
家 →薬、ハーブ、サプリメント →アタザナビル

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603019.html

アタザナビル
（za na'veerで）と発⾳されます

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

アタザナビルは、他の薬剤と⼀緒に使⽤して、⽣後3か⽉以上で体重が22ポンド（10 kg）以上の成⼈および⼩
児のヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症を治療します。アタザナビルは、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。⾎中のHIVの量を減らすことによって機能します。アタザナビルは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。アタザナビルは、HIV感染を完全に治療するために、HIV感染を治療する他の薬と⼀緒に投
与する必要があります。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？

アタザナビルはカプセルとして、また経⼝摂取⽤の粉末として提供されます。アタザナビルカプセルは、1⽇1回⾷
物と⼀緒に摂取され、リトナビルやコビシスタットなどの薬物動態ブースター（体内の別の薬のレベルを上げるた
めに投与される薬）とともに投与される場合があります。アタザナビルパウダーは、⾷物とリトナビルと⼀緒に摂
取する必要があります。毎⽇ほぼ同じ時間にアタザ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。指⽰通りにアタザナビルを
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。

あなたがアタザナビルを服⽤している間、あなたはHIVのための他の薬を服⽤します。医師は、これらの薬を
アタザナビルと同時に服⽤するか、アタザナビルを服⽤する数時間前または後に服⽤するかを教えてくれま
す。このスケジュールに注意深く従って、薬を服⽤すべき時期について質問がある場合は医師または薬剤師に
尋ねてください。

カプセル全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、開いたりしないでください。カプセルを飲み込めない場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。

アタザナビル粉末は、アップルソースやヨーグルトなどの⾷品、または⽔、⽜乳、乳児⽤調製粉乳などの液体
に加えることができます。よく混ぜて、すぐにすべての混合物を服⽤して、全量を服⽤してください。⽔と混
合した場合は、粉末混合物を服⽤した後すぐに軽⾷や⾷事を⾷べてください。カップから飲むことができない
乳児（⽣後3か⽉以上）の場合、粉末を乳児⽤調製粉乳と混合し、経⼝投与シリンジで投与することができま
す。哺乳瓶で乳児に混合物を与えないでください。混合物が取られていない場合
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すぐに室温で保存し、1時間以内に服⽤する必要があります。アタザナビルを混合して服⽤する⽅法を説明し
ている製造元の指⽰を注意深く読んでください。この薬を混ぜたり服⽤したりする⽅法について質問がある
場合は、必ず薬剤師または医師に尋ねてください。

⾚ちゃんが嘔吐したり、吐き出したり、アタザナビルの投与量の⼀部にしか参加しなかった場合の対処法については、医師に相談し

てください。

アタザナビルはHIVを制御しますが、それを治療しません。アタザナビルはHIV感染を単独で治療するのではなく、常
に完全なレジメンで投与する必要があります。医師がHIV感染症を治療するために処⽅したすべての薬を⼀緒に服⽤
して、薬が感染を制御するために働き続けるようにすることが重要です。気分が良くてもアタザナビルを服⽤し続け
てください。医師に相談せずにアタザナビルの服⽤を中⽌しないでください。アタザナビルの供給が不⾜し始めた
ら、医師または薬剤師からより多くを⼊⼿してください。アタザナビルの服⽤をやめたり、服⽤をスキップしたりす
ると、症状の治療がより困難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。

この薬の⽤途

アタザナビルは、医療従事者や誤ってHIVに感染した他の⼈々の感染を防ぐためにも使⽤されることがありま
す。あなたの状態のためにこの薬を使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？

アタザナビルを服⽤する前に、

アタザナビル、他の薬、またはアタザナビルのカプセルや粉末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。あなたの医者はあなたにアタザ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。

次の薬またはハーブ製品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（Uroxatral）; シサプリド（推
進剤;⽶国では利⽤できません）; 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）、エルゴノビン、エルゴタミン（エルゴマー、カフェルゴット、ミゲルゴット）、またはメチルエルゴノビン（メトリン）など
の⻨⾓アルカロイド。glecaprevirおよびpibrentasvir（Mavyret）; インジナビル（クリキシバン）; イリノテカン（カンプトサー
ル）; ロバスタチン（Altoprev）; ルラシドン（ラトゥダ）; ⼝からのミダゾラム; ネビラピン（Viramune）、ピモジド（Orap）; リ
ファンピン（リファタール、リファディン、リファタール、リファメート）; 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; およびトリアゾラム（ハルシオン）。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アタザ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、ハーブ製品、および栄養補助⾷品を
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」）。アミトリプチリン、デシプラミン（ノルプラミン）、ドキセピン（シレノール、ゾ
ナロン）、イミプラミン（トフラニル、サーモンチル）、プロトリプチリン（ビバクチル）、トラゾドン、トリミプラ
ミン（サーモンチル）などの抗うつ薬（「ムードエレベータ」）。イトラコナゾール（Onmel、Sporanox）、ケトコ
ナゾール（Extina、Nizoral、Xolegel）、ボリコナゾール（Vfend）などの特定の抗真菌剤。ベプリジル（Vascor）
（⽶国では利⽤できません）; ラベタロール（Trandate）、ナドロール（Corgard、Corzide）、プロプラノロール
（Hemangeol、Inderal、
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イノプランXL、インデリド）; ボセプレビル（⽶国では使⽤できなくなりました; Victrelis）; ボセンタン（Tracleer）; 
ブプレノルフィン（Buprenex、Butrans、Bunavail、Suboxone、Zubsolv）; ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、
Tiazacなど）、フェロジピン、ニカルジピン（Cardene）、ニフェジピン（Adalat、Afeditab、Procardia）、ベラパ
ミル（Calan、Verelan、Tarkaなど）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）などの特定のコレステロール低下薬（スタチン）。クラリスロマイシン
（Biaxin、Prevpac）; コルヒチン（Colcrys、Mitigare）; ジゴキシン（ラノキシン）; フルチカゾン（Flonase、
Flovent、Advair）; アミオダロン（コルダロン、ネクステロン、パセロン）、リドカイン（オクトカイン、キシロカイ
ン）、キニジン（ヌエデクスタ）などの不整脈の薬。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。エファビレンツ（Sustiva、
Atripla）、リトナビル（Norvir、カレトラ、Viekira Pak）、サキナビル（Invirase）、テノホビル（Viread、Atripla、
Stribild、Truvadaなど）を含むHIVまたはAIDSの他の薬。注射によるミダゾラム; パクリタキセル（アブラキサン、タ
キソール）; シルデナフィル（バイアグラ）、タダラフィル（シアリス）、バルデナフィル（レビトラ、スタキシン）
などの勃起不全に使⽤される特定のホスホジエステラーゼ阻害剤（PDE-5阻害剤）。レパグリニド（Prandin、
Prandimet）; 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）; 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）; およびタダラフィル
（Adcirca、Cialis）。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。他の多くの薬もアタザ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に必ず伝えてください。

