフォスブビル、ベルパタスビル、およびボキシラプレビル（Sovaldi、

Epclusa、Vosevi）; およびパリタプレビル、リトナビル、オムビタスビル、および/またはダサブビル（Viekira Pak）; カルバマゼピン（Equetro、

Tegretol、Teril、その他）、ラモトリジン（Lamictal）、フェノバルビタール、フェニトイン（Dilantin、Phenytek）、バルプロ酸などの発作に対す

る特定の薬剤。シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、シロリムス（Rapamune）、タクロリムス（Astagraf、Prograf）などの免疫系

を抑制する薬。メタドン（ドロフィン、メタドース）; ベータメタゾン、ブデソニド（Pulmicort）、シクレソニド（Alvesco、Omnaris）、デキサメタ

ゾン、フルチカゾン（Flonase、Flovent、Advair）、メチルプレドニゾロンなどの経⼝または吸⼊ステロイド Neoral、Sandimmune）、sirolimus

（Rapamune）、およびtacrolimus（Astagraf、Prograf）; メタドン（ドロフィン、メタドース）; ベータメタゾン、ブデソニド（Pulmicort）、シク

レソニド（Alvesco、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Flonase、Flovent、Advair）、メチルプレドニゾロンなどの経⼝または吸⼊ステロ

イド Neoral、Sandimmune）、sirolimus（Rapamune）、およびtacrolimus（Astagraf、Prograf）; メタドン（ドロフィン、メタドース）; ベータメ

タゾン、ブデソニド（Pulmicort）、シクレソニド（Alvesco、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Flonase、Flovent、Advair）、メチルプ

レドニゾロンなどの経⼝または吸⼊ステロイド
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（メドロール）、モメタゾン（デュレラ）。プレドニゾン（Rayos）、およびトリアムシノロン; アバカビル
（Ziagen、Epzicom、Trizivir、その他）などの他の抗ウイルス薬。atazanavir（Reyataz、Evotaz）、
delavirdine（Rescriptor）、efavirenz（Sustiva、Atripla）、indinavir（Crixivan）、maraviroc
（Selzentry）、nelfinavir（Viracept）、nevirapine（Viramune）、ritonavir（Norvir、Kale） （Viread、
Atripla、Truvada）、tipranavir（Aptivus）、saquinavir（Invirase）、およびzidovudine（Retrovir、
Combivir、Trizivir）; クエチアピン（セロクエル）; リファブチン（マイコブチン）; サルメテロール
（Serevent、Advair）; シルデナフィル（バイアグラ）; タダラフィル（アドサーカ、シアリス）; トラゾドン; と
バルデナフィル（レビトラ）。経⼝液剤を服⽤している場合は、ジスルフィラム（Antabuse）またはメトロニダ
ゾール（Flagyl、Nuvessa、Vandazole）のどちらを服⽤しているかを医師に伝えてください。

ジダノシンを服⽤している場合は、ロピナビルとリトナビルの溶液を⾷物と⼀緒に服⽤する1時間前または2
時間後に服⽤してください。ロピナビルとリトナビルの錠剤を服⽤している場合は、ジダノシンを服⽤する
と同時に空腹時に服⽤することができます。

QT間隔が⻑い（不整脈、失神、または突然死を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）、不整脈、⾎
中の低レベルのカリウム、⾎友病、⾼コレステロール、または⾎液中のトリグリセリド（脂肪）、膵炎
（膵臓の腫れ）、または⼼臓や肝臓の病気。

ロピナビルとリトナビルはホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、指輪、注射）の効果を低下させる可
能性があることを知っておく必要があります。別の避妊法の使⽤については、医師に相談してくだ
さい。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ロピナビルと
リトナビルを服⽤中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。HIVに感染している場合、またはロピナビルとリトナ
ビルを服⽤している場合は、授乳しないでください。

