
アバカビル/ラミブジンルパン600mg/300mgフィルムコーティング錠
アバカビル/ラミブジン

この薬が含まれているので、この薬を服⽤し始める前に、このリーフレットをすべて注意深く読んでください
あなたにとって重要な情報。
-このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

-さらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。
-この薬はあなただけに処⽅されています。他⼈に渡さないでください。彼らの病気の兆候があなたのものと同じであっ

ても、それは彼らに害を及ぼす可能性があります。
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作

⽤が含まれます。セクション4を参照してください。

-

重要—過敏反応
アバカビル/ラミブジンルパンにはアバカビルが含まれています（（これは、次のような医薬品の有
効成分でもありますTrizivir、Triumeqとジアゲン）。アバカビルを服⽤している⼈の中には、過敏
反応（（深刻なアレルギー反応）、アバカビルを含む製品を服⽤し続けると⽣命を脅かす可能性があ
ります。
セクション4のパネルの「過敏反応」の下にあるすべての情報を注意深く読む必要があります。

アバカビル/ラミブジンルパンパックには、アラートカード、アバカビル過敏症についてあなたと医療スタッフに
思い出させるために。このカードは常に携帯してください。

このリーフレットの内容
1.アバカビル/ラミブジンルパンとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

2.アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤する前に知っておくべきこと
3.アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.アバカビル/ラミブジンルパンの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.アバカビル/ラミブジンルパンとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

アバカビル/ラミブジンルパンは、成⼈、⻘年、および体重が25kg以上の⼦供におけるHIV（ヒト免
疫不全ウイルス）感染症の治療に使⽤されます。。

アバカビル/ラミブジンルパンには、HIV感染症の治療に使⽤される2つの有効成分、アバカビルとラミブ
ジンが含まれています。これらは、と呼ばれる抗レトロウイルス薬のグループに属していますヌクレオシ
ドアナログ逆転写酵素阻害剤（NRTI）。

アバカビル/ラミブジンルパンはHIV感染を完全に治すわけではありません。それはあなたの体のウ
イルスの量を減らし、それを低レベルに保ちます。また、⾎液中のCD4細胞数も増加します。CD4
細胞は、体が感染症と戦うのを助けるのに重要な⽩⾎球の⼀種です。

誰もが治療に反応するわけではありませんアバカビル/ラミブジンルパン同じやり⽅で。あなたの医
者はあなたの治療の有効性を監視します。

2.アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤する前に知っておくべきこと
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アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤しないでください：

- あなたがいる場合アレルギー性（（過敏症）アバカビル（またはアバカビルを含む他の薬-（例： Trizivir、
Triumeqまたジアゲン）、ラミブジンまたはこの薬の他の成分のいずれか（セクション6に記載されていま
す）
セクション4の過敏反応に関するすべての情報を注意深く読んでください。
医師に確認してくださいあなたがこれがあなたに当てはまると思うなら。アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤しないでください。

アバカビル/ラミブジンルパンには特に注意してください
アバカビル/ラミブジンまたは他のHIVの併⽤治療を受けている⼈の中には、深刻な副作⽤のリスクが⾼い
⼈もいます。追加のリスクに注意する必要があります。
-
-

中程度の場合または重度の肝疾患
あなたが今まで持っていたなら肝疾患、B型またはC型肝炎を含む（B型肝炎に感染している場合は、肝炎が
再発する可能性があるため、医師の助⾔なしにアバカビル/ラミブジンルパンを⽌めないでください）

あなたが真剣に太りすぎ（（特にあなたが⼥性の場合）あなたが
持っている場合腎臓の問題

-
-
これらのいずれかに該当する場合は、アバカビル/ラミブジンルパンを使⽤する前に医師に相談してください。薬を服⽤
している間、⾎液検査を含む追加の検査が必要になる場合があります。詳細については、セクション4を参照してくだ
さい。

