
家 →薬、ハーブ、サプリメント →リトナビル

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696029.html

リトナビル
（ri toe'na veer）と発⾳します

重要な警告：

他の特定の薬と⼀緒にリトナビルを服⽤すると、深刻なまたは⽣命を脅かす副作⽤を引き起こす可能性があります。
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。ジヒドロエルゴタミン（DHE 45、ミグラナ
ル）、エルゴタミン（エルゴマー、カフェルゴット、ミガーゴット）、エルゴノビン、メチルエルゴノビン（メトリ
ン）などの⻨⾓薬。アミオダロン（コルダロン、ネクステロン、パセロン）、フレカイニド、プロパフェノン（リト
モル）、キニジン（ヌエデクスタ）などの不整脈の薬。ミダゾラム（Versed）やトリアゾラム（Halcion）などの鎮
静剤または睡眠薬。あなたがこれらの薬のいずれかを服⽤している場合、あなたの医者はおそらくリトナビルを服⽤
しないようにあなたに⾔うでしょう。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

リトナビルは、他の薬と⼀緒にヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症を治療するために使⽤されます。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属しています。⾎中のHIVの量を減らすことによって機能し
ます。リトナビルは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？

リトナビルは、カプセル、錠剤、および経⼝摂取⽤の溶液（液体）として提供されます。通常、⾷事と⼀緒に1⽇2回
服⽤します。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。指⽰通りに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。

あなたの医者はおそらくリトナビルの低⽤量であなたを始めて、あなたの⽤量を徐々に増やします、2から3⽇に1回
より頻繁ではありません。これらの指⽰に注意深く従ってください。

リトナビル錠を丸ごと飲み込みます。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。
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経⼝液剤を服⽤している場合は、⽤量測定スプーン、注射器、またはカップを使⽤して、各⽤量に必要な液体
の正しい量を測定します。通常の家庭⽤スプーンは使⽤しないでください。溶液を単独で摂取することも、8オ
ンスのチョコレートミルクまたはEnsureまたはAdveraブランドの栄養補助⾷品と混合して味を改善することも
できます。薬をこれらの液体の1つと混合する場合は、混合後1時間以内に混合物を飲む必要があります。

リトナビルカプセルの服⽤を中⽌し、代わりに錠剤の服⽤を開始するように医師から指⽰された場合、切
り替えた直後に、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの副作⽤が発⽣する可能性があります。これらの症状
は、体が錠剤に順応するにつれて改善する可能性があります。

気分が良くてもリトナビルを服⽤し続けてください。医師に相談せずに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、処⽅された量より少なく服⽤したり、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お問い合わせください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

リトナビルを服⽤する前に、

リトナビル、他の薬、またはリトナビルの錠剤、カプセル、または溶液の成分にアレルギーがあるかどう
かを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。

重要な警告のセクションにある薬のいずれか、または次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（エルレダ）、シサプリド（推進剤）（⽶国では利⽤できません）、コルヒチ
ン（コルクリス、ミチガレ）腎臓または肝臓の病気の⼈、ドロネダロン（Multaq）、ロミタピド（Juxtapid）、ロバスタチ
ン（Altoprev）、ルラシドン（Latuda）、ピモジド（Orap）、ラノラジン（Ranexa）、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）、St。John's wort、またはボリコナゾール（Vfend）。
あなたがこれらの薬の1つ以上を服⽤している場合、あなたの医者はおそらくリトナビルを服⽤しないようにあなたに⾔うで
しょう。

また、医師や薬剤師に、他にどのような処⽅薬や⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を服⽤しているのか、または服⽤
する予定があるのか  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。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」）。アミトリプチリン、ブプロピオン（アプ
レジン、フォルフィボXL、ウェルブトリン、ザイバンなど）、デシプラミン（ノルプラミン）、フルオキセチン（プロ
ザック）、ネファゾドン、ノルトリプチリン、パロキセチン（パキシル）、トラゾドンなどの抗うつ薬。アトバコン
（メプロン、マラロン）; ベダキリン（シルトゥーロ）; メトプロロール（Lopressor、Toprol XL、Dutoprol、
Lopressor HCT）やチモロールなどのベータ遮断薬。ボセンタン（Tracleer）; ブスピロン; ジルチアゼム（Cardizem、
Cartia、Tiazacなど）、ニフェジピン（Adalat、Afeditab CR、Procardia）、ベラパミル（Calan、Covera、Verelan、
Tarka）; アトルバスタチン（リピトール、カデュエット）やロスバスタチン（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）; クロラゼプ酸（Gen-Xene、Tranxene）; コルヒチン（Colcrys、
Mitigare）; 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; デキサメタゾン; ジアゼパム（Diastat、Valium）; ジゴキシン（ラノキシン）; ドロナビノール（マリノール）; 
elagolix（オリリッサ）; エスタゾラム; フェンタニル（Duragesic、Subsys）、フォスタマチニブ（Tavalisse）、ボセ
プレビル（⽶国では使⽤できなくなった; Victrelis）、グレカプレビルとピブレンタスビル（Mavyret）、シメプレビル
（⽶国では使⽤できなくなった）などのC型肝炎ウイルス（HCV）の特定の薬剤; Olysio）; イトラコナゾール
（Onmel、Sporanox）; ケトコナゾール（ニゾラル）; リドカイン（リドカイン;エピネフリンを含むキシロカイン）; 
アタザナビル（Reyataz、
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Evotaz）、darunavir（Prezista、Prezcobix）、delavirdine（Rescriptor）、fosamprenavir（Lexiva）、indinavir（Crixivan）、maraviroc（Selzentry）、saquinavir（Invirase）、およびtipranavir（Aptivus）; アバナフィル（ステンドラ）、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）、バルデナフィル（レビトラ）などの勃起不全治療薬。シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、シロリムス（Rapamune）、タクロリムス（Astagraf XL、

