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サキナビル
（sa kwin'a 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？

サキナビルは、リトナビル（Norvir）やその他の薬剤と組み合わせて、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。サキナビルは、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。サキナビルは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？

サキナビルは、経⼝摂取⽤のカプセルと錠剤として提供されます。通常、リトナビル（ノルビル）と同時に1
⽇2回、完全⾷後2時間以内に服⽤します。⾷事と⼀緒に服⽤する場合は、サキナビルを服⽤することを覚え
ておく⽅が簡単かもしれません。毎⽇ほぼ同じ時間にサキナ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
サキ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。

錠剤全体を飲み込みます。噛んだり、つぶしたりしないでください。

カプセル全体を飲み込めない場合は、カプセルを開けて中⾝を砂糖シロップ、ソルビトール、ジャムと混ぜて
サキナビルを服⽤できます。各⽤量を準備するには、⼩さじ3杯（15 mL）の砂糖シロップ、ソルビトール、ま
たはジャムを空の容器に追加します。サキナビルカプセルを開き、中⾝を容器に⼊れます。混合物を30〜60秒
間攪拌します。冷たいシロップ、ソルビトール、またはジャムを使⽤した場合は、混合物が室温になるのを
待ってから⾷べてください。あなたが完全な⽤量を受け取るように、必ず混合物全体を⾷べてください。

気分が良くてもサキナビルを服⽤し続けてください。医師に相談せずにサキナビルの服⽤をやめないでください。服
⽤し忘れたり、処⽅された量より少なく服⽤したり、サキ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。

サキナビルによる治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造元の患者
情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ね
てください。また、⾷品とを訪問することができます
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医薬品局（FDA）のウェブサイト（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを⼊⼿してく
ださい。

この薬の⽤途

サキナビルは、リトナビル（Norvir）やその他の薬と併⽤して、HIVに感染した医療従事者やその他の⼈々
の感染を防ぐのに役⽴つことがあります。あなたの状態のためにこの薬を服⽤することのリスクについてあ
なたの医者に相談してください。

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？

サキナビルを服⽤する前に、

サキナビル、他の薬、乳糖、またはサキナビルのカプセルや錠剤に含まれる他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。あなたの医者はあなたにサキナビルを服⽤しないように⾔うかもしれません。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）。アタザナビル（Reyataz、Evotaz）; クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）; クロザピン（クロザリル、ファザクロ、ベルサクロズ）; ダサチニ

ブ（Sprycel）; ジヒドロエルゴタミン（DHE 45、ミグラナール）、エルゴロイドメシレート（ハイデルギン）、エルゴノビン（エルゴトレート）、エルゴタミン（エルゴマー、カフェルゴット、ミゲルゴットなど）、メチルエルゴノビン（メテルギ

ン）などのエルゴタミン薬。エリスロマイシン（EES、E-マイシン、エリスロシン、その他）; ハロファントリン; ハロペリドール（ハルドール）; アミオダロン（Nexterone、Pacerone）、ジソピラミド（Norpace）、ドフェチリド（Tikosyn）、フレ

カイニド（Tambocor）、リドカイン（Xylocaine）、プロパフェノン（Rhythmol）、キニジン（Nuedexta）などの不規則な⼼拍に対する特定の薬剤。ロバスタチン（Altoprev）; ルラシドン（ラトゥダ）; クロルプロマジン、チオリダジンなどの精

神疾患や吐き気の薬; ⼝からのミダゾラム; ペンタミジン（ネブペント、ペンタミジン）; ピモジド（オラップ）; キニーネ（Qualaquin）; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; 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、Flolopid、Vytorin）; スニチニブ（持続性）; タクロリムス（Astagraf XL、Envarsus XR、Prograf）; トラゾドン; トリアゾラム（ハルシオン）; またはジプラシドン（ジオドン）。また、リルピビリン

（Edurant、Juluca、Odefsey、Complera）を服⽤している場合、または過去2週間以内に服⽤を中⽌した場合は、医師または薬剤師に伝えてください。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サキナビルを服⽤

しないようにあなたに⾔うでしょう。リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; 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、Flolopid、Vytorin）; スニチニブ（持続性）; タク

ロリムス（Astagraf XL、Envarsus XR、Prograf）; トラゾドン; トリアゾラム（ハルシオン）; またはジプラシドン（ジオドン）。また、リルピビリン（Edurant、Juluca、Odefsey、Complera）を服⽤している場合、または過去2週間以内に服⽤を中