アバカビル過敏反応
HLA-B*5701遺伝⼦を持っていない患者でもまだ発症する可能性があります過敏反応（（深刻な
アレルギー反応）。

このリーフレットのセクション4にある過敏反応に関するすべての情報を注意深く読んでください。

⼼臓発作のリスク
アバカビルが⼼臓発作を起こすリスクを⾼める可能性があることを排除することはできません。

あなたの医者に⾔いなさい⼼臓に問題がある場合、喫煙している場合、または⾼⾎圧や糖尿病などの
⼼臓病のリスクを⾼める可能性のあるその他の病気がある場合。医師の指⽰がない限り、アバカビル/
ラミブジンルパンの服⽤を中⽌しないでください。

重要な症状に注意してください
HIV感染症の薬を服⽤している⼈の中には、他の症状を発症する⼈もいますが、これは深刻な場合が
あります。アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤している間、注意すべき重要な兆候と症状について
知る必要があります。

このリーフレットのセクション4の「HIVに対する併⽤療法のその他の考えられる副作⽤」の情報を
読んでください。。

他の⼈を守る
HIV感染は、感染した⼈との性的接触によって、または感染した⾎液の移動によって（たとえば、注射針を共有
することによって）広がります。効果的な抗レトロウイルス療法によってリスクは低下しますが、この薬を服⽤
しているときでもHIVに感染する可能性があります。他の⼈に感染しないようにするために必要な予防措置につ
いて医師と話し合ってください。

その他の薬とアバカビル/ラミブジンルパン
他の薬を服⽤している場合は、医師または薬剤師に伝えてください、または最近服⽤した場合
は、処⽅箋なしで購⼊したハーブ薬やその他の薬を含みます。

3



アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤しているときに新薬を服⽤し始めた場合は、必ず医師または薬
剤師に伝えてください。

これらの薬は、アバカビル/ラミブジンルパンと⼀緒に使⽤しないでください。
-
-

エムトリシタビン、治療するHIV感染
治療に使⽤されるラミブジンを含む他の医薬品HIV感染またB型肝炎感染

⾼⽤量のトリメトプリム/スルファメトキサゾール、抗⽣物質
クラドリビン、治療に使⽤有⽑細胞⽩⾎病

あなたの医者に⾔いなさいこれらのいずれかで治療されている場合。

-
-

⼀部の薬はアバカビル/ラミブジンルパンと相互作⽤します これらには以下が
含まれます：

-フェニトイン、治療⽤てんかん。
あなたの医者に⾔いなさいフェニトインを服⽤している場合。あなたがアバカビル/ラミブジンルパンを服⽤している間、あなたの医者は

あなたを監視する必要があるかもしれません。

- メタドン、として使⽤ヘロイン代替品。アバカビルは、メタドンが体から除去される速度を⾼め
ます。メタドンを服⽤している場合は、離脱症状がないかチェックされます。あなたのメタドン
⽤量は変更される必要があるかもしれません。

あなたの医者に⾔いなさいメタドンを服⽤している場合。

-定期的に服⽤している場合は、ソルビトールおよびその他の糖アルコール（キシリトール、マンニトール、ラクチトール、マ
ルチトールなど）を含む薬（通常は液体）。

医師または薬剤師に伝えてくださいこれらのいずれかを服⽤している場合。

••リオシグアト、治療⽤⾎管内の⾼⾎圧（（⼼臓から肺に⾎液を運ぶ肺動脈）。アバカビルはリ
オシグアトの⾎中濃度を上昇させる可能性があるため、医師はリオシグアトの投与量を減らす
必要があるかもしれません。

妊娠
アバカビル/ラミブジンルパンは妊娠中の使⽤は推奨されていません。アバカビル/ラミブジンおよび同様
の薬は、胎児に副作⽤を引き起こす可能性があります。
妊娠中にアバカビル/ラミブジンルパンを服⽤した場合、医師は⼦供の発育を監視するために定
期的な⾎液検査やその他の診断検査を要求することがあります。妊娠中に⺟親がNRTIを服⽤し
た⼦供では、HIVに対する保護の恩恵が副作⽤のリスクを上回りました。