制酸剤、ジダノシン遅延放出カプセル（Videx EC）、または緩衝アスピリン（Bufferin）などの他の緩衝薬
を服⽤している場合は、薬を服⽤する2時間前または1時間後にアタザナビルを服⽤してください。服⽤し
ている薬のいずれかが緩衝されているかどうかわからない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

シメチジン、エソメプラゾール（Nexium、Vimovo）、ファモチジン（Pepcid、Duexis）、ランソプラゾール
（Prevacid、Prevpac）、ニザチジン（Axid）、オメプラゾールなどの消化不良、⼼臓炎、または潰瘍の薬を服⽤して
いるかどうかを医師に伝えてください（Prilosec、Zegerid）、パントプラゾール（Protonix）、ラベプラゾール
（AcipHex）、またはラニチジン（Zantac）。あなたの医者はあなたに薬を服⽤しないか、薬のより低い⽤量を服⽤す
るようにあなたに⾔うかもしれません。薬を服⽤し続ける場合は、薬を服⽤してからアタザナビルを服⽤するまでにど
のくらいの時間をとるべきかを医師が教えてくれます。

不規則な⼼拍、糖尿病または⾼⾎糖、⾎友病（⾎液が正常に凝固しない状態）またはその他の出⾎性
疾患、肝炎（肝臓のウイルス感染）、または他の肝臓病、腎臓病または⼼臓病。

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。アタザ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に感染していて、アタザナビルを服⽤している場合は、授乳しないでくださ
い。

アタザナビルはホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、リング、インプラント、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。あなたがアタザナビルを服⽤している間あなたのために働く避
妊の⽅法についてあなたの医者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、アタザ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。

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。アタザ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。

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603019.html 3/7



4/14 / 22、16：29 アタザナビル：MedlinePlus医薬品情報

アタザナビルを服⽤している間、体脂肪が増加したり、⾸の後ろや肩の上部（「野⽜肩」）、胃、胸など、
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を知っておく必要があります。腕、脚、顔、臀部か
ら脂肪を失う可能性があります。これらの体脂肪の変化に気付いた場合は、医師に相談してください。

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、アタザナビル経⼝粉末がフェニルアラニンを形成す
るアスパルテームで⽢くされ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。アタザナビルによる治療中に新しい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？

この薬を服⽤している間、グレープフルーツを⾷べることやグレープフルーツジュースを飲むことについて医師に相談してください。

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？

アタザ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。

吐き気

嘔吐

胃痛

下痢

頭痛

うつ

熱

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

筋⾁痛

軽度の発疹

⼿や⾜のしびれ、灼熱感、痛み、またはうずき

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。

不整脈

めまい
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失神または⽴ちくらみを感じる

視⼒の変化

⽪膚や⽬の⻩変（特に新⽣児）

背中や側⾯の痛み

排尿時の痛みや灼熱感

⾎尿

嘔吐

⾷欲減少

⼿、⾜、脚、または⾜⾸の腫れ

排尿の減少

濃い⾊の尿

明るい⾊の排便

4時間以上続く勃起

次の症状のいずれかを伴う重度の発疹を発症した場合は、アタザナビルの服⽤を中⽌
し、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

⼀般的な不快感または「インフルエンザのような」症状

熱

筋⾁や関節の痛み

⾚または腫れた⽬

⽔ぶくれや⽪膚の剥離

⼝内痛

顔や⾸の腫れ

⽪膚の下の痛みを伴う、暖かい、または⾚いしこり

アタザ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、⼊った容器または⼩包に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供やペット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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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。

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]

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。
⽪膚や⽬の⻩変

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、アタザ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臨床検査を注⽂します。

⼿元にアタザナビルの供給を保管してください。あなたがあなたの処⽅を補充するために薬を使い果たすまで待たないで

ください。

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
レヤタズ®

それらの名前

ATZ
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