
処⽅情報のハイライト
これらのハイライトには、アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /
100mgを安全かつ効果的に使⽤するために必要なすべての情報が含まれて
いるわけではありません。アタザナビルおよびリトナビル錠の完全な処⽅
情報を参照してください。

アナフィラキシー、中毒性表⽪壊死症、スティーブンス‧ジョンソン症候群、
気管⽀痙攣、⾎管浮腫などがあります。発疹などの重篤な反応が⾒られた場合
は、治療を中⽌してください（5.5）
⾼ビリルビン⾎症：ほとんどの患者は間接ビリルビンの無症候性の増加を
経験しますが、これは中⽌すると元に戻ります。減量しないでください。
トランスアミナーゼの増加が同時に起こる場合は、別の病因を評価してく
ださい（5.6）
総コレステロールとトリグリセリドの上昇：治療前とその後定期的に監視
します。（5.7）
腎結⽯症と胆⽯症は報告されました。⼀時的な中断または中⽌を検討して
ください（5.8）
患者は、糖尿病、⾼⾎糖症の新たな発症または悪化を発症する可能性があ
ります（5.9）
患者は免疫再構築症候群を発症する可能性があります。（5.10）患者は体脂肪の再分
布/蓄積を発症する可能性があります。（5.11） ⾎友病：特発性出⾎が発⽣する可能
性があり、追加の第VIII因⼦が必要になる場合があります（5.12）

アタザナビルおよびリトナビル錠、経⼝使⽤⽤300 mg / 100 mg

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 適応症と使⽤法---------------- アタザナビルおよびリトナビ
ル錠、300 mg / 100 mg、プロテアーゼ阻害剤とCYP3A阻害剤の組み合わ
せは、HIV-1感染症の治療のために他の抗レトロウイルス薬と組み合わせ
て使⽤  することが⽰されています（1）

- - - - - - - - - - - - - 投薬と管理 -  -  -  -  -  -  アタザナビルとリトナビル
の錠剤、300 mg /100mgを⾷物と⼀緒に服⽤してください。

•• 成⼈および⼩児患者（6歳以上で体重35kg以上）：アタザナビルおよ
びリトナビル錠、300 mg /100mgを1⽇1回⾷物と⼀緒に。（2.1）

•• 妊娠：アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgを1⽇1回
⾷物と⼀緒に、いくつかの併⽤薬の投与量を変更。（2.2）

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- -------- アタザナビル：最も⼀般的な副作⽤（2％以上）は、吐き気、
⻩疸/強膜性イクテルス、発疹、頭痛、腹痛、嘔吐、不眠症、末梢神経症
状、めまい、筋痛、下痢、うつ病、および発熱です。（6.1、6.2）

リトナビル：最も⼀般的な副作⽤は、胃腸（下痢、悪⼼、嘔吐、腹痛（上
および下）を含む）、神経障害（知覚異常および⼝腔知覚異常を含む）、
発疹、および倦怠感/無⼒症でした（6.1）---- ---- ---- ---- --------剤形と強度-----------

錠剤：300mgのアタザナビル（341.7mgの硫酸アタザナビルに相当）および100mgのリ
トナビル（3）

疑わしい有害反応を報告するには、CIPLA（1-866-604-3268）またはFDA（1-800-
FDA-1088）またはwww.fda.gov/medwatchに連絡してください。---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、この製品のいず
れかの成分に対する既知の過敏症（例えば、多形紅斑、有毒な⽪膚発
疹、またはスティーブンス‧ジョンソン症候群）の患者には禁忌です。
（4）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 薬物相互作⽤ -  -  -  -  -  -  -  -  -  アタザナビ
ルとリトナビル錠の同時投与、300 mg / 100 mgは他の薬剤の濃度を変え
る可能性があり、他の薬剤はアタザナビル、リトナビルの濃度を変える可
能性があります。潜在的な薬物間相互作⽤は、治療前および治療中に考慮
する必要があります（4、5.1、7、12.3）

REVATIO®として投与された場合のアルフゾシン、トリアゾラム、経⼝投与されたミダゾラム、エル
ゴット誘導体、リファンピン、イリノテカン、ルラシドン、ロバスタチン、シンバスタチン、イン
ジナビル、シサプリド、ピモジド、セントジョンズワート、およびシルデナフィルとの同時投与。
（4）

---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------特定の集団での使⽤------------ 妊娠：⼊⼿可能
な⼈間と動物のデータは、アタザナビルがバックグラウンド率と⽐較して全体
的に主要な先天性⽋損症のリスクを増加させないことを⽰唆しています。
（8.1）
授乳：⺟乳育児はお勧めしません。（8.2）B型またはC
型肝炎の重複感染：肝酵素を監視する（5.3）
腎機能障害：⾎液透析で管理されている末期腎疾患の治療経験のある患者
には使⽤しないでください（2.3、8.6）
肝機能障害：肝機能障害のある患者には推奨されません（2.4、8.8）

---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------警告と注意----------
⼼臓伝導異常：⼀部の患者ではPR間隔の延⻑が発⽣する可能性がありま
す。既存の刺激伝導系疾患のある患者、またはPR間隔を延⻑する可能性
のある他の薬剤と⼀緒に投与する場合は注意して使⽤してください
（5.2、6.4、7.3、12.2、17.3）
肝毒性：死亡者が発⽣しました。特にB型肝炎やC型肝炎などの基礎とな
る肝疾患、または顕著なトランスアミナーゼ上昇（5.3、6.3、6.4、8.8）
のある患者では、治療前および治療中の肝機能を監視します。

膵炎：死亡者が発⽣しました。臨床的に適切な治療を中断する（5.4）

アレルギー反応/過敏症：アレルギー反応が報告されています

患者カウンセリング情報およびFDA承認の患者ラベルについては17を参照
してください。
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完全な処⽅情報

1適応症と使⽤法

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、HIV-1感染症の治療のために他の抗レトロウイ
ルス薬と組み合わせて適応されます。

使⽤の制限：

•• 治療経験のある患者におけるアタザナビル/リトナビルの使⽤は、ベースラインの⼀次プロテ
アーゼ阻害剤耐性置換の数によって導かれるべきです[参照微⽣物学（12.4）]。

2投与量と投与 ⼀般的な投薬の推奨事

項：

•• アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /100mgは⾷物と⼀緒に服⽤する必要があります。

•• Hと同時投与した場合2-受容体拮抗薬またはプロトンポンプ阻害薬、⽤量分離が必要な場合
があります。

•• ジダノシン緩衝製剤または腸溶性製剤、アタザナビルおよびリトナビル錠と同時投与する場合、
300 mg / 100 mgをジダノシンの2時間前または1時間後に（⾷物と⼀緒に）投与する必要があり
ます。

2.1推奨⽤量

成⼈および⼩児患者（6歳以上で体重35kg）：推奨⽤量は、1⽇1錠を⾷物と⼀緒に服⽤すること
です。

2.2 妊娠

妊娠中および産後の投薬：

•• アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの成分であるアタザナビルに感受性のあるHIV-1株の
妊婦にのみ投与する必要があります。
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•• Hのいずれかと同時投与された場合、治療経験のある妊婦の第2または第3トリメスターには
推奨されません2-より⾼⽤量のアタザナビルが必要なため、受容体拮抗薬またはテノホビ
ル。両⽅のHで使⽤するためのアタザナビル⽤量を推奨するにはデータが不⼗分です2-治療
経験のある妊婦における受容体拮抗薬とテノホビル。

•• 産後の患者には⽤量調整は必要ありません。ただし、アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの
成分であるアタザナビルは、出産後最初の2か⽉間は曝露量が多くなる可能性があるため、患者
の有害事象を注意深く監視する必要があります。[[特定の集団での使⽤（8.1）および臨床薬理学
（12.3）を参照してください。]

2.3 腎機能障害

治療歴のない患者：
⾎液透析で管理されている末期腎疾患の治療歴のない患者を含む、腎機能障害のある患者には⽤量
調整は必要ありません。

治療経験のある患者：
アタザナビルおよびリトナビル錠は、⾎液透析で管理されている末期腎疾患のHIV治療経験のある患
者には投与しないでください。[[特定の集団での使⽤（8.7）を参照してください]。腎機能障害のあ
る他の治療経験のある患者には、⽤量調整は必要ありません。

2.4 肝機能障害

アタザナビルとリトナビルの錠剤は、肝機能障害のある患者での使⽤は推奨されていません。これは、リ
トナビルを含むアタザナビルがその集団で研究されていないためです。[⾒る警告と注意（5.3）および特
定の集団での使⽤（8.8）]。

3剤形と強み

アタザナビルとリトナビルの錠剤には、300mgのアタザナビル（341.7mgの硫酸アタザナビルに相当）と100mgの
リトナビルが含まれています。錠剤は、⻩⾊のカプセル型の両凸のフィルムコーティング錠で、⽚⾯に「SVN」、も
う⽚⾯にプレーンがデボス加⼯されています。

4禁忌

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /100mgは禁忌です。

•• この製品のいずれかの成分に対する既知の過敏症（例えば、多形紅斑、有毒な⽪膚発疹、また
はスティーブンス‧ジョンソン症候群）の患者。

•• クリアランスをCYP3AまたはUGT1A1に⼤きく依存し、⾎漿中濃度の上昇が深刻なおよび/ま
たは⽣命を脅かす事象に関連する薬物と同時投与した場合。これらおよびその他の禁忌薬を表
1に⽰します。

•• CYP3Aを強⼒に誘発し、アタザナビルの曝露を低下させ、有効性を失う可能性のある薬剤と
併⽤した場合（表1を参照）。
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表1：アタザナビルおよびリトナビル錠と禁忌の薬剤
禁忌であるクラス内の薬物

アタザナビルドラッグクラス 臨床コメント
アルファ1-アドレナリン受容体
拮抗薬

アルフゾシン 低⾎圧を引き起こす可能性のあるアルフゾシ
ン濃度の上昇の可能性。

狭⼼症治療薬 ラノラジン 深刻なおよび/または⽣命を脅かす反応の
可能性。

抗不整脈薬 アミオダロン、ドロネダロン、フ
レカイニド、プロパフェノン、キ
ニジン

⼼臓不整脈の可能性

痛⾵防⽌ コルヒチンa 腎機能障害および/または肝機能障害のある患者に
おける重篤および/または⽣命を脅かす反応の可能
性

抗酸菌 リファンピン リファンピンはアタザナビルの⾎漿濃度を⼤
幅に低下させ、治療効果の喪失と耐性の発現
をもたらす可能性があります。

抗腫瘍薬 イリノテカン アタザナビルはUGT1A1を阻害し、イリノテカ
ンの代謝を妨害して、イリノテカンの毒性を⾼
める可能性があります。

抗精神病薬 ルラシドン アタザナビルおよびリトナビルと⼀緒に投与された
場合、深刻なおよび/または⽣命を脅かす反応の可能
性。

ピモジド ⼼不整脈などの深刻なおよび/または⽣
命を脅かす反応の可能性。

ベンゾジアゼピン トリアゾラム、経⼝投与ミダ
ゾラム

トリアゾラムおよび経⼝投与されたミダゾラムは、
CYP3A4によって広範囲に代謝されます。
トリアゾラムまたは経⼝投与されたミダゾラムとア
タザナビルの同時投与は、これらのベンゾジアゼピ
ンの濃度を⼤幅に増加させる可能性があります。鎮
静の⻑期化または増加、呼吸抑制などの深刻なおよ
び/または⽣命を脅かすイベントの可能性。