⺟乳育児
HIV陽性の⼥性は⺟乳で育ててはいけませんなぜなら、HIV感染は⺟乳で⾚ちゃんに伝染する可
能性があるからです。アバカビル/ラミブジンルパンの少量の成分も⺟乳に浸透する可能性があ
ります。

⺟乳育児をしている場合、または⺟乳育児を考えている場合：
すぐに医師に相談してください。

機械の運転と使⽤
アバカビル/ラミブジンルパンは、機械の運転や使⽤に影響を与える可能性のある副作⽤を引き起こす可能性がありま
す。
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医師に相談してくださいアバカビル/ラミブジンルパンを服⽤している間、機械を運転または
操作する能⼒について。

アバカビル/ラミブジンルパンの他の成分のいくつかに関する重要な情報 アバカビル/ラミブジンルパンにはサン
セットイエロー（E110）と呼ばれる⾊が含まれていますが、これは⼀部の⼈にアレルギー反応を引き起こす可能
性があります

3.アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤⽅法

常に医師の指⽰どおりに服⽤してください。よくわからない場合は、医師または薬剤師に確認
してください。
成⼈、⻘年、および体重25 kg以上の⼦供に推奨されるアバカビル/ラミブジンルパンの⽤量
は、1⽇1回1錠です。

錠剤全体を⽔で飲み込みます。アバカビル/ラミブジンルパンは、⾷事の有無にかかわらず摂取できます。

あなたの医者と定期的に連絡を取り合う
アバカビル/ラミブジンルパンはあなたの状態をコントロールするのに役⽴ちます。病気が悪化するのを防ぐために、毎
⽇服⽤し続ける必要があります。あなたはまだHIV感染に関連する他の感染症や病気を発症する可能性があります。

医師と連絡を取り合い、アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤を中⽌しないでください あなたの医者
のアドバイスなしで。

アバカビル/ラミブジンルパンを必要以上に摂取した場合
誤ってアバカビル/ラミブジンルパンを飲みすぎた場合は、医師または薬剤師に相談するか、最寄り
の病院の救急科に連絡してアドバイスを受けてください。

アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤するのを忘れた場合
飲み忘れた場合は、覚えたらすぐに飲んでください。その後、前と同じように治療を続けます。忘れ
た分を補うために2回分を服⽤しないでください。

アバカビル/ラミブジンルパンを定期的に服⽤することが重要です。不規則な間隔で服⽤する
と、過敏反応を起こす可能性が⾼くなるためです。

アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤をやめた場合
何らかの理由でアバカビル/ラミブジンルパンの服⽤をやめた場合-特に副作⽤があると思われる
ため、または他の病気があるため：

再度服⽤する前に医師に相談してください。あなたの医者はあなたの症状が過敏反応に関連してい
たかどうかをチェックします。医師が彼らが関係しているかもしれないと思うなら、アバカビル/ラ
ミブジンルパン、またはアバカビルを含む他の薬（例：トリジビル、トリウメク、ジアゲン）を服
⽤するように⼆度と⾔われることはありません。このアドバイスに従うことが重要です。

アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤を再開できると医師からアドバイスされた場合は、必要に
応じて、すぐに医療を受けられる場所で最初の服⽤を求められることがあります。

4.起こりうる副作⽤
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HIV治療中は、体重が増加し、⾎中脂質とブドウ糖のレベルが上昇する可能性があります。これは、健康
とライフスタイルの回復に部分的に関連しており、⾎中脂質の場合は、HIV薬⾃体に関連している場合が
あります。あなたの医者はこれらの変化をテストします。

すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

あなたがHIVの治療を受けているとき、症状がアバカビル/ラミブジンルパンまたはあなたが服⽤している
他の薬の副作⽤なのか、それともHIV疾患⾃体の影響なのかを⾒分けるのは難しいかもしれません。 です
から、あなたの健康の変化について医師に相談することは⾮常に重要です。

HLA-B*5701遺伝⼦を持っていない患者でもまだ発症する可能性があります過敏反応（（
深刻なアレルギー反応）、「過敏反応」という⾒出しのパネルのこのリーフレットに記載
されています。