⽌した場合は、医師または薬剤師に伝えてください。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サキナビルを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リ

ファター）; 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、Flolopid、Vytorin）; スニチニブ（持続性）; タクロリムス（Astagraf XL、Envarsus XR、Prograf）; トラゾドン; トリアゾラム（ハルシオン）; また

はジプラシドン（ジオドン）。また、リルピビリン（Edurant、Juluca、Odefsey、Complera）を服⽤している場合、または過去2週間以内に服⽤を中⽌した場合は、医師または薬剤師に伝えてください。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サキナビルを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。また、リルピビリン（Edurant、Juluca、Odefsey、Complera）を服⽤している場合、または過去2週間以内に服⽤を中⽌した場合は、医師または薬剤師に伝え

てください。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サキナビルを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。また、リルピビリン（Edurant、Juluca、Odefsey、Complera）を服⽤している場合、または過去2週

間以内に服⽤を中⽌した場合は、医師または薬剤師に伝えてください。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サキナビルを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の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）などの抗凝固剤（「抗凝⾎

剤」）。イトラコナゾール（Onmel、Sporanox）などの抗真菌剤およびアルプラゾラム（Xanax）、クロラゼプ酸（Gen-Xene、Tranxene）、ジアゼパム（Diastat、Valium）、およびフルラゼパムなどのケトコナゾールベンゾジアゼピン。アテノ

ロール（Tenormin、テノレティック）、ラベタロール（Trandate）、メトプロロール（Lopressor、Toprol XL、Dutoprol、Loressor HCT）、ナドロール（Corgard、Corzide）、プロプラノロール（Hemangeol、Inderal、Innopran）などのベータ

ブロッカー。ボセンタン（Tracleer）; アムロジピン（Norvasc、Caduet、Lotrel、その他）、ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、Tiazac、その他）、フェロジピン、イスラジピン、ニカルジピン（Cardene）、ニフェジピン（Adalat、Afeditab CR、

Procardia）、ニモジピン（Nymalize）、ニソルジピン（Sular）、およびベラパミル（Calan、Verelan、Tarka）; アトルバスタチン（リピトール、Caduet）などの特定のコレステロール低下薬（スタチン）; コビシスタット（Tybost、Evotaz、

Genvoya、Prezcobix、およびStribild）; ベータメタゾン、ブデソニド（Entocort、Pulmicort、Uceris、Symbicort）、シクレソニド（Alvesco、Zetonna、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Arnuity Ellipta、Flonase、Flovent、

Advair、その他）、メチルなどのコルチコステロイド）、プレドニゾン（Rayos）、およびトリアムシノロン（Kenalog）; コルヒチン（Colcrys、Mitigare）; ジゴキシン（ラノキシン）; フェンタニル（Abstral、Actiq、ヴェレラン、タルカ）; アトル

バスタチン（リピトール、Caduet）などの特定のコレステロール低下薬（スタチン）; コビシスタット（Tybost、Evotaz、Genvoya、Prezcobix、およびStribild）; ベータメタゾン、ブデソニド（Entocort、Pulmicort、Uceris、Symbicort）、シク

レソニド（Alvesco、Zetonna、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Arnuity Ellipta、Flonase、Flovent、Advair、その他）、メチルなどのコルチコステロイド）、プレドニゾン（Rayos）、およびトリアムシノロン（Kenalog）; コルヒチ

ン（Colcrys、Mitigare）; ジゴキシン（ラノキシン）; フェンタニル（Abstral、Actiq、ヴェレラン、タルカ）; アトルバスタチン（リピトール、Caduet）などの特定のコレステロール低下薬（スタチン）; コビシスタット（Tybost、Evotaz、

Genvoya、Prezcobix、およびStribild）; ベータメタゾン、ブデソニド（Entocort、Pulmicort、Uceris、Symbicort）、シクレソニド（Alvesco、Zetonna、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Arnuity Ellipta、Flonase、Flovent、

Advair、その他）、メチルなどのコルチコステロイド）、プレドニゾン（Rayos）、およびトリアムシノロン（Kenalog）; コルヒチン（Colcrys、Mitigare）; ジゴキシン（ラノキシン）; フェンタニル（Abstral、Actiq、シクレソニド（Alvesco、