⻨⾓誘導体 ジヒドロエルゴタミン、
エルゴタミン、エルゴノビン、
メチルエルゴメトリン

末梢⾎管痙攣および四肢および他の組織の虚⾎
を特徴とする急性⻨⾓毒性などの深刻なおよ
び/または⽣命を脅かす事象の可能性。

GI運動性エージェント シサプリド ⼼不整脈などの深刻なおよび/または⽣
命を脅かす反応の可能性。

ハーブ製品 セントジョンズワート（オト
ギリソウ）。

ウイルス学的反応の喪失、およびアタザナビルとリトナビルに対する
耐性の可能性につながる可能性があります。

HMG-CoAレダクターゼ
阻害剤

ロバスタチン、シンバスタチン 横紋筋融解症を含むミオパチーなどの重篤な
反応の可能性。

PDE5阻害剤 シルデナフィルb肺の治療に
使⽤される場合
動脈性⾼⾎圧症

シルデナフィル関連の有害事象（視覚障害、低
⾎圧、持続勃起症、失神など）の可能性。

プロテアーゼ阻害剤 インジナビル アタザナビルとインジナビルの両⽅が関連付けられています
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間接的（⾮抱合型）⾼ビリルビン⾎症。
鎮静剤/催眠剤 経⼝ミダゾラム、トリアゾラム 鎮静または呼吸抑制を延⻑または増加させます。

a⾒る薬物相互作⽤、表8（7）肝機能および腎機能が正常な患者のコルヒチン投与量。

b⾒る薬物相互作⽤、表8（7）勃起不全のために投与されたときのシルデナフィルの同時投与のため。

5警告と注意事項

5.1薬物相互作⽤
アタザナビル
⽣命を脅かす可能性のある有害事象、重⼤な薬物相互作⽤、またはウイルス学的活性の喪失のためにアタ
ザナビルとの併⽤が禁忌である薬物のリストについては、表1を参照してください[参照 禁忌（4）]。確⽴
された、およびその他の潜在的に重要な薬物相互作⽤については、表8を参照してください[参照薬物相互
作⽤（7.3）]。

5.2⼼臓伝導異常/PR間隔の延⻑

アタザナビル
アタザナビルは、⼀部の患者で⼼電図のPR間隔を延⻑することが⽰されています。健康なボラン
ティアと患者では、房室（AV）伝導の異常は無症候性であり、⼀般に1度房室ブロックに限定され
ていました。2度房室ブロックおよびその他の伝導異常の報告があります[参照有害反応（6.4）と過
剰投与（10）]。⼼電図を含む臨床試験では、無症候性の1度房室ブロックがアタザナビル治療患者
の5.9％（n = 920）、ロピナビル/リトナビル治療患者の5.2％（n = 252）、ネルフィナビル治療患
者の10.4％で観察されました（ n = 48）、およびエファビレンツ治療を受けた患者の3.0％（n = 
329）。研究AI424-045では、無症候性の第1度房室ブロックがアタザナビル/リトナビル治療を受け
た患者の5％（6/118）およびロピナビル/リトナビル治療を受けた患者の5％（6/116）で観察され
ました。既存の伝導系疾患（例えば、マークされた1度房室ブロックまたは2度または3度房室ブ
ロック）の患者では臨床経験が限られているため、これらの患者ではアタザナビルを注意して使⽤
する必要があります。[⾒る臨床薬理学（12.2）]。

リトナビル
リトナビルは、⼀部の患者のPR間隔を延⻑します。2度または3度房室ブロックの症例が患者で報
告されています。

Ritonavirは、基礎となる構造的⼼臓病、既存の伝導系異常、虚⾎性⼼疾患、⼼筋症の患者に注意し
て使⽤する必要があります。これらの患者は、⼼臓伝導異常を発症するリスクが⾼い可能性がある
ためです。

リトナビルとPR間隔を延⻑する他の薬剤（カルシウムチャネル遮断薬、ベータアドレナリン遮断
薬、ジゴキシン、アタザナビルなど）の同時投与によるPR間隔への影響は評価されていません。結
果として、リトナビルとこれらの薬剤の同時投与は、特にCYP3Aによって代謝される薬剤では注意
して⾏う必要があります。臨床モニタリングをお勧めします。

5.3肝毒性/肝反応アタザナビル

アタザナビルの濃度が上昇する可能性があるため、肝機能障害のある患者にアタザナビルを投与す
る場合は注意が必要です。根底にあるB型またはC型肝炎ウイルス感染症、または治療前のトランス
アミナーゼの著しい上昇を伴う患者は、さらに発症するリスクが⾼くなる可能性があります
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トランスアミナーゼの上昇または肝代償不全。これらの患者では、アタザナビルによる治療を開始
する前および治療中に肝検査を実施する必要があります[参照有害反応（6.3） と特定の集団での使
⽤（8.8）]。

リトナビル
リトナビルを単独で、または他の抗レトロウイルス薬と組み合わせて投与された患者で、正常、
臨床肝炎、および⻩疸の上限の5倍を超える肝トランスアミナーゼ上昇が発⽣しました。基礎とな
るB型またはC型肝炎の患者では、トランスアミナーゼ上昇のリスクが⾼まる可能性があります。
したがって、既存の肝疾患、肝酵素異常、または肝炎の患者にリトナビルを投与する場合は注意
が必要です。これらの患者では、特にリトナビル治療の最初の3か⽉間、AST/ALTモニタリングの
増加を検討する必要があります[参照特定の集団での使⽤（8.8）]。

いくつかの死者を含む肝機能障害の臨床報告があります。これらは⼀般に、複数の併⽤薬を服⽤
している患者および/または⾼度なエイズを患っている患者に発⽣しています。

5.4膵炎
⾼トリグリセリド⾎症を発症した患者を含む、リトナビル療法を受けている患者で膵炎が観察さ
れています。場合によっては、死亡者が観察されています。進⾏したHIV疾患の患者は、⾼トリ
グリセリドと膵炎のリスクが⾼い可能性があります[参照警告と注意（5.7）]。膵炎を⽰唆する臨
床症状（悪⼼、嘔吐、腹痛）または検査値の異常（⾎清リパーゼまたはアミラーゼ値の上昇な
ど）が発⽣した場合は、膵炎を考慮する必要があります。これらの兆候または症状を⽰す患者を
評価し、膵炎の診断が下された場合はリトナビル療法を中⽌する必要があります。

5.5アレルギー反応/過敏症/発疹アタザナビ
ル
対照臨床試験では、発疹（因果関係に関係なくすべてのグレード）がアタザナビルで治療された
患者の約20％で発⽣しました。臨床試験における発疹の発症までの期間の中央値は7.3週間であ
り、発疹の期間の中央値は1.4週間でした。発疹は⼀般的に軽度から中等度の斑状丘疹状⽪膚発疹
でした。中等度または重度の発疹（2％以上の割合で発⽣）の治療に起因する副作⽤は、個々の
臨床研究のために提⽰されます[参照有害反応（6.1）]。アタザナビルの投与は、発疹を発症した
患者に中断することなく継続されることがよくありました。臨床試験における発疹の中⽌率は
1％未満でした。重度の発疹が発⽣した場合は、アタザナビルを中⽌する必要があります。ス
ティーブンス‧ジョンソン症候群、多形紅斑、および薬剤性発疹、好酸球増加症および全⾝症状
（DRESS）症候群を含む有毒な⽪膚発疹の症例が、アタザナビルを投与されている患者で報告さ
れています[参照禁忌（4）]。

リトナビル
リトナビルでは、蕁⿇疹、軽度の⽪膚発疹、気管⽀痙攣、⾎管浮腫などのアレルギー反応が報告されていま
す。アナフィラキシー、中毒性表⽪壊死症（TEN）、およびスティーブンス‧ジョンソン症候群の症例も報
告されています。重度の反応が現れた場合は治療を中⽌してください。

5.6⾼ビリルビン⾎症
アタザナビルを服⽤しているほとんどの患者は、UDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ（UGT）の阻
害に関連する間接的な（⾮抱合型）ビリルビンの無症候性の上昇を経験します。この⾼ビリルビン⾎症
は、アタザナビルを中⽌すると元に戻ります。⾼ビリルビン⾎症で発⽣する肝トランスアミナーゼの上
昇は、別の病因について評価する必要があります。ULNの5倍を超える総ビリルビンの持続的な上昇を経
験している患者の⻑期安全性データはありません。ビリルビン上昇に関連する⻩疸または強膜性⻩疸が
患者に美容上の懸念を⽰す場合は、アタザナビルの代替抗レトロウイルス療法を検討することができま
す。アタザナビルの減量は⻑期的であるため推奨されません
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減量の有効性は確⽴されていません[参照有害反応（6.1、6.2）]。

5.7脂質障害
リトナビル療法単独またはサキナビルとの併⽤による治療は、総コレステロールおよびトリグリセ
リドの濃度の実質的な増加をもたらしました[参照有害反応（6.1）]。トリグリセリドとコレステ
ロールのテストは、リトナビル療法を開始する前に、治療中は定期的に実施する必要があります。
脂質障害は、リトナビルとの潜在的な薬物間相互作⽤を考慮して、臨床的に適切なものとして管理
する必要があります
およびHMGCoAレダクターゼ阻害剤[参照禁忌（4）と薬物相互作⽤（7）]。

5.8腎結⽯症および胆⽯症
腎結⽯症の症例は、アタザナビル療法を受けているHIV感染患者で報告されました。⼀部の患者は
追加の管理のために⼊院を必要とし、⼀部の患者は合併症を持っていました。これらのイベントは
臨床診療中に⾃発的に報告されたため、頻度の推定はできません。腎結⽯症および/または胆⽯症の
兆候または症状が発⽣した場合、治療の⼀時的な中断または中⽌が考慮される場合があります[参照
有害反応（6.4）]。

5.9薬物相互作⽤による深刻な有害反応のリスク
CYP3Aによって代謝される薬剤を投与されている患者におけるCYP3A阻害剤であるリトナビルによるアタザナビルの開
始、またはすでにリトナビルとともにアタザナビルを投与されている患者におけるCYP3Aによって代謝される薬剤の開始
は、CYP3Aによって代謝される薬剤の⾎漿濃度を上昇させる可能性があります。CYP3Aを阻害または誘発する薬物療法の
開始は、リトナビルによるアタザナビルの濃度をそれぞれ増加または減少させる可能性があります。これらの相互作⽤
は、次のことにつながる可能性があります。

••臨床的に重⼤な副作⽤であり、併⽤薬への曝露が増えると、重篤な、⽣命を脅かす、または致命的
なイベントにつながる可能性があります。
••アタザナビルとリトナビルのより多くの曝露による臨床的に重⼤な副作⽤。
••リトナビルによるアタザナビルの治療効果の喪失と耐性の発⽣の可能性。