この深刻な反応に関する情報を読んで理解することが⾮常に重要です。

アバカビル/ラミブジンルパンの以下の副作⽤と同様に、HIVの併⽤療法中に他の状態が発⽣す
る可能性があります。

このセクションの後半の「HIVに対する併⽤療法のその他の考えられる副作⽤」の情報を
読むことが重要です。

過敏反応
アバカビル/ラミブジンルパン含むアバカビル（（これは、次のような医薬品の有効成分でもありま
すTrizivir、Triumeqとジアゲン）。アバカビルは、過敏反応として知られる深刻なアレルギー反
応を引き起こす可能性があります。これらの過敏反応は、アバカビルを含む薬を服⽤している⼈に
よく⾒られます。

誰がこれらの反応を得るのですか？

アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤している⼈は誰でも、アバカビルに対する過敏反応を発症する可能性がありま
す。これは、アバカビル/ラミブジンルパンを服⽤し続けると⽣命を脅かす可能性があります。
あなたが呼ばれる遺伝⼦を持っている場合、あなたはこの反応を発症する可能性が⾼くなりますHLA-B * 5701（（しかし、
あなたはこの遺伝⼦を持っていなくても反応を得ることができます）。アバカビル/ラミブジンルパンが処⽅される前に、こ
の遺伝⼦の検査を受ける必要があります。この遺伝⼦を持っていることがわかっている場合は、アバカビル/ラミブジンルパ
ンを服⽤する前に医師に相談してください。

HLA-B * 5701遺伝⼦を持たない臨床試験でアバカビルで治療された患者100⼈ごとに約3〜4⼈
が過敏反応を発症しました。

症状は何ですか？ 最も⼀般的な
症状は次のとおりです。
-熱（（⾼温）および⽪膚の発疹。

その他の⼀般的な症状は次のとおりです。

- 吐き気（気分が悪くなる）、嘔吐（気分が悪くなる）、下痢、腹部（胃）の痛み、重度の倦怠
感。

その他の症状は次のとおりです。

関節や筋⾁の痛み、⾸の腫れ、息切れ、喉の痛み、咳、時折頭痛、⽬の炎症（（結膜炎）、⼝
内炎、低⾎圧、うずきまたは
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⼿や⾜のしびれ。

これらの反応はいつ起こりますか？

過敏反応は、アバカビル/ラミブジンルパンによる治療中いつでも開始できますが、治療の最初の6
週間の間に発⽣する可能性が⾼くなります。

すぐに医師に連絡してください：1

2
⽪膚の発疹が出た場合、または
次のグループの少なくとも2つから症状が出た場合：
⁻
⁻
⁻
⁻

熱
息切れ、喉の痛みまたは咳の吐き気または嘔
吐、下痢または腹痛、重度の倦怠感または痛
み、または⼀般的に気分が悪い。

あなたの医者はあなたにアバカビル/ラミブジンルパンの服⽤をやめるようにアドバイスするかもしれません。

アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤を中⽌した場合。
過敏反応のためにアバカビル/ラミブジンルパンの服⽤を中⽌した場合は、アバカビル/ラミブ
ジンルパン、またはアバカビルを含む他の薬（例：トリジビル、トリウメク、ジアゲン）を⼆
度と服⽤しないでください。そうすると、数時間以内に⾎圧が危険なほど低くなり、死に⾄る
可能性があります。

何らかの理由でアバカビル/ラミブジンルパンの服⽤をやめた場合-特に副作⽤があると思われ
るため、または他の病気があるため：

再開する前に医師に相談してください。あなたの医者はあなたの症状が過敏反応に関連していたかどうかを
チェックします。医者が彼らがそうだったかもしれないと思うなら、その後、アバカビル/ラミブジンルパン、
またはアバカビルを含む他の薬（例：トリジビル、トリウメック、ジアゲン）を服⽤するように⼆度と⾔われ
ることはありません。このアドバイスに従うことが重要です。