ロピナビルおよびリトナビル溶液の特定の成分は、新⽣児に深刻で⽣命を脅かす副作⽤を引き起こす可能性
があることを知っておく必要があります。ロピナビルとリトナビルの経⼝液剤は、医師が⾚ちゃんに投薬を
受ける正当な理由があると考えない限り、⽣後14⽇未満の満期産児または元の期⽇から14⽇未満の未熟児に
は投与しないでください。出産後。⾚ちゃんの医師が出⽣直後に⾚ちゃんにロピナビルとリトナビルの溶液
を与えることを選択した場合、⾚ちゃんは深刻な副作⽤の兆候がないか注意深く監視されます。⾚ちゃんが
⾮常に眠い場合、またはロピナビルとリトナビル経⼝液剤による治療中に呼吸に変化があった場合は、すぐ
に⾚ちゃんの医師に連絡してください。

体脂肪が増加したり、背中の上部、⾸（「野⽜肩」）、胸、胃の周りなど、体のさまざまな部分に移動した
りする可能性があることに注意してください。顔、脚、腕から体脂肪が減少していることに気付くかもしれ
ません。

まだ糖尿病にかかっていない場合でも、この薬を服⽤している間、⾼⾎糖（⾎糖値の上昇）を経験する可能
性があることを知っておく必要があります。ロピナビルとリトナビルを服⽤しているときに次の症状がある
場合は、すぐに医師に相談してください：極度の喉の渇き、頻尿、極度の空腹感、かすみ⽬、脱⼒感。治療
されていない⾼⾎糖はケトアシドーシスと呼ばれる深刻な状態を引き起こす可能性があるため、これらの症
状のいずれかが発⽣したらすぐに医師に連絡することが⾮常に重要です。ケトアシドーシスは、早期に治療
しないと⽣命を脅かす可能性があります。ケトアシドーシスの症状には、⼝渇、吐き気と嘔吐、息切れ、フ
ルーティーなにおいのする息、意識の低下などがあります。

HIV感染症を治療するために薬を服⽤している間、免疫系が強くなり、すでに体内にある他の感染症と戦
い始める可能性があることを知っておく必要があります。これにより、これらの感染症の症状が現れる可
能性があります。ロピナビルとリトナビルによる治療を開始した後、新たな症状または悪化する症状があ
る場合は、必ず医師に相談してください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？
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医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服⽤時間になったら、忘れた分は飲まないで1回
分を⾶ばして、通常の服⽤時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでくださ
い。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

ロピナビルとリトナビルは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度である
か、消えないかどうかを医師に伝えてください。

弱点

下痢

ガス

胸焼け

減量

頭痛

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

筋⾁痛

⼿や⾜のしびれ、灼熱感、またはうずき

腹痛、吐き気、嘔吐

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐ
に医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

吐き気

嘔吐

胃痛

極度の倦怠感

⾷欲減少

胃の右上部分の痛み

⽪膚や⽬の⻩変

かゆみのある肌

めまい

⽴ちくらみ

失神

不整脈
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⽔ぶくれ

発疹

ロピナビルとリトナビルは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、
医師に連絡してください。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。タブレット
を室温で保管し、過度の湿気から保護します。⼊った容器に錠剤を⼊れておくのが最善です。容器から取り出
さなければならない場合は、2週間以内に使⽤してください。ラベルに記載されている賞味期限までは冷蔵庫で
保存するか、室温で最⻑2ヶ⽉間保存してください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要がありま
す。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の⽅法は、
薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/
リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください
（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細について
は。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こし
た、呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

⼦供が通常の量の溶液を超えて飲んだ場合は、すぐに医師の診察を受けることが特に重要です。この溶液に
は、⼦供に⾮常に有害な可能性のあるアルコールやその他の成分が⼤量に含まれています。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はロピナビルとリトナビルに対するあなたの体
の反応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。
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4/14 / 22、16：36 ロピナビルとリトナビル：MedlinePlus医薬品情報

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてく
ださい。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

組み合わせ製品のランド名

カレトラ®（ロピナビル、リトナビルを含む）

最終改訂⽇-2021年1⽉15⽇
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