投薬の推奨を含む、これらの可能性のある既知の重要な薬物相互作⽤を防⽌または管理するた
めの⼿順については、表8を参照してください。[[薬物相互作⽤（7.3）を参照]。アタザナビル/
リトナビル療法の前および最中の薬物相互作⽤の可能性を考慮してください。アタザナビル/リ
トナビル療法中の併⽤薬のレビュー; 併⽤薬に関連する副作⽤を監視します[[禁忌（4）および
薬物相互作⽤（7）を参照]。

5.10糖尿病/⾼⾎糖
アタザナビルやリトナビルなどのプロテアーゼ阻害剤療法を受けているHIV感染患者では、新たに発
症した糖尿病、既存の糖尿病の悪化、および⾼⾎糖が報告されています。⼀部の患者は、これらの
イベントの治療のためにインスリンまたは経⼝⾎糖降下薬の開始または⽤量調整のいずれかを必要
としました。場合によっては、糖尿病性ケトアシドーシスが発⽣しています。プロテアーゼ阻害剤
療法を中⽌した患者では、⾼⾎糖が持続する場合がありました。これらのイベントは臨床診療中に
⾃発的に報告されているため、頻度を推定することはできず、プロテアーゼ阻害剤療法とこれらの
イベントとの因果関係は確⽴されていません。⾼⾎糖、新たに発症した糖尿病、または糖尿病の悪
化を監視することを検討してください[参照 有害反応（6.4）]。

5.11免疫再構築症候群
免疫再構築症候群は、アタザナビルとリトナビルを含む抗レトロウイルス療法の併⽤療法で治療さ
れたHIV感染患者で報告されています。併⽤抗レトロウイルス治療の初期段階で、免疫系が反応す
る患者は炎症を起こす可能性があります
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怠惰なまたは残存する⽇和⾒感染症への反応（マイコバクテリウムアビウム感染症、サイトメガロウイ
ルス、Pneumocystis jiroveci肺炎、または結核）、これはさらなる評価と治療を必要とする可能性があ
ります。

⾃⼰免疫疾患（グレーブス病、多発性筋炎、ギランバレー症候群など）も免疫再構築の状況で発
⽣することが報告されていますが、発症までの時間はより変動しやすく、治療開始後何ヶ⽉も発
⽣する可能性があります。

5.12脂肪の再分配
抗レトロウイルス療法を受けている患者では、中⼼性肥満、背頸部脂肪肥⼤（⽔⽜のこぶ）、末梢
の消耗、顔の消耗、乳房の肥⼤、および「クシンゴイドの外観」を含む体脂肪の再分布/蓄積が観察
されています。これらのイベントのメカニズムと⻑期的な影響は現在不明です。因果関係は確⽴さ
れていません。

5.13⾎友病
アタザナビルやリトナビルなどのプロテアーゼ阻害剤で治療された⾎友病A型およびB型の患者で
は、⾃然発⽣的な⽪膚⾎腫や関節内出⾎などの出⾎が増加したという報告があります。⼀部の患者
では、追加の第VIII因⼦が投与されました。報告された症例の半数以上で、プロテアーゼ阻害剤に
よる治療が継続または再導⼊されました。プロテアーゼ阻害剤療法とこれらのイベントとの因果関
係は確⽴されていません。

5.14耐性/交差耐性
アタザナビルおよびリトナビルを含むプロテアーゼ阻害剤の間で様々な程度の交差耐性が観察されている。ア
タザナビルに対する耐性は、他のプロテアーゼ阻害剤のその後の使⽤を妨げることはないかもしれません[参照
臨床薬理学（12.4）]。

5.15実験室試験
リトナビルは、トリグリセリド、コレステロール、SGOT（AST）、SGPT（ALT）、GGT、CPK、および尿酸を
増加させることが⽰されています。リトナビル療法を開始する前に、定期的に、または治療中に臨床的兆候や
症状が発⽣した場合は、適切な臨床検査を実施する必要があります。

6
以下の副作⽤については、ラベリングの他のセクションで詳しく説明しています。
•• 薬物相互作⽤[参照警告と注意事項（5.1）]
•• ⼼臓伝導異常/PR間隔延⻑[参照警告と注意事項（5.2）]
•• アレルギー反応/過敏症/発疹[参照警告と注意事項（5.5）]
•• 肝毒性/肝反応[参照警告と注意事項（5.3）]
•• ⾼ビリルビン⾎症[参照警告と注意事項（5.6）]
•• 腎結⽯症および胆⽯症[参照警告と注意事項（5.8）]
•• 膵炎[参照警告と注意事項（5.4）]

逆反応

臨床試験はさまざまな条件下で実施されるため、ある薬剤の臨床試験で観察された副作⽤率を他
の薬剤の臨床試験で観察された率と直接⽐較することはできず、実際に観察された率を反映して
いない可能性があります。

6.1成⼈における臨床試験の経験

治療歴のない成⼈患者における有害反応
治療歴のない成⼈におけるアタザナビルの安全性プロファイルは、臨床試験における1625⼈のHIV-1感染患者に基づいています。
536⼈の患者がリトナビル100mgとともにアタザナビル300mgを投与されました。
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最も⼀般的な副作⽤は、吐き気、⻩疸/強膜発疹、発疹です。

アタザナビル300mgとリトナビル100mgを含む併⽤療法を受けている治療歴のない患者の2％以上
で報告された中等度または重度の強度の選択された臨床的副作⽤を表2に⽰します。

表2：選択された治療-緊急の有害反応a成⼈治療を受けていない患者の2％以上で報告された中
等度または重度の強度のbAI424-138を研究する

96週間c 96週間c

アタザナビル300mgとリトナビル
100mg（1⽇1回）およびテノホビル

エムトリシタビンとd

リトナビルを含むロピナビル400mg
100mg（1⽇2回）およびエムト

リシタビンを含むテノホビルd

（n = 441） （n = 437）

消化器系
吐き気 4％ 8％
⻩疸/強膜⻩疸 5％ *
下痢 2％ 12％

⽪膚と付属肢
発疹 3％ 2％

*この治療群では報告されていません。
a治療レジメンとの関係の可能性、可能性、確実性、または未知のイベントが含まれます。
bアタザナビルを含むレジメンに基づいています。
c治療時間の中央値。
d固定⽤量の組み合わせとして：テノホビル300 mg、エムトリシタビン200mgを1⽇1回。

治療経験のある成⼈患者における有害反応
治療経験のある成⼈におけるアタザナビルの安全性プロファイルは、臨床試験における119⼈のHIV-1感染患者に基づい
ています。

最も⼀般的な副作⽤は、⻩疸/強膜性⻩疸および筋⾁痛です。

アタザナビル/リトナビルを投与された治療経験のある患者の2％以上で報告された中等度または重
度の強度の選択された臨床的副作⽤を表3に⽰します。

表3：選択された治療-緊急の有害反応a中程度または重度の強度
成⼈治療経験のある患者の2％以上で報告され、b

AI424-045を研究する

48週間c

アタザナビル/リトナビル300/100mg
1⽇1回+テノフォビル+NRTI

48週間c

ロピナビル/リトナビル400/100mg
1⽇2回d+テノホビル+

NRTI
（n = 119） （n = 118）
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全体としての体

熱 2％ *
消化器系

⻩疸/強膜⻩疸 9％ *
下痢 3％ 11％
吐き気 3％ 2％

神経系
うつ 2％ <1％

筋⾻格系
筋⾁痛 4％ *

*この治療群では報告されていません。
a治療レジメンとの関係の可能性、可能性、確実性、または未知のイベントが含まれます。
bアタザナビルを含むレジメンに基づいています。
c治療時間の中央値。

治療歴のない患者における検査室の異常
アタザナビル300mgとリトナビル100mg、グレード3から4の検査室異常を含む併⽤療法で治療され
た成⼈治療未経験患者の割合を表4に⽰します。

表4：成⼈の2％以上で報告されたグレード3から4の検査室異常
治療歴のない患者、aAI424-138を研究する

96週間bアタザナビル300mg
とリトナビル100mg（1回）

毎⽇）とテノホビル
エムトリシタビンd

（n = 441）

96週間b

ロピナビル400mg
リトナビル100mg（1⽇

2回）とテノホビル
エムトリシタビンとd

（n = 437）変数 制限c

化学 ⾼い

SGOT / AST ≥5.1xULN 3％ 1％
SGPT / ALT ≥5.1xULN 3％ 2％
総ビリルビン ≥2.6xULN 44％ <1％
リパーゼ ≥2.1xULN 2％ 2％
クレアチンキナーゼ ≥5.1xULN 8％ 7％
総コレステロール ≥240mg/dL 11％ 25％

⾎液学 低い
好中球 <750セル/mm3 5％ 2％

aアタザナビルを含むレジメンに基づいています。
b治療時間の中央値。
cULN=通常の上限。
d固定⽤量の組み合わせとして：テノホビル300 mg、エムトリシタビン200mgを1⽇1回。

治療経験のある患者における検査室の異常
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グレード3から4の検査室異常を伴うアタザナビル/リトナビルを含む併⽤療法で治療された成⼈治療
経験のある患者の割合を表5に⽰します。

表5：成⼈治療経験のある患者の2％以上で報告されたグレード3から4の検査異常、AI424-045試験
a

48週間b

アタザナビル/リトナビル

300/100mgを1⽇1回
+テノホビル+NRTI

48週間b

ロピナビル/リトナビル
400/100mgを2回

毎⽇d+テノホビル+
NRTI

変数 制限c （n = 119） （n = 118）

化学 ⾼い
SGOT / AST ≥5.1xULN 3％ 3％
SGPT / ALT ≥5.1xULN 4％ 3％
総ビリルビン ≥2.6xULN 49％ <1％
リパーゼ ≥2.1xULN 5％ 6％
クレアチンキナーゼ ≥5.1xULN 8％ 8％
総コレステロール ≥240mg/dL 25％ 26％
トリグリセリド ≥751mg/dL 8％ 12％
グルコース ≥251mg/dL 5％ <1％

⾎液学 低い
⾎⼩板 <50,000セル/mm3 2％ 3％
好中球 <750セル/mm3 7％ 8％

aアタザナビルを含むレジメンに基づいています。
b治療時間の中央値。
cULN=通常の上限。

脂質、治療歴のない患者のベースラインからの変化

AI424-138試験およびAI424-034試験について、LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロール、およびトリ
グリセリドのベースラインからの変化を表6に⽰します。
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表6： 脂質値、ベースラインからの平均変化、研究AI424-138

アタザナビル/リトナビルa、b ロピナビル/リトナビル紀元前

Baseli
ne

Baseli
ne48週⽬ 96週⽬ 48週⽬ 96週⽬

mg / d
L

mg / d
L

ちゃん
ged

mg / d
L

ちゃん
ged

mg / d
L

mg / d
L

ちゃん
ged

mg / d
L

ちゃん
ged

（n = 42

8e）。
（n = 37

2e）。
（n = 37

2e）。
（n = 34

2e）。
（n = 34

2e）。
（n = 42

4e）。
（n = 33

5e）。
（n = 33

5e）。
（n = 29

1e）。
（n = 29

1e）。
LDL-

コレステロールf 92 105 + 14％ 105 + 14％ 93 111 + 19％ 110 + 17％

HDL-
コレステロールf 37 46 + 29％ 44 + 21％ 36 48 + 37％ 46 + 29％

合計
コレステロールf 149 169 + 13％ 169 + 13％ 150 187 + 25％ 186 + 25％

トリグリセリドf 126 145 + 15％ 140 + 13％ 129 194 + 52％ 184 + 50％
a アタザナビル300mgとリトナビル100mgを1⽇1回、固定⽤量の組み合わせ：300 mgテノフォビル、200mgエムトリシ