アバカビルを含む製品を再び服⽤し始めたが、服⽤をやめる前にアラートカードに症状が1つ
しかなかった⼈に、時折過敏反応が発⽣しました。

過去に過敏症の症状がなく、アバカビルを含む薬を服⽤したことがある患者が、これらの薬を
再び服⽤し始めたときに過敏反応を発症することはめったにありません。

アバカビル/ラミブジンルパンの服⽤を再開できると医師からアドバイスされた場合は、必要に
応じて、すぐに医療を受けられる場所で最初の服⽤を求められることがあります。

アバカビル/ラミブジンに過敏な場合は、安全に廃棄するために、未使⽤のアバカビル/ラミブジンルパン錠をす
べて返却してください。医師または薬剤師にアドバイスを求めてください。

アバカビル/ラミブジンルパンパックには、アラートカード、過敏症反応についてあなたと医療ス
タッフに思い出させるために。このカードには重要な安全情報が含まれています。常に携帯してく
ださい。。

⼀般的な副作⽤
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これらは影響を与える可能性があります10⼈に1⼈まで⼈：

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

過敏反応性頭痛

病気であること （嘔吐
） 気分が悪い （吐き気
） 下痢
胃の痛み
⾷欲減少
倦怠感、エネルギー不⾜（⾼
温）全⾝倦怠感（体調不良）
睡眠困難（不眠症）筋⾁痛と
不快な関節痛

咳
炎症を起こした、または⿐⽔が出

る⽪膚の発疹

脱⽑。

まれな副作⽤
これらは影響を与える可能性があります100分の1まで⼈々と⾎液検査に現れるかもしれません：

-
-
-

⾚⾎球数が少ない（貧⾎）または⽩⾎球数が少ない（好中球減少症）肝酵
素のレベルの増加
⾎液凝固に関与する細胞数の減少（⾎⼩板減少症）。

まれな副作⽤
これらは影響を与える可能性があります1000分の1まで⼈：

-
-
-

⻩疸、肝腫⼤、脂肪肝などの肝障害、炎症（肝炎）膵臓の炎症（膵炎）筋⾁組
織の破壊。

⾎液検査で現れる可能性のあるまれな副作⽤は次のとおりです。

- と呼ばれる酵素の増加アミラーゼ。

⾮常にまれな副作⽤
これらは影響を与える可能性があります10,000⼈に1⼈まで⼈：

-
-
-

しびれ、⽪膚のピリピリ感（ピンと針）⼿⾜の脱⼒
感
⽔疱を形成し、⼩さな標的のように⾒える⽪膚の発疹（中央の暗い斑点がより薄い領域に
囲まれ、縁の周りに暗い輪があります）（（多形紅斑）
特に⼝、⿐、⽬、性器の周りに⽔ぶくれや⽪膚の剥離を伴う広範囲の発疹。（（スティー
ブンス‧ジョンソン症候群）、そして体表⾯の30％以上で⽪膚の剥離を引き起こすより深
刻な形態（（中毒性表⽪壊死症）。乳酸アシドーシス（⾎中の過剰な乳酸）

-

-

これらの症状のいずれかに気付いた場合は、緊急に医師に連絡してください。

⾎液検査で現れる可能性のある⾮常にまれな副作⽤は次のとおりです。
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- ⾻髄が新しい⾚⾎球を⽣成できない（⾚芽球癆）。

副作⽤が出た場合
医師または薬剤師に伝えてください副作⽤のいずれかが重度または厄介になった場合、またはこのリーフレット
に記載されていない副作⽤に気付いた場合。

HIVに対する併⽤療法の他の考えられる副作⽤
アバカビル/ラミブジンなどの併⽤療法は、HIV治療中に他の症状を発症させる可能性がありま
す。

感染症と炎症の症状

古い感染症が再発する可能性があります

進⾏したHIV感染症（AIDS）の⼈は免疫⼒が弱く、深刻な感染症を発症する可能性が⾼くなりま
す（⽇和⾒感染症）。このような感染症は「沈黙」しており、治療が開始される前は免疫⼒が
弱いために検出されなかった可能性があります。治療を開始すると、免疫系が強くなり、感染
症を攻撃する可能性があり、感染症や炎症の症状を引き起こす可能性があります。症状には通
常、次のものが含まれます熱、および次のいくつか：