Zetonna、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Arnuity Ellipta、Flonase、Flovent、Advair、その他）、メチルプレドニゾン、モメタゾン（Asmanax、Dulera）、プレドニゾン（Rayos）、トリアムシノロン（Kenalog）; コルヒチン

（Colcrys、Mitigare）; ジゴキシン（ラノキシン）; フェンタニル（Abstral、Actiq、シクレソニド（Alvesco、Zetonna、Omnaris）、デキサメタゾン、フルチカゾン（Arnuity Ellipta、Flonase、Flovent、Advair、その他）、メチルプレドニゾン、

モメタゾン（Asmanax、Dulera）、プレドニゾン（Rayos）、トリアムシノロン（Kenalog）; コルヒチン（Colcrys、Mitigare）; ジゴキシン（ラノキシン）; フェンタニル（Abstral、Actiq、
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Duragesic、その他）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）、およびシロリムス（Rapamune）などの特定
の免疫抑制剤。インジナビル（Crixivan）、リトナビルとロピナビル（Kaletra）、マラビロック（Selzentry）、ネルフィナ
ビル（Viracept）、またはリトナビルとチプラナビル（Aptivus）を含むHIVまたはAIDSを治療するための薬剤。イブチリド
（Corvert）やソタロール（Betapace、Sorine、Sotylize）などの不整脈に対する特定の薬。カルバマゼピン（カルバマゼピ
ン、エピトール、テグレトールなど）、フェニトイン（ディランチン、フェニテック）、フェノバルビタールなどの発作を
治療するための薬。メタドン（ドロフィン、メタドース）; ネファゾドン; オメプラゾール（Prilosec、Yosprela、Zegerid）; 
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、スタキシン）など
の特定のホスホジエステラーゼ（PDE5）阻害剤。クエチアピン（セロクエル）; キヌプリスチンおよびダルホプリスチン
（Synercid）; リファブチン（マイコブチン）; サルメテロール（Serevent、Advair）; アミトリプチリン、クロミプラミン
（アナフラニル）、イミプラミン（サーモンチル、トフラニル）、マプロチリンなどの特定の三環系抗うつ薬。他の薬はサ
キナビルと相互作⽤する可能性があるため、このリストに記載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
師と薬剤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。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定のハーブ製品、特にセントジョンズワートとニンニクカプセルを医師に伝え
てください。

あなたが⼤量のアルコールを飲んだり飲んだりしたことがあるかどうか、そしてあなたやあなたの家族の誰かが糖尿病
にかかったことがあるか、またはこれまでに糖尿病にかかったことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、不
整脈、⾼コレステロール、またはトリグリセリド（⾎中の脂肪）があるかどうかを医師に伝えてください。⾎友病（出
⾎性疾患）; 体が⼗分なラクターゼを⽣産できないか、乳糖に耐えられない状態、または⼼臓や腎臓の病気。

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。サキナビルを服⽤中に妊娠した場
合は、医師にご相談ください。HIVに感染している場合やサキナビルを服⽤している場合は、授乳しないでくださ
い。

サキ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。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、サキナビルを服⽤していることを医師または⻭科医に伝えてくださ
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。サキ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
始めたり、他の状態を引き起こしたりす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
れらの感染症や症状の症状が現れる可能性があります。サキ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？

この薬を服⽤している間、グレープフルーツを⾷べたりグレープフルーツジュースを飲んだりすることについて医師に相談してください。
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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？

サキ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。

下痢

胃痛

吐き気

嘔吐

便秘

疲れ

背中の痛み

乾燥した唇や肌

熱

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。

発疹、かゆみ、⽬、顔、⼝、喉、唇の腫れ、呼吸困難または嚥下困難

⽔ぶくれや⽪膚の剥離

⽪膚や⽬の⻩変、⾷欲不振、インフルエンザのような症状、極度の倦怠感、濃い⾊の尿、薄い⾊の
便、胃の右上部の痛み

めまい、⽴ちくらみ、遅い、不規則な、またはドキドキする⼼拍、失神

サキ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。

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。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。
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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。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
喉の痛み

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。医師は、サキナビルに対する体の反応をチェック
するために、治療前および治療中に特定のラボテストを注⽂します。医師は、治療前および治療中に⼼電図
（ECG;⼼臓の電気的活動を測定する検査）を注⽂する場合もあります。

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。

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

インビラーゼ®

最終改訂⽇-2019年6⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ
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