タビンを1⽇1回。
b ⾎清脂質還元剤の開始後に得られた値は、これらの分析には含まれていませんでした。ベースラインでは、

⾎清脂質還元剤がロピナビル/リトナビル治療群で1％、アタザナビル/リトナビル群で1％使⽤されました。
48週⽬まで、⾎清脂質還元剤はロピナビル/リトナビル治療群で8％、アタザナビル/リトナビル群で2％使⽤
されました。96週まで、⾎清脂質還元剤はロピナビル/リトナビル治療群で10％、アタザナビル/リトナビル
群で3％使⽤されました。

c ロピナビル400mgとリトナビル100mgを1⽇2回、固定⽤量の組み合わせで300 mgテノフォビル、200mgエムトリシタ
ビンを1⽇1回。

d ベースラインからの変化は、ベースラインと48週または96週の両⽅の値を持つ患者のベースラインからの
患者内変化の平均であり、それぞれベースラインと48週または96週の平均値の単純な差ではありません。

e

f
測定されたLDLコレステロールの患者数。断⾷。

脂質、治療経験のある患者のベースラインからの変化
研究AI424-045の場合、LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロール、および
トリグリセリドを表7に⽰します。脂質異常症の観察された⼤きさは、ロピナビル/リトナビルよりもアタ
ザナビル/リトナビルの⽅が⼩さかった。ただし、そのような調査結果の臨床的影響は実証されていませ
ん。
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表7： 脂質値、ベースラインからの平均変化、研究AI424-045

アタザナビル/リトナビルa、b ロピナビル/リトナビル紀元前

ベースライン

mg / dL
（n = 111e）。

48週⽬
mg / dL

（n = 75e）。

48週⽬
変化するd

（n = 74e）。

ベースライン

mg / dL
（n = 108e）。

48週⽬
mg / dL

（n = 76e）。

48週⽬
変化するd

（n = 73e）。

LDLコレステロールf 108 98 − 10％ 104 103 + 1％

HDLコレステロール 40 39 − 7％ 39 41 + 2％

総コレステロール 188 170 − 8％ 181 187 + 6％

トリグリセリドf
215 161 − 4％ 196 224 + 30％

a

b
アタザナビル300mgを1⽇1回+リトナビル+テノホビル+1NRTI。
⾎清脂質還元剤の開始後に得られた値は、これらの分析には含まれていませんでした。ベースラインで
は、⾎清脂質還元剤がロピナビル/リトナビル治療群で4％、アタザナビル/リトナビル群で4％使⽤されま
した。48週⽬まで、⾎清脂質還元剤はロピナビル/リトナビル治療群で19％、アタザナビル/リトナビル群
で8％使⽤されました。

c

d
ロピナビル/リトナビル（400/100 mg）BID+テノフォビル+1NRTI。
ベースラインからの変化は、ベースラインと48週の両⽅の値を持つ患者のベースラインからの患者内の
変化の平均であり、ベースラインと48週の平均値の単純な違いではありません。

e

f
測定されたLDLコレステロールの患者数。断⾷。

6.2⼩児患者における臨床試験の経験
リトナビルを使⽤した場合と使⽤しない場合のアタザナビルカプセルの安全性と忍容性は、⾮盲検
の多施設臨床試験から少なくとも6歳の⼩児患者で確⽴されています。6歳未満の⼩児患者における
アタザナビルの使⽤は調査中です。

⼩児患者（6歳から18歳未満）におけるアタザナビルの安全性プロファイルは、成⼈を対象とした
アタザナビルの臨床試験で観察されたものとほぼ同じでした。⼩児患者で報告された最も⼀般的な
グレード2から4の有害事象（因果関係に関係なく5％以上）は、咳（21％）、発熱（18％）、⻩疸/
強膜疸（15％）、発疹（ 14％）、嘔吐（12％）、下痢（9％）、頭痛（8％）、末梢浮腫（7％）、
四肢痛（6％）、⿐づまり（6％）、中咽頭痛（6％）、発熱（6％）、および⿐づまり（6％）。無
症候性の2度房室ブロックは、患者の2％未満で報告されました。⼩児患者で発⽣する最も⼀般的な
グレード3から4の検査異常は、総ビリルビンの上昇（3.2   mg / dL以上、58％）、好中球減少症
（9％）、および低⾎糖症（4％）でした。

アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの成分であるリトナビルは、1か⽉以上21歳以上の265⼈の⼩児患
者を対象に研究されています。⼩児の臨床試験中に観察された有害事象のプロファイルは、成⼈患者の場
合と同様でした。

嘔吐、下痢、および⽪膚の発疹/アレルギーは、リトナビルの臨床試験に登録された⼩児患者の2％
以上で観察された、中等度から重度の強度の唯⼀の薬物関連の臨床的有害事象でした。

実験室の異常
好中球減少症（9％）、⾼アミラーゼ⾎症（7％）、⾎⼩板減少症（5％）、リトナビル単独または逆
転写酵素阻害剤との併⽤で治療を受けた⼩児患者の3％以上で、以下のグレード3〜4の検査異常が発
⽣しました。貧⾎（4％）、およびASTの上昇
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（3％）。

6.3B型肝炎および/またはC型肝炎ウイルスに同時感染した患者
B型またはC型肝炎の病歴のある患者では、肝機能検査を監視する必要があります。

AI424-138試験では、アタザナビル/リトナビル300 mg / 100 mgを1⽇1回投与した60⼈の患者、およびロピナビル/リ
トナビル400 mg / 100 mgを1⽇2回投与し、それぞれ固定⽤量のテノホビル/エムトリシタビンを投与した51⼈の患者
がB型肝炎および/または研究エントリー時のC。ULNの5倍を超えるALTレベルは、アタザナビル/リトナビル治療を
受けた患者の10％（6/60）およびロピナビル/リトナビル治療を受けた患者の8％（4/50）で発⽣しました。ULNの5
倍を超えるASTレベルは、アタザナビル/リトナビル治療を受けた患者の10％（6/60）で発⽣し、ロピナビル/リトナ
ビル治療を受けた患者では発⽣しませんでした（0/50）。

AI424-045試験では、アタザナビル/リトナビル300 mg / 100 mgを1⽇1回投与した20⼈の患者、およびロピナビル/
リトナビル400 mg / 100 mgを1⽇2回投与した18⼈の患者が、試験開始時にB型および/またはC型肝炎に対して⾎清
陽性でした。ULNの5倍を超えるALTレベルは、アタザナビル/リトナビル治療を受けた患者の25％（5/20）およびロ
ピナビル/リトナビル治療を受けた患者の6％（1/18）で発⽣しました。ULNの5倍を超えるASTレベルは、アタザナ
ビル/リトナビル治療を受けた患者の10％（2/20）およびロピナビル/リトナビル治療を受けた患者の6％（1/18）で
発⽣しました。。

6.4臨床経験

アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの成分であるアタザナビル

アタザナビルの市販後の使⽤中に、以下のイベントが確認されました。これらの反応は未知のサイ
ズの⺟集団から⾃発的に報告されるため、それらの頻度を確実に推定したり、薬物曝露との因果関
係を確⽴したりすることが常に可能であるとは限りません。

全体としての体：浮腫

⼼臓⾎管系：2度房室ブロック、3度房室ブロック、左脚ブロック、QTc延⻑[参照警告と注意事項
（5.2）]。

消化器系：膵炎

肝系：肝機能異常

肝胆道障害：胆⽯症、胆嚢炎、胆汁うっ滞。

代謝システムと栄養障害：糖尿病、⾼⾎糖[参照警告と注意（5.10）]

筋⾻格系：関節痛

腎臓系：腎結⽯症[参照警告と注意事項（5.8）]、間質性腎炎

⽪膚と付属物：脱⽑症、斑状丘疹状発疹[参照禁忌（4）と警告と注意（5.5）]、そう痒症、⾎管性浮
腫

リトナビル、アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの成分
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リトナビルの市販後の使⽤中に、以下の有害事象（以前はラベルに記載されていません）が報告さ
れています。これらの反応は未知のサイズの集団から⾃発的に報告されているため、それらの頻度
を確実に推定したり、リトナビル曝露との因果関係を確⽴したりすることはできません。

全体としての体

通常は胃腸の症状に関連し、時には低⾎圧または腎不全を引き起こす脱⽔症が報告されています。
失神、起⽴性低⾎圧、腎不全も、既知の脱⽔症状なしに報告されています。

リトナビルとエルゴタミンまたはジヒドロエルゴタミンの同時投与は、脳⾎管れん縮および四肢お
よび中枢神経系を含む他の組織の虚⾎を特徴とする急性⻨⾓毒性と関連している。

⼼臓⾎管系

1度房室ブロック、2度房室ブロック、3度房室ブロック、右脚ブロックが報告されています[警告と
注意事項（5.2）]。

リトナビルがジソピラミド、メキシレチン、ネファゾドン、フルオキセチン、およびベータ遮断薬と同時投与
された場合、⼼臓および神経学的イベントが報告されています。薬物相互作⽤の可能性を排除することはでき
ません。

内分泌系

リトナビルをプロピオン酸フルチカゾンまたはブデソニドと同時投与した場合、クッシング症候群
と副腎抑制が報告されています。

神経系
発作の市販後の報告があります。また、⼼臓⾎管系を参照してください。

⽪膚および⽪下組織の障害

中毒性表⽪壊死症（TEN）が報告されています。

7
も参照してください禁忌（4）と臨床薬理学（12.3）。

薬物相互作⽤

7.1他の薬に影響を与える可能性アタ
ザナビル

アタザナビルはCYP3AおよびUGT1A1の阻害剤です。アタザナビルと主にCYP3AまたはUGT1A1に
よって代謝される薬物の同時投与は、他の薬物の⾎漿濃度を上昇させ、その治療効果および有害作
⽤を増加または延⻑させる可能性があります。

アタザナビルとリトナビルをCYP2C8の基質と同時投与する場合、臨床的に有意な相互作⽤は期待
されません。[⾒る臨床薬理学、表12（12.3）。]

アタザナビルをリトナビルと同時投与すると、同時投与された薬物に対するCYP3Aを介した薬物相互作
⽤の⼤きさが変化する可能性があります。リトナビルの完全な処⽅情報を参照してください
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リトナビルとの薬物相互作⽤に関する情報。

リトナビル

リトナビルはシトクロムP4503A（CYP3A）の阻害剤であることがわかっており、主にCYP3Aに
よって代謝される薬剤の⾎漿中濃度を上昇させる可能性があります。CYP3Aによって広範囲に代
謝され、初回通過代謝が⾼い薬剤は、リトナビルと同時投与した場合、AUCの⼤幅な増加（3倍以
上）の影響を最も受けやすいようです。したがって、クリアランスをCYP3Aに⼤きく依存し、⾎
漿中濃度の上昇が深刻なおよび/または⽣命を脅かす事象に関連する薬物とのリトナビルの同時投
与は禁忌です。他のCYP3A基質との同時投与には、⽤量調整または追加のモニタリングが必要な
場合があります。