-
-
-

まれに、免疫システムが強くなると、健康な体組織を攻撃することもあります
（（⾃⼰免疫疾患）。⾃⼰免疫疾患の症状は、HIV感染症の治療のために薬を服⽤し始めてから何ヶ⽉も
経ってから発症する可能性があります。症状には次のものがあります。

-
-
-

頭痛
腹痛
呼吸困難

動悸（急速または不整脈）または振戦の活動亢進
（過度の落ち着きのなさおよび動き）
⼿⾜から始まり、体幹に向かって上昇する弱さ。

感染症の症状が出た場合および炎症、または上記の症状のいずれかに気付いた場合：
すぐに医師に伝えてください。医師の助⾔なしに、感染症のために他の薬を服⽤しないで
ください。

⾻に問題があるかもしれません

HIVの併⽤療法を受けている⼈の中には、⾻壊死。この状態では、⾻への⾎液供給が減少するた
め、⾻組織の⼀部が死にます。⼈々はこの状態になる可能性が⾼いかもしれません：

-
-
-
-
-

彼らが⻑い間併⽤療法を受けている場合
アルコールを飲む場合、コルチコステロイドと呼ばれる抗炎症薬も服
⽤している場合
彼らが太りすぎの場合、彼らの免疫シス
テムが⾮常に弱い場合。

⾻壊死の兆候は次のとおりです。
-
-
-
これらの症状のいずれかに気付いた場合：

あなたの医者に⾔いなさい。

関節のこわばり
痛みや痛み（特に腰、膝、肩）の動きが困難です。
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副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。これには、このリーフレットに記載されていない可
能性のある副作⽤が含まれます。イエローカードスキームのWebサイトから直接副作⽤を報告することもできま
す。www.mhra.gov.uk/yellowcard または、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索
してください。副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちま
す。

5.アバカビル/ラミブジンルパンの保管⽅法

この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。

カートンに記載されている有効期限が切れた後は、この薬を服⽤しないでください。有効期限とは、その⽉の最終⽇を
指します。

25未満で保管oC。

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤師に尋ね
てください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

6.パックの内容およびその他の情報

アバカビル/ラミブジンルパンに含まれるもの
各アバカビル/ラミブジンルパンフィルムコーティング錠の活性物質は、600mgのアバカビルと
300mgのラミブジンに相当する塩酸アバカビルです。

他の成分は、微結晶性セルロース、クロスポビドン（タイプA）、ポビドン（K-30）、酸化鉄イエロー（E172）、およ
び錠剤のコアに含まれるステアリン酸マグネシウムです。錠剤コーティングには、ヒプロメロースHPMC 
2910-3mPas、ヒプロメロースHPMC 2910-6mPas、⼆酸化チタン（E171）、マクロゴール400、ポリソルベート80、サ
ンセットイエローアルミニウムレイク（E110）が含まれています。

アバカビル/ラミブジンルパンの外観とパックの内容
アバカビル/ラミブジンルパンはオレンジ⾊、カプセル型、両凸、20.6 mm x 9.1フィルムコーティング錠
で、⽚⾯に「300」、もう⽚⾯に「600」が刻印されています。

アバカビル/ラミブジンルパンは、30、60、または90のフィルムコーティング錠を含むブリスターパック、または60または90のフィルム

コーティング錠を含むマルチブリスターパックで提供されます。

ボトルに⼊った30錠のフィルムコーティング錠活性炭サシェまたはボトル内の⽔分を制御する
ための培養カーボンサシェと脱酸素剤。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

販売承認取得者および製造元

Lupin Healthcare（UK）Limited
アーバンビルディング、2階3-9アル
バートストリート、スラウ、バーク
シャーSL1 2BE、イギリス

このリーフレットは2021年3⽉に最後に改訂されました。
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