Prograf）などの免疫系を抑制する薬。カルバマゼピン（エピトール、エクエトロ、テグレトールなど）、クロナゼパム（クロノピン）、バルプロ酸（デパコート）、エトサキシミド（ザロンチン）、ラモトリジン（ラミクタール）、フェニトイン

（ジランチン、フェニトイン）などの発作に対する特定の薬剤。メペリジン（デメロール）; メタドン（ドロフィン、メタドース）; メタンフェタミン（デソキシン）; メキシレチン; ペルフェナジン; クエチアピン（セロクエル）; キニーネ

（Qualaquin）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファタール、リマクタン、リファメート、リファタール）; リスペリドン; サルメテロール（Serevent、Advair）; ベタメタゾン、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（Medrol）などの経⼝または吸⼊ステロイド。モメタゾン（デュレラ）。プレドニゾン、およびトリアムシノロン; テオフィリン（Theo 24、

Uniphyl、その他）; チオリダジン; およびゾルピデム（Ambien、Edluar、Intermezzo、その他）。他の多くの薬もリトナビルと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬について医師に必ず

伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。リスペリドン; サルメテロール（Serevent、Advair）; ベタメタゾン、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（Medrol）などの経⼝または吸⼊ステロイド。モメタゾン（デュレラ）。プレドニゾン、およびトリアムシノロン; テオフィリン

（Theo 24、Uniphyl、その他）; チオリダジン; およびゾルピデム（Ambien、Edluar、Intermezzo、その他）。他の多くの薬もリトナビルと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬につい

て医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。リスペリドン; サルメテロール（Serevent、Advair）; ベタメタゾン、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（Medrol）などの経⼝または吸⼊ステロイド。モメタゾン（デュレラ）。プレドニゾン、およびトリアムシノロン; テオ

フィリン（Theo 24、Uniphyl、その他）; チオリダジン; およびゾルピデム（Ambien、Edluar、Intermezzo、その他）。他の多くの薬もリトナビルと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤しているすべての

薬について医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。フルチカゾン（Flonase、Flovent、Advair）、メチルプレドニゾロン（メドロール）。

モメタゾン（デュレラ）。プレドニゾン、およびトリアムシノロン; テオフィリン（Theo 24、Uniphyl、その他）; チオリダジン; およびゾルピデム（Ambien、Edluar、Intermezzo、その他）。他の多くの薬もリトナビルと相互作⽤する可能性がある

ため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。フルチカゾン

（Flonase、Flovent、Advair）、メチルプレドニゾロン（メドロール）。モメタゾン（デュレラ）。プレドニゾン、およびトリアムシノロン; テオフィリン（Theo 24、Uniphyl、その他）; チオリダジン; およびゾルピデム（Ambien、Edluar、Intermezzo、その他）。他の多くの薬もリトナビルと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。このリストに表⽰されていないものでも。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。このリストに表⽰されていないものでも。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。

リトナビル経⼝懸濁液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）を服⽤しているかどうかも医師に伝えてください。

QT間隔が⻑い（不整脈、失神、突然死を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）、糖尿病、⾎友
病、⾎中の⾼コレステロールまたはトリグリセリド（脂肪）、または⼼臓またはB型またはC型肝炎を含
む肝疾患。

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。リトナビル
を服⽤中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。HIVに感染している場合、または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。

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。

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。リトナビルを服⽤しているときに次の症状のいずれかが発
⽣した場合は、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。リトナビルによる治療を開始した後に新たな症状または悪化した症状がある場合は、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？

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？

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。

眠気

下痢

ガス

胸焼け

⾷べ物を味わう能⼒の変化

頭痛

⼿、⾜、または⼝の周りのしびれ、灼熱感、またはうずき

筋⾁や関節の痛み

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。

⽔ぶくれや⽪膚の剥離

発疹

じんましん

⽬、顔、⾆、唇、喉の腫れ

喉の引き締め

呼吸困難または嚥下困難

吐き気

嘔吐

胃痛

過度の倦怠感

エネルギーの⽋乏

⾷欲減少

胃の右上部分の痛み

⽪膚や⽬の⻩変

めまい

⽴ちくらみ
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意識の喪失

不整脈

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）。

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。この薬を服⽤しているとき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？

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。錠剤と溶液
を室温で保存します。溶液を冷蔵したり、熱くなりすぎたり冷たすぎたりしないでください。リトナビルカプ
セルは冷蔵するのが最善ですが、室温で最⼤30⽇間保存することもできます。

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よりも多く飲む場合は、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⼤量のアルコールが含まれています。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
⼿や⾜のしびれ、灼熱感、またはうずき

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はリトナビルへのあなた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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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。
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