リトナビルはまた、CYP2D6をより少ない程度で阻害します。CYP2D6の基質とリトナビルの同時投与は、他
の薬剤のAUCの増加（最⼤2倍）をもたらす可能性があり、⽐例した投与量の削減が必要になる可能性があり
ます。リトナビルはまた、CYP3A、CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2B6、およびグルクロノシルトランス
フェラーゼを含む他の酵素を誘導するようです。

7.2他の薬剤がアタザナビルに影響を与える可能性
アタザナビルはCYP3A4基質です。したがって、CYP3A4を誘発する薬剤は、アタザナビルの⾎漿中濃度を低下させ、
アタザナビルの治療効果を低下させる可能性があります。

アタザナビルの溶解度は、pHが⾼くなるにつれて低下します。プロトンポンプ阻害剤、制酸剤、緩衝
薬、またはHの場合、アタザナビルの⾎漿濃度の低下が予想されます2-受容体拮抗薬はアタザナビルと⼀
緒に投与されます。

7.3確⽴されたおよびその他の潜在的に重要な薬物相互作⽤
表8は、アタザナビルおよびリトナビル錠の⼀⽅または両⽅の成分との薬物相互作⽤の結果としての成⼈
における投薬および臨床上の推奨事項を⽰しています。これらの推奨事項は、薬物相互作⽤の研究また
は相互作⽤の予想される⼤きさおよび重⼤なイベントまたは有効性の喪失の可能性による予測される相
互作⽤のいずれかに基づいています。

表8：確⽴されたおよびその他の潜在的に重要な薬物相互作⽤：薬物相互作⽤の研究に基づいて、
⽤量またはレジメンの変更が推奨される場合がありますaまたは予測される相互作⽤（表の情報は、
特に明記されていない限り、リトナビルの有無にかかわらずアタザナビルに適⽤されます）

効果
の濃度

アタザナビルまたは

併⽤薬
併⽤薬物クラス： 特定の
薬 臨床コメント
HIV抗ウイルス剤
ヌクレオシドリバース
転写酵素阻害剤
（NRTI）：
ジダノシン緩衝製剤腸溶コー
ティング（EC）カプセル

↓アタザナビル

↓ジダノシン
アタザナビルとジダノシン緩衝錠剤の同時
投与は、アタザナビル曝露の著しい減少を
もたらしました。アタザナビルを（⾷物と
⼀緒に）与えることをお勧めします

ジダノシン緩衝製剤の2時間前または1時
間後。ジダノシンECとアタザナビルの
⾷物との同時投与
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その結果、ジダノシン曝露が減少します。した
がって、アタザナビルとジダノシンECは異な
る時間に投与する必要があります。

ヌクレオチドリバース
転写酵素阻害剤： テノホビルジ
ソプロキシルフマル酸塩

↓アタザナビル

↑テノホビル

テノフォビルはAUCとCを低下させる可能性があります分

of atazanavir. When coadministered with 
tenofovir in adults, it is recommended that 
atazanavir 300 mg be given with ritonavir 100 
mg and tenofovir 300 mg (all as a single daily 
dose with food). Atazanavir increases 
tenofovir concentrations. The mechanism of 
this interaction is unknown. Higher tenofovir 
concentrations could potentiate tenofovir-
associated adverse events, including renal 
disorders. Patients receiving atazanavir and 
tenofovir should be monitored for tenofovir-
associated adverse events. For pregnant 
women taking atazanavir with ritonavir and 
tenofovir, see Dosage and Administration 
(2.2).

Non-nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors 
(NNRTIs): efavirenz

↓ atazanavir Efavirenz decreases atazanavir exposure.

Do not co-administer atazanavir with 
efavirenz due to decreased atazanavir 
exposure.

Non-nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors: 
nevirapine

↓ atazanavir
↑ nevirapine

アタザナビルとネビラピンを併⽤しないでください。

理由は次のとおりです。

•• ネビラピンはアタザナビルへの曝露を⼤
幅に減少させます。

•• ネビラピン曝露の増加によるネビラ
ピン関連毒性の潜在的リスク。

プロテアーゼ阻害剤：サキナビル（ソ

フトゼラチンカプセル）

↑サキナビル 有効性と安全性に関して、リトナビルの有
無にかかわらず、この組み合わせに対する
適切な投薬の推奨事項は確⽴されていませ
ん。臨床試験では、アタザナビル400mgお
よびテノホビル300mg（すべて1⽇1回投
与）とヌクレオシドアナログ逆転写酵素阻
害剤を併⽤したサキナビル1200 mgは、⼗
分な効果を発揮しませんでした[参照 臨床
試験（14.2）]。

プロテアーゼ阻害剤：リトナビル ↑アタザナビル アタザナビルをリトナビルと併⽤する場合
は、アタザナビル300mgを1⽇1回リトナビル
と併⽤することをお勧めします。
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⾷物と⼀緒に1⽇1回100mg。リトナビル
との薬物相互作⽤に関する情報について
は、リトナビルの完全な処⽅情報を参照
してください。

プロテアーゼ阻害剤：その他 ↑他のプロテアーゼ阻害剤 アタザナビル/リトナビル：研究されていま
せんが、アタザナビル/リトナビルと他のプ
ロテアーゼ阻害剤の同時投与は、他のプロテ
アーゼ阻害剤への曝露を増加させると予想さ
れます。そのような同時投与はそうではあり
ません
おすすめされた。

HCV抗ウイルス剤
プロテアーゼ阻害剤：
ボセプレビル

↓アタザナビル

↓リトナビル

ボセプレビルとアタザナビル/リトナビル
の同時投与は、アタザナビルとリトナビ
ルへの定常状態の曝露を減少させまし
た。の同時投与
アタザナビル/リトナビルおよびボセプレビルは推

奨されません。

プロテアーゼ阻害剤：テラプレビル ↓テラプレビル

↑アタザナビル

テラプレビルとアタザナビル/リトナビル
の同時投与により、定常状態のテラプレ
ビル曝露が減少し、定常状態のアタザナ
ビル曝露が増加しました。

他のエージェント

制酸剤と緩衝
薬

↓アタザナビル 緩衝薬を含む制酸剤がアタザナビルと⼀
緒に投与された場合、アタザナビルの⾎
漿濃度の低下が予想されます。アタザナ
ビルは、これらの投薬の2時間前または1
時間後に投与する必要があります。

抗不整脈薬：アミオダロン、ベプ
リジル、リドカイン（全⾝）、キ
ニジン

↑アミオダロン、ベプリジル、

リドカイン（全⾝）、
キニジン

アタザナビルとの同時投与は、深刻な
および/または⽣命を脅かす有害事象を
引き起こす可能性があり、研究されて
いません。アタザナビルと併⽤する場
合は注意が必要であり、これらの薬剤
の治療濃度モニタリングが推奨されま
す。

抗凝固剤：ワルファリン ↑ワルファリン アタザナビルとの同時投与は、深刻な
および/または⽣命を脅かす出⾎を引き
起こす可能性があり、研究されていま
せん。INR（国際感度指標）を監視す
ることをお勧めします。

抗うつ薬：三環系 ↑三環系 アタザナビルとの同時投与には、

18

参照ID：4173147



抗うつ薬 抗うつ薬 深刻なおよび/または⽣命を脅かす有害事象
を引き起こす可能性があり、研究されていま
せん。これらの薬剤をアタザナビルと併⽤す
る場合は、これらの薬剤の濃度モニタリング
をお勧めします。

トラゾドン ↑トラゾドン リトナビルの有無にかかわらず、トラゾ
ドンとアタザナビルを併⽤すると、トラ
ゾドンの⾎漿中濃度が上昇する可能性が
あります。トラゾドンとリトナビルの同
時投与後、悪⼼、めまい、低⾎圧、失神
などの有害事象が観察されています。ト
ラゾドンをアタザナビルなどのCYP3A4
阻害剤と併⽤する場合は、併⽤に注意
し、低⽤量のトラゾドンを検討する必要
があります。

抗てんかん薬：
カルバマゼピン

↓アタザナビル

↑カルバマゼピン
リトナビルは、カルバマゼピンの⾎漿レベルを
上昇させる可能性があります。アタザナビル/
リトナビルによる治療を開始した患者が安定し
た⽤量のカルバマゼピンに滴定されている場
合、カルバマゼピンの⽤量を減らす必要がある
かもしれません。

フェニトイン、フェノバルビタール ↓アタザナビル

↓フェニトイン

リトナビル

フェニトインとフェノバルビタールの⾎漿レベ
ルを低下させる可能性があります。アタザナビ
ルとリトナビルを併⽤する場合
フェニトインまたはフェノバルビタールのいずれかで、

フェニトインまたはフェノバルビタールの⽤量調整が必要

になる場合があります。

↓フェノバルビタール

ラモトリジン ↓ラモトリジン ラモトリジンおよびアタザナビルとリトナビ
ルの同時投与は、ラモトリジンの⾎漿中濃度
を低下させる可能性があります。アタザナビ
ルおよびリトナビルと併⽤する場合は、ラモ
トリジンの⽤量調整が必要になる場合があり
ます。

抗真菌剤：ケトコナゾール、イト

ラコナゾール

アタザナビル/リトナビル：

↑ケトコナゾール

↑イトラコナゾール

ケトコナゾールの同時投与は、リトナビルを含ま
ないアタザナビルでのみ研究されています（アタ
ザナビルAUCおよびCのごくわずかな増加）最⼤

）。ケトコナゾールに対するリトナビルの効果の
ため、⾼⽤量のケトコナゾールおよびイトラコナ
ゾール（> 200 mg /⽇）は、アタザナビル/リトナ
ビルと慎重に使⽤する必要があります。

抗真菌剤：ボリコナゾール アタザナビル/リトナビル ボリコナゾールは
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機能的なCYP2C19
の被験者

対⽴遺伝⼦：

↓ボリコナゾール

↓アタザナビル

患者へのベネフィット/リスクの評価がボリコナ
ゾールの使⽤を正当化しない限り、アタザナビ
ル/リトナビルを投与されている患者。ボリコナ
ゾールとアタザナビル/リトナビルの同時投与中
のボリコナゾール関連の有害事象およびボリコ
ナゾールまたはアタザナビルの有効性の喪失に
ついて、患者を注意深く監視する必要がありま
す。

アタザナビル/リトナビル
機能的なCYP2C19の
ない被験者

対⽴遺伝⼦：

↑ボリコナゾール

↓アタザナビル

アンチガウト：コルヒチン ↑コルヒチン アタザナビルは、腎機能障害または肝機能
障害のある患者にコルヒチンと併⽤しない
でください。
アタザナビルと⼀緒に投与された場合の
コルヒチンの推奨⽤量：

痛⾵発⾚の治療：
1回の投与で0.6mg（1錠）、1時間後に
0.3mg（半錠）。3⽇前までに繰り返さ
ないでください。

痛⾵発⾚の予防：
元のレジメンが0.6mgの場合2回1⽇、レ
ジメンは0.3mgに調整する必要があります
⼀⽇⼀回。

元のレジメンが0.6mgの場合⼀度1⽇、
レジメンは0.3mgに調整する必要があり
ます1⽇おきに。

家族性地中海熱（FMF）の治療：

0.6mgの最⼤1⽇量（1⽇2回0.3mgとして与
えられるかもしれません）。

抗酸菌：リファブチン ↑リファブチン 最⼤75％のリファブチン⽤量の減少（例
えば、1⽇おきに150mgまたは週に3
回）が推奨されます。増加
好中球減少症を含むリファブチン関連の
有害反応のモニタリングは
保証されます。

