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ラルテグラビル
（ral teg'ra veer）と発⾳されます

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ラルテグラビルは、体重が4.5ポンド（2 kg）以上の成⼈および⼩児のヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染
症を治療するために、他の薬剤と⼀緒に使⽤されます。ラルテグラビルは、HIVインテグラーゼ阻害剤と
呼ばれる薬のクラスに含まれています。⾎中のHIVの量を減らすことによって機能します。ラルテグラビ
ルはHIVを治療しませんが、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（広がる）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？

ラルテグラビルは、錠剤、チュアブル錠、および経⼝懸濁液⽤の顆粒として経⼝摂取できます。ラルテグラビル
（Isentress®）錠剤、チュアブル錠、および経⼝懸濁液は、通常、1⽇2回、⾷事の有無にかかわらず服⽤します。ラ
ルテグラビル（Isentress®HD）タブレットは通常、⾷事の有無にかかわらず1⽇1回服⽤します。毎⽇同じ時間にラル
テグラビルを服⽤してください。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。指⽰通りにラルテグラ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。

錠剤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。チュアブル錠を服⽤している場合は、丸ごと噛ん

だり飲み込んだりすることができます。

噛むのが難しい⼦供のために、チュアブル錠を粉砕し、きれいなカップで⽔、ジュース、⺟乳などの液
体⼩さじ1（5 mL）と混ぜることができます。錠剤は液体を吸収し、2分以内にバラバラになります。ス
プーンを使⽤して、錠剤の残りの部分を粉砕します。すぐに混合物を飲みます。薬のいずれかがカップ
に残っている場合は、⼩さじ1杯（5 mL）の液体を追加し、渦を巻いてすぐに服⽤します。

ラルテグラビル経⼝懸濁液を初めて服⽤する前に、薬の準備⽅法を説明した付属の説明書を読んでくださ
い。1つの顆粒パケット  の内容物をミキシングカップに空にし、⼩さじ2杯（10 mL）の⽔を加えます。ミ
キシングカップの内容物を45秒間静かに回転させます。振らないでください。付属の注射器を使⽤して、
医師が処⽅した薬の量を測定します。調製後30分以内に混合物を使⽤し、残っている懸濁液を廃棄しま
す。
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気分が良くてもラルテグラビルを服⽤し続けてください。医師に相談せずにラルテグラビルやその他の抗HIV薬
の服⽤をやめないでください。ラルテグラビルの服⽤をやめたり、服⽤をスキップしたりすると、症状が悪化
し、ウイルスが治療に耐性を持つようになる可能性があります。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

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？

ラルテグラビルを服⽤する前に、

ラルテグラビル、その他の薬、またはラルテグラビル製品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。

医師と薬剤師に、処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および服⽤中または服⽤予定のハーブ製
品を伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください。カルシウム、マグネシウム、またはアルミ
ニウムを含む制酸剤（Maalox、Mylanta、Tumsなど）。カルバマゼピン（Equetro、Tegretol、Teril）; ア
トルバスタチン（Lipitor、Caduet）、フルバスタチン（Lescol）、ロバスタチン（Altoprev）、プラバス
タチン（Pravachol）、ロスバスタチン（Crestor）、シンバスタチン（Zocor、Vytorin）などのコレステ
ロール低下薬（スタチン）。エトラビリン（インテリジェンス）; フェノフィブラート（Antara、
Lipofen、Tricor、その他）; ゲムフィブロジル（Lopid）; フェノバルビタール; フェニトイン（Dilantin、
Phenytek）; リファンピン（リファディン、リマクタン、リファメート、リファター）、チプラナビル（ア
プティバス）とリトナビル（ノルビル）; およびジドブジン（レトロビル、その他）。

透析（腎臓が正常に機能していないときに⾎液をきれいにするための医学的治療）で治療されている
か、または肝炎、⾼⾎中コレステロールまたはトリグリセリド（⾎液中の脂肪物質）、筋⾁疾患を
患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてくださいまたは筋⾁の腫れ、または横
紋筋融解症（⾻格筋の状態）。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。ラルテグラビルを服⽤中に妊娠した場合
は、医師にご相談ください。⺟乳育児をしているのか、⺟乳育児を計画しているのかを医師に伝えてください。HIVに感染し
ている場合、またはラルテグラビルを服⽤している場合は、授乳しないでください。

フェニルケトン尿症（PKU、重度の知的障害を引き起こす可能性のある脳への損傷を防ぐために特別な⾷事
療法に従う必要がある遺伝性疾患）がある場合は、チュアブル錠にフェニルアラニンを形成するアスパル
テームが含まれていることを知っておく必要があります。

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。ラルテグラビルによる治療中に新たな症状または悪化する症状がある場
合。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

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？
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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ている場合は、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、ラルテグラビルを2
錠同時に服⽤しないでください。

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？

ラルテグラ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。

下痢

ガス

胃痛

胸焼け

不眠症

異常な夢

うつ

頭痛

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これら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。

筋⾁痛または圧痛

筋⼒低下

濃い⾊またはコーラ⾊の尿

胸の痛みや圧迫

発疹

熱

⽪膚の⽔ぶくれまたは剥離

じんましん

かゆみ

⽬、顔、唇、⾆、喉、⼿、⾜、⾜⾸、または腕の腫れ

呼吸困難または嚥下困難

極度の倦怠感

⼝の病変

⾚、かゆみ、または腫れた⽬

胃の右上部分の痛み

⽪膚や⽬の⻩変

淡いスツール
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吐き気

嘔吐

⾷欲減少

速いハートビート

呼吸困難

発熱、喉の痛み、咳、悪寒、その他の感染症の兆候

エネルギーの⽋乏

原因不明の体重増加

尿量の減少

⾜、⾜⾸、または脚の周りの腫れ

眠気

ラルテグラ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。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room 
temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom). Do not remove the desiccant 
(small packet included with the tablets to absorb moisture) from your bottle.

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill 
minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can 
open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and immediately place the 
medication in a safe location ‒ one that is up and away and out of their sight and reach. 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。

他の情報を知っておく必要がありますか？

ラルテグラビルを服⽤している間、医師と検査室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はラルテグラビルに対する

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。

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。
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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。

ランド名
アイセントレス®

アイセントレス®HD
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