ベダキリン ↑ベダキリン ベダキリンは、同時投与の利点がある場合にのみリト

ナビルと⼀緒に使⽤する必要があります
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リスクを上回ります。

↑クエチアピン クエチアピンを服⽤している患者におけるリトナビ
ルによるアタザナビルの開始：
クエチアピン曝露の増加を避けるために、代替
の抗レトロウイルス療法を検討してください。
同時投与が必要な場合は、クエチアピンの投与
量を現在の投与量の1/6に減らし、クエチアピ
ンに関連する副作⽤を監視します。を参照して
ください
副作⽤モニタリングに関する推奨事
項についてのクエチアピン処⽅情
報。
リトナビルと⼀緒にアタザナビルを服⽤している患者に

おけるクエチアピンの開始：

クエチアピンの初期投与および滴定について
は、クエチアピン処⽅情報を参照してくださ
い。

抗精神病薬：クエチアピンとル
ラシドン

↑ルラシドン ルラシドンの使⽤は禁忌です。
ベンゾジアゼピン：⾮経⼝
投与されたミダゾラムb

↑ミダゾラム ⾮経⼝ミダゾラムとアタザナビルを併⽤す
ると、ミダゾラムの⾎漿中濃度が上昇する
可能性があります。
同時投与は、呼吸抑制および/または⻑
期の鎮静の場合に、綿密な臨床モニタリ
ングと適切な医学的管理を確実にする設
定で⾏われるべきです。特にミダゾラム
を単回以上投与する場合は、ミダゾラム
の投与量を減らすことを検討する必要が
あります。経⼝ミダゾラムとアタザナビ
ルの同時投与は禁忌です。

カルシウムチャネル遮断薬： ジル

チアゼム

↑ジルチアゼムと

デスアセチル-ジルチアゼム

注意が必要です。ジルチアゼムの50％の減
量を検討する必要があります。ECGモニタ
リングをお勧めします。アタザナビル/リト
ナビルとジルチアゼムの同時投与は研究さ
れていません。

フェロジピン、ニフェジピン、ニカル

ジピン、およびベラパミル

↑カルシウムチャネル

ブロッカー

注意が必要です。カルシウムチャネル遮断
薬の⽤量漸増を考慮する必要があります。
ECGモニタリングは
おすすめされた。

エンドセリン受容体拮抗薬： ボセ
ンタン

↓アタザナビル

↑ボセンタン アタザナビル/リトナビルの患者におけるボ
センタンの同時投与：
受けている患者のために
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アタザナビル/リトナビルを少なくとも10⽇
間、個⼈の忍容性に基づいて1⽇1回または1
⽇おきに62.5mgでボセンタンを開始しま
す。

ボセンタンの患者におけるアタザナビル/リ
トナビルの同時投与：
アタザナビル/リトナビルを開始する少なくとも36
時間前にボセンタンを中⽌してください。アタザナ
ビル/リトナビルを開始してから少なくとも10⽇
後、個⼈の忍容性に基づいて、ボセンタンを1⽇1回
または1⽇おきに62.5mgで再開します。

HMG-CoAレダクターゼ阻害剤： アトル

バスタチン、ロスバスタチン

↑アトルバスタチン

↑ロスバスタチン

アトルバスタチンの⽤量を注意深く滴定し、必要
最⼩限の⽤量を使⽤します。ロスバスタチンの投
与量は10mg/⽇を超えてはなりません。を含むミ
オパチーのリスク
横紋筋融解症は、アタザナビルを含むHIVプ
ロテアーゼ阻害剤をこれらの薬剤と組み合わ
せて使⽤  すると増加する可能性がありま
す。

H2-受容体拮抗薬 ↓アタザナビル 治療歴のない患者の場合： アタザナビル300mg
とリトナビル100mgを1⽇1回⾷物と⼀緒に摂取
する必要があります
Hの投与と同時に、および/または少なく
とも10時間後に投与される2-受容体拮抗
薬。H2-1⽇1回ファモチジン20mgに匹敵
する受容体拮抗薬⽤量から1⽇2回ファモ
チジン40mgに匹敵する⽤量まで、治療
歴のない患者ではアタザナビル300mgと
リトナビル100mgで使⽤できます。

治療経験のある患者の場合： Hがいつでも2-
受容体拮抗薬は、リトナビル、Hと⼀緒にア
タザナビルを投与されている患者に与えられ
ます2-受容体拮抗薬の⽤量は、ファモチジン
20 mgに匹敵する⽤量を1⽇2回超えてはなら
ず、アタザナビルおよびリトナビルの⽤量
は、Hの⽤量と同時に、および/または少なく
とも10時間後に投与する必要があります。2-
受容体拮抗薬。

•• アタザナビル300mgとリトナビル100mg
を1⽇1回（すべて単回投与として
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⾷品）Hと⼀緒に摂取した場合2-受容体拮
抗薬。リトナビルとHを併⽤してアタザ
ナビルを服⽤している妊婦向け2-受容体
拮抗薬。

•• アタザナビルとリトナビルの錠剤は、テ
ノホビルとHの両⽅と⼀緒に服⽤しない
でください2-より⾼⽤量のアタザナビル
が必要なため、受容体拮抗薬。

•• テノホビルとHの両⽅と⼀緒に服⽤した場
合、アタザナビル400mgとリトナビル
100mgを1⽇1回（すべて⾷物と⼀緒に単回
投与として）2-受容体拮抗薬。リトナビル
とテノホビルとHの両⽅と⼀緒にアタザナ
ビルを服⽤している妊婦の場合2-受容体拮
抗薬、参照特定の集団での使⽤（8.1）。

ホルモン避妊薬： エチニル
エストラジオールと
ノルゲスチマートまたはノルエチンドロン

↓エチニルエストラジオール

↑ノルゲスチマートc

アタザナビル/リトナビルと経⼝投与の場合
は注意して使⽤してください
避妊薬が考慮されます。経⼝避妊薬が
アタザナビルとリトナビルと⼀緒に投
与された場合、それは
経⼝避妊薬には少なくとも35mcgのエチニルエストラ

ジオールが含まれていることをお勧めします。

潜在的な安全上のリスクには、プロゲス
テロン曝露の⼤幅な増加が含まれます。プロ
ゲステロン剤の濃度の増加による⻑期的な影
響は不明であり、インスリン抵抗性、脂質異
常症、およびにきびのリスクを⾼める可能性
があります。

アタザナビル/リトナビルと他のホル
モン避妊薬（例、避妊パッチ、避妊膣リ
ング、または注射可能な避妊薬）または
ノルエチンドロンまたはノルゲスチメー
ト以外のプロゲストゲンを含む経⼝避妊
薬、または25mcg未満のエチニルエスト
ラジオールとの同時投与は研究されてい
ません。したがって、避妊の代替⽅法は

おすすめされた。

↑エチニルエストラジオール

免疫抑制剤：
シクロスポリン、シロリムス、

タクロリムス

↑免疫抑制剤 アタザナビルと併⽤する場合、免疫抑
制剤には治療濃度モニタリングが推奨
されます。

吸⼊ベータアゴニスト：サルメテロール ↑サルメテロール サルメテロールとアタザナビルの同
時投与は推奨されません。
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サルメテロールとアタザナビルを併⽤す
ると、QTを含むサルメテロールに関連す
る⼼⾎管系有害事象のリスクが⾼まる可
能性があります
延⻑、動悸、洞性頻脈。

吸⼊/⿐ステロイド：
フルチカゾン

アタザナビル/リトナビル

↑フルチカゾン

プロピオン酸フルチカゾンとアタザナビ
ル/リトナビルを併⽤すると、プロピオン
酸フルチカゾンの⾎漿中濃度が上昇し、⾎
清コルチゾール濃度が⼤幅に低下する可能
性があります。クッシング症候群や副腎を
含む全⾝性コルチコステロイド効果

抑制は、リトナビルと吸⼊または⿐腔内
投与されたプロピオン酸フルチカゾンを
投与されている患者の臨床使⽤中に報告
されています。プロピオン酸フルチカゾ
ンと
アタザナビル/リトナビルは、患者への
潜在的な利益が全⾝性のリスクを上回ら
ない限り、推奨されません
コルチコステロイドの副作⽤[参照警告
と注意事項（5.2）]。

マクロライド系抗⽣物質：
クラリスロマイシン

↑クラリスロマイシン

↓14-OH
クラリスロマイシン

↑アタザナビル

アタザナビル/リトナビルとクラリスロマイシ
ンの同時投与は研究されていません。

オピオイド：ブプレノルフィン ↑ブプレノルフィン

↑ノルブプレノルフィン

リトナビルの有無にかかわらず、ブプレノル
フィンとアタザナビルの同時投与は、ブプレノ
ルフィンとノルブプレノルフィンの⾎漿濃度を
増加させます。アタザナビルとリトナビルのブ
プレノルフィンとの同時投与は、鎮静および認
知効果の臨床モニタリングを保証します。ブプ
レノルフィンの減量を検討することができま
す。ブプレノルフィンおよびアタザナビルとリ
トナビルの同時投与は、アタザナビルの⾎漿濃
度を低下させるとは予想されていません。リト
ナビルなしでブプレノルフィンとアタザナビル
を同時投与すると、アタザナビルの⾎漿中濃度
が低下する可能性があります。

リトナビルを含まないアタザナビルは、ブプレノ
ルフィンと併⽤しないでください。

PDE5阻害剤：シルデナフィル、 ↑シルデナフィル アタザナビルとの同時投与は
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タダラフィル、バルデナフィル ↑タダラフィル

↑バルデナフィル

研究されていますが、低⾎圧、失神、
視覚障害、持続勃起症など、PDE5阻害
剤に関連する有害事象の増加をもたら
す可能性があります。

肺動脈性肺⾼⾎圧症（PAH）に対す
るPDE5阻害剤の使⽤：

肺⾼⾎圧症（PAH）の治療のため
のシルデナフィルの使⽤はアタザ
ナビルと禁忌です[参照 禁忌（4）
]。
アタザナビルと⼀緒にタダラフィル
を使⽤するには、次の⽤量調整が推
奨されます。
アタザナビル（リトナビルの有無にかかわら
ず）の患者におけるタダラフィルの同時投
与：

•• アタザナビル（リトナビルの有無にか
かわらず）を少なくとも1週間服⽤し
ている患者の場合、タダラフィルを1
⽇1回20mgで開始します。に基づいて
1⽇1回40mgに増やす
個⼈の忍容性。アタザナビル

の同時投与（
またはリトナビルなし）タダラフィルの
患者：

•• アタザナビルを開始するときは、タダラフィ

ルの使⽤を避けてください（または

リトナビルなし）。アタザナビルを開始する少
なくとも24時間前にタダラフィルを停⽌しま
す（有無にかかわらず）
リトナビル）。アタザナビル（リトナビ
ルの有無にかかわらず）を開始してから
少なくとも1週間後、1⽇1回20mgのタダ
ラフィルを再開します。個⼈の忍容性に
基づいて、1⽇1回40mgに増やします。

勃起不全に対するPDE5阻害剤の
使⽤：

シルデナフィルは、有害事象のモニタリ
ングを強化しながら、48時間ごとに25mgの減
量で注意して使⽤してください。

タダラフィルは、72時間ごとに10 mg
の減量で注意して使⽤し、有害事象のモニ
タリングを強化してください。

アタザナビル/リトナビル：バルデナ
フィルは、72時間ごとに2.5mg以下の減量
で注意して使⽤してください。
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有害事象の監視。
アタザナビル：有害事象の監視を強

化しながら、24時間ごとに2.5mg以下の
減量でバルデナフィルを注意して使⽤し
てください。

プロトンポンプ阻害剤： オ
メプラゾール

↓アタザナビル アタザナビル400mgまたはアタザナビル
300mg/リトナビル100mgを1⽇1回オメ
プラゾール40mgと1⽇1回投与すると、
アタザナビルの⾎漿中濃度が⼤幅に低下
し、治療効果が低下し、耐性が発現する
可能性があります。

治療歴のない患者の場合：
プロトンポンプ阻害剤の⽤量は、オメプラ
ゾール20 mgに匹敵する⽤量を超えてはな
らず、リトナビル100mgの⽤量でアタザナ
ビル300mgの約12時間前に服⽤する必要が
あります。

治療経験のある患者の場合： プロトンポンプ阻
害剤は、アタザナビルを投与されている治療経
験のある患者には使⽤しないでください。

a相互作⽤の⼤きさについては、を参照してください。臨床薬理学、表11および12（12.3）。
b⾒る禁忌（4）、表1経⼝投与されたミダゾラム⽤。
cアタザナビル300mgおよびリトナビル100mgと1⽇1回の併⽤。

7.4アタザナビルとの相互作⽤が観察されない薬剤
アタザナビルをメタドン、フルコナゾール、アセトアミノフェン、アテノロール、またはヌクレオシド逆転写
酵素阻害剤のラミブジンまたはジドブジンと同時投与した場合、臨床的に有意な薬物相互作⽤は観察されませ
んでした。[[臨床薬理学、（12.3）を参照]。

8特定の集団での使⽤

8.1妊娠
アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mg：

アタザナビル：

リスクの概要

アタザナビルは、妊娠中の限られた数の⼥性で評価されています。利⽤可能な⼈間と動物のデータは、ア
タザナビルがバックグラウンド率と⽐較して全体的に主要な先天性⽋損症のリスクを増加させないことを
⽰唆しています[[データを参照]。⽶国の⼀般⼈⼝では、臨床的に認められた妊娠における主要な先天性⽋
損症と流産の推定バックグラウンドリスクは、それぞれ2〜4％と15〜20％です。アタザナビルへの曝露
があったラットとウサギでは、治療に関連した奇形は観察されませんでした。
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ヒトの臨床⽤量（300mg /⽇のアタザナビルを100mg/⽇のリトナビルで追加免疫）でのそれらの
0.7-1.2倍でした。妊娠中および授乳中のラットにアタザナビルを投与した場合、可逆的な新⽣児発
育遅延が観察されました[[データを参照]。

臨床上の考慮事項

妊娠中および産後の⽤量調整
••
••
例外：

アタザナビルは、妊婦にリトナビルと⼀緒に投与する必要があります。
妊娠中の患者の場合、アタザナビルの投与量を調整する必要はありません。

•治療経験のある妊婦の場合、アタザナビルをH2受容体拮抗薬と併⽤した場合の第2または第3ト
リメスターまたテノホビルDF、アタザナビル400mgとリトナビル100mgを1⽇1回投与する
ことをお勧めします。がある
H2受容体拮抗薬の両⽅で使⽤するためのアタザナビル⽤量を推奨するにはデータが不⼗分ですと 
治療経験のある妊婦におけるテノホビルDF。

•産後の患者には投与量の調整は必要ありません。ただし、アタザナビルへの曝露は出産後最初の2
か⽉間は⾼くなる可能性があるため、患者は有害事象を注意深く監視する必要があります[[投与
量と投与（2.2）および臨床薬理学（12.3）を参照]。

⺟体の有害反応

乳酸アシドーシス症候群のリスクの増加に関連するヌクレオシド類似体と組み合わせてアタザナビ
ルを使⽤している妊婦では、乳酸アシドーシス症候群、時には致命的で症候性の⾼乳酸⾎症の症例
が発⽣しています。

⾼ビリルビン⾎症は、アタザナビルを服⽤している患者に頻繁に発⽣します[[警告と注意事項（5.6）を
参照]、妊婦を含む[[データを参照]。

乳酸アシドーシス症候群と⾼ビリルビン⾎症の潜在的なリスクについて妊婦にアドバイスします。

胎児/新⽣児の有害反応
アタザナビルに曝露された新⽣児を含むすべての乳児⼦宮内、⽣後数⽇間の重度の⾼ビリルビン
⾎症の発症を監視する必要があります[[データを参照]。

データ

⼈間のデータ

臨床試験AI424-182では、アタザナビル/リトナビル（300/100mgまたは400/100mg）とジドブジン/ラミブジ
ンの併⽤が第2または第3トリメスターの間に41⼈のHIV感染妊婦に投与されました。研究を完了した39⼈の⼥
性のうち、38⼈の⼥性が分娩時に50コピー/mL未満のHIVRNAを達成しました。アタザナビル/リトナビル
300/100mgを服⽤している20⼈中6⼈（30％）の⼥性とアタザナビル/リトナビル400/100 mgを服⽤している
21⼈中13⼈（62％）の⼥性が⾼ビリルビン⾎症を経験しました（総ビリルビンが多い
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ULNの2.6倍以上）。臨床試験AI424-182で観察された乳酸アシドーシスの症例はありませんでし
た。

胎児の臍帯⾎中のアタザナビルの薬物濃度は、⺟体の濃度の約12％から19％でした。40⼈のHIV感
染妊婦から⽣まれた40⼈の乳児のうち、出産時および/または産後最初の6か⽉間にHIV-1DNAが陰性
であった検査結果がありました。40⼈の乳児全員がジドブジンを含む抗レトロウイルス予防治療を
受けました。この研究では、重度の⾼ビリルビン⾎症（総ビリルビンレベルが20 mg / dLを超え
る）または急性または慢性のビリルビン脳症の証拠は新⽣児に観察されませんでした。しかし、
10/36（28％）の乳児（妊娠38週以上の6⼈と妊娠38週未満の4⼈）のビリルビンレベルは、⽣後1⽇
以内に4 mg/dL以上でした。

⺠族の多様性の⽋如は研究の限界でした。研究対象集団では、33/40（83％）の乳児が黒⼈/アフリ
カ系アメリカ⼈であり、⽩⼈やアジア⼈よりも新⽣児の⾼ビリルビン⾎症の発⽣率が低くなってい
ます。さらに、Rh不適合の⼥性、および溶⾎性疾患を発症した、および/または新⽣児の病的⻩疸
（光線療法が必要）を患った前の乳児がいた⼥性は除外されました。

さらに、⽣後1⽇⽬にブドウ糖サンプルを収集した38⼈の乳児のうち、3⼈は、⺟体の耐糖能異常、
分娩困難、または敗⾎症に起因する可能性のない40 mg/dL未満の値の⾎清ブドウ糖サンプルを適切
に収集しました。

アタザナビルを含むレジメンへの曝露後の約1600⼈の出⽣（第1トリメスターで曝露された乳児の
1037⼈の出⽣と第2/3トリメスターで曝露された569⼈を含む）のAPRからの前向き報告に基づく
と、アタザナビルと全体的な出⽣の間に差はありませんでしたバックグラウンド先天性⽋損率と⽐
較した⽋損。⽶国の⼀般集団では、臨床的に認められた妊娠における主要な先天性⽋損症の推定
バックグラウンドリスクは2〜4％です。

動物データ

動物の⽣殖研究では、全⾝薬物曝露レベル（AUC）0.7（ウサギ）から1.2（ラット）の動物に⽣まれ
た⼦孫に、ヒトの臨床⽤量（300 mg /⽇）で観察されたものの死亡率または催奇形性の証拠はあり
ませんでした。アタザナビルは100mg/⽇リトナビルでブーストされました）。ラットの出⽣前およ
び出⽣後の発育研究では、アタザナビルは授乳中に新⽣児の発育遅延を引き起こし、離乳後に逆転
しました。この⽤量での⺟体の薬物曝露は、推奨される臨床曝露でのヒト曝露の1.3倍でした。この
暴露レベルでは、⺟体への毒性は最⼩限でした。

リトナビル：
リスクの概要

Antiretroviral Pregnancy Registry（APR）からの将来の妊娠データは、先天性⽋損症または流産のリス
クを適切に評価するのに⼗分ではありません。APRから⼊⼿可能なデータは、メトロポリタンアトランタ
先天性⽋損症プログラム（MACDP）の⽶国の参照集団における2.7％の主要な先天性⽋損症のバックグラ
ウンド率と⽐較して、リトナビルの全体的な先天性⽋損症の割合に差がないことを⽰しています。[[デー
タを参照]。
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動物の⽣殖試験では、妊娠中のラットおよびウサギにリトナビルを経⼝投与した場合、発⽣に悪影
響を与えるという証拠は観察されませんでした。ラットとウサギの器官形成中、全⾝曝露（AUC）
は、推奨される1⽇量でのヒト曝露よりも約1/3低かった。ラットの出⽣前および出⽣後の発達研究
では、リトナビルへの⺟体の全⾝曝露は、体表⾯積換算係数に基づいて、推奨される1⽇量でのヒ
トの曝露の約1/2でした。[[データを参照]。

⽰された集団の主要な先天性⽋損症および流産のバックグラウンドリスクは不明です。すべての妊娠に
は、先天性⽋損症、喪失、またはその他の有害な結果のバックグラウンドリスクがあります。⽶国の⼀般
⼈⼝では、臨床的に認められた妊娠における主要な先天性⽋損症と流産の推定バックグラウンドリスク
は、それぞれ2〜4％と15〜20％です。

データ

⼈間のデータ

リトナビルを含むレジメンへの曝露後の約6100⼈の出⽣（第1トリメスターで曝露された2800⼈以
上の出⽣と、第2および第3トリメスターで曝露された3200⼈以上の出⽣を含む）のAPRへの前向き
報告に基づくと、 MACDPの⽶国の参照⺟集団におけるバックグラウンドの先天性⽋損率2.7％と⽐
較したリトナビルの全体的な先天性⽋損症の割合。出⽣時の先天性⽋損症の有病率は、リトナビル
を含むレジメンへの第1トリメスター曝露後、2.3％（95％CI：1.7％-2.9％）であり、第2および第3
後は2.9％（95％CI：2.3％-3.5％）でした。リトナビルを含むレジメンへのトリメスター曝露。

リトナビルおよび胎児のリトナビル濃度の胎盤移⾏は⼀般に低いですが、検出可能なレ
ベルが臍帯⾎サンプルおよび新⽣児の⽑髪で観察されています。

動物データ

リトナビルは、妊娠中のラット（0、15、35、および75 mg / kg /⽇）およびウサギ（0、25、50、および110 mg / kg /⽇）に器官形成中（妊娠6〜17

⽇）に経⼝投与されました。および6から19）。リトナビルによる催奇形性の証拠は、推奨される1⽇量でのヒトの暴露よりも約1/3低い全⾝暴露

（AUC）を⽣成する⽤量でラットとウサギで観察されませんでした。ラットで観察された発⽣毒性（早期吸収、胎児体重の減少、⾻化遅延および発⽣

変動）は、⺟体毒性⽤量で発⽣し、推奨される1⽇量でのヒト暴露よりも約1/3低い暴露であった。停留精巣の発⽣率のわずかな増加は、推奨される1

⽇量でのヒトへの暴露よりも約1/5低い暴露で、ラット（⺟体毒性⽤量）でも認められました。体表⾯積換算係数に基づいて、推奨される1⽇量の約

1.8倍の⺟体毒性⽤量で、ウサギに発⽣毒性（吸収、同腹児数の減少、胎児体重の減少）が観察された。ラットの出⽣前および出⽣後の発育試験で

は、リトナビルは妊娠6⽇⽬から出⽣後20⽇⽬まで0、15、35、および60 mg /kg/⽇の⽤量で投与されました。60mg/kg/⽇の⽤量では、発育はありま

せん。毒性は、体表⾯積換算係数に基づいて、推奨される1⽇量の1/2に相当するリトナビルの投与量で認められました。体表⾯積換算係数に基づい

て、推奨される1⽇量の約1.8倍の⺟体毒性⽤量で、ウサギに発⽣毒性（吸収、同腹児数の減少、胎児体重の減少）が観察された。ラットの出⽣前およ

び出⽣後の発育試験では、リトナビルは妊娠6⽇⽬から出⽣後20⽇⽬まで0、15、35、および60 mg /kg/⽇の⽤量で投与されました。60mg/kg/⽇の⽤

量では、発育はありません。毒性は、体表⾯積換算係数に基づいて、推奨される1⽇量の1/2に相当するリトナビルの投与量で認められました。体表⾯

積換算係数に基づいて、推奨される1⽇量の約1.8倍の⺟体毒性⽤量で、ウサギに発⽣毒性（吸収、同腹児数の減少、胎児体重の減少）が観察された。

ラットの出⽣前および出⽣後の発育試験では、リトナビルは妊娠6⽇⽬から出⽣後20⽇⽬まで0、15、35、および60 mg /kg/⽇の⽤量で投与されまし

た。60mg/kg/⽇の⽤量では、発育はありません。毒性は、体表⾯積換算係数に基づいて、推奨される1⽇量の1/2に相当するリトナビルの投与量で認

められました。

8.2授乳

アタザナビルとリトナビル：
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リスクの概要

疾病管理予防センターは、HIV-1の出⽣後感染のリスクを回避するために、HIV-1に感染した⺟親が
乳児に⺟乳を与えないことを推奨しています。アタザナビルは⺟乳から検出されており、リトナビ
ルが⺟乳に存在するという限られた公表データが報告されています。⽜乳⽣産に対するアタザナビ
ルとリトナビルの影響に関するデータはありません。アタザナビルは授乳中のラットの乳汁中に存
在し、離乳後に逆転した新⽣児発育遅延と関連していた。

⺟乳で育てられた乳児では、HIV-1感染の可能性と深刻な副作⽤の可能性の両⽅があるため、⺟乳で育てな
いように⼥性にアドバイスしてください。

8.3⽣殖能⼒のある雌雄 リトナビル：

避妊
リトナビルの使⽤は、複合ホルモン避妊薬の有効性を低下させる可能性があります。複合ホルモン
避妊薬を使⽤している患者に、効果的な代替避妊法または追加のバリア避妊法を使⽤するようにア
ドバイスします[[薬物相互作⽤（7.3）を参照]。

8.4⼩児への使⽤

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、少なくとも6歳で体重35kgの⼩児患者にの
み投与する必要があります。

リトナビル：1か⽉以上21歳のHIV感染患者では、臨床試験中および臨床経験を通じて⾒られた抗ウ
イルス活性と有害事象プロファイルは、成⼈患者の場合と同様でした。

8.5⽼⼈⽤
アタザナビルとリトナビルの臨床試験には、65歳以上の患者の反応が若い患者と異なるかどうかを
判断するのに⼗分な数の患者が含まれていませんでした。
Cの平均単回投与薬物動態値の⽐較に基づく最⼤およびAUC、年齢に基づく⽤量調整は推奨されませ
ん。⼀般に、アタザナビルおよびリトナビル錠の投与およびモニタリングには適切な注意を払う必
要があります。⾼齢患者では、肝機能、腎機能、または⼼臓機能の低下、および付随する疾患また
は他の薬物療法の頻度が⾼いことを反映して、300 mg /100mgです。

8.6年齢/性別
アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの成分であるアタザナビルの薬物動態の研究は、若い（n = 
29; 18〜40歳）および⾼齢者（n = 30; 65歳以上）の健康な被験者で実施されました。年齢や性別に
よる臨床的に重要な薬物動態の違いは観察されませんでした。

8.7腎機能障害

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、⾎液透析で管理されている末期腎疾患の
HIV治療経験のある患者には投与しないでください。[⾒る投与量と投与（2.1）]。

8.8肝機能障害
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アタザナビルとリトナビルは肝機能障害のある患者で研究されていないため、アタザナビル/リトナ
ビルはある程度の肝機能障害のある患者には推奨されません。[⾒る投与量と投与（2.4）および警告
と注意事項（5.3）。]

10過剰投与

アタザナビル
アタザナビルの急性過剰摂取の⼈間の経験は限られています。1200 mgまでの単回投与は、症状の
ある悪影響なしに健康なボランティアによって服⽤されています。HIV感染患者における29.2gのア
タザナビルの単回⾃⼰投与過剰摂取（400 mgの推奨⽤量の73倍）は、無症候性の⼆束性ブロックお
よびPR間隔の延⻑と関連していた。これらのイベントは⾃然に解決しました。⾼い薬物曝露につな
がる⾼⽤量では、間接的な（⾮抱合型）⾼ビリルビン⾎症（関連する肝機能検査の変更なし）また
はPR間隔の延⻑による⻩疸が観察される場合があります。

アタザナビルによる過剰投与の治療は、バイタルサインとECGのモニタリング、および患者の臨床
状態の観察を含む、⼀般的な⽀援⼿段で構成する必要があります。必要に応じて、吸収されなかっ
たアタザナビルの除去は、嘔吐または胃洗浄によって達成する必要があります。活性炭の投与は、
吸収されなかった薬物の除去を助けるためにも使⽤できます。アタザナビルの過剰摂取に対する特
定の解毒剤はありません。アタザナビルは肝臓で広範囲に代謝され、タンパク質に⾼度に結合して
いるため、透析がこの薬の⼤幅な除去に役⽴つ可能性は低いです。

リトナビル
急性過剰投与-⼈間の過剰摂取経験
アタザナビルおよびリトナビル錠の成分であるリトナビルの急性過剰摂取の⼈間の経験は限られて
います。臨床試験中の1⼈の患者は、リトナビル1500mg/⽇を2⽇間服⽤しました。患者は、⽤量を
減らした後に解消した知覚異常を報告した。好酸球増加症を伴う腎不全の市販後の症例は、リトナ
ビルの過剰摂取で報告されています。

リトナビルのおおよその致死量は、ラットでは関連するヒトの⽤量の20倍以上、マウスでは関連するヒトの⽤
量の10倍以上であることがわかりました。

過剰投与の管理
アタザナビルおよびリトナビル錠の1つの成分であるリトナビルによる過剰摂取の治療は、バイタルサイ
ンおよびECGのモニタリング、および患者の臨床状態の観察を含む⼀般的な⽀援⼿段で構成されていま
す。アタザナビルとリトナビルの過剰摂取に対する特定の解毒剤はありません。必要に応じて、吸収され
なかった薬物の除去は、嘔吐または胃洗浄によって達成する必要があります。気道を維持するために通常
の予防措置を遵守する必要があります。活性炭の投与は、吸収されなかった薬物の除去を助けるためにも
使⽤できます。アタザナビルとリトナビルは肝臓で広範囲に代謝され、タンパク質に⾼度に結合している
ため、透析が薬物の有意な除去に有益である可能性は低いです。この薬物の過剰摂取の管理に関する最新
情報については、認定毒物管理センターに相談する必要があります。

11説明
アタザナビルおよびリトナビル錠の有効成分は、HIV-1プロテアーゼ阻害剤であるアタザナビルおよびリ
トナビルです。

アタザナビル
硫酸アタザナビル原薬の化学名は（3S、8S、9S、12S）-3,12-ビス（1,1-ジメチルエチル）-8-ヒドロキシ-4,11-
ジオキソ-9-（フェニルメチル）-6-[[4-（2-ピリジニル）フェニル]メチル] -2,5 、6,10,13-ペンタアザテトラデ
カン⼆酸ジメチルエステル、硫酸塩（1：1）。その分⼦式はCです38H52N6O7•h2それで4、
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これは分⼦量802.9（硫酸塩）に相当します。遊離塩基の分⼦量は704.9です。硫酸アタザナビルの
構造式は次のとおりです。

アタザナビル硫酸塩は、⽩⾊から淡⻩⾊の結晶性粉末です。⽔にわずかに溶け（4〜5 mg / mL、遊
離塩基当量）、24±3℃で飽和⽔溶液のpHは約1.9です。

リトナビル
リトナビルは化学的に10-ヒドロキシ-2-メチル-5-（1-メチルエチル）-1- [2-（1-メチルエチル）-4--チアゾリル] 
-3,6-ジオキソ-8,11-ビス（フェニルメチル）-2,4,7,12-テトラアザトリデカン-13-酸、5-チアゾリルメチルエス
テル、[5S-（5R *、8R *、10R *、11R *）]。その分⼦式はCです37H48N6O5S2、およびその分⼦量は720.95で
す。リトナビルの構造式は次のとおりです。

リトナビルは⽩から淡褐⾊の粉末です。リトナビルは苦い⾦属味がします。メタノールとエタノールに溶
けやすく、イソプロパノールに溶け、⽔にほとんど溶けません。

アタザナビルおよびリトナビルの錠剤は、300 mgのアタザナビル（341.7 mgの硫酸アタザナビルに相当）および
100mgのリトナビルからなる経⼝投与に利⽤できます。この錠剤には、次の不活性成分も含まれています：無⽔⼆塩
基性リン酸カルシウム、コロイド状⼆酸化ケイ素、コポビドン、クロスポビドン、ヒプロメロース、ラクトース⼀⽔
和物、ステアリン酸マグネシウム、ステアリルフマル酸ナトリウム、ソルビタンモノラウレート、タルク、および⻩
⾊鉄酸化物。錠剤は、レシチン、マクロゴール（ポリエチレングリコール）、ポリビニルアルコール部分が加⽔分解
された、タルク、⼆酸化チタン、⻩⾊の酸化鉄でできているフィルム（opadry II 85G520033⻩⾊）でコーティング
されています。

12臨床薬理学

12.1作⽤機序
アタザナビルとリトナビルは抗ウイルス薬です[参照臨床薬理学（12.4）]。

12.2薬⼒学
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⼼電図への影響 アタザナビル

⼼電図のPR間隔の濃度および⽤量依存性の延⻑は、アタザナビルを投与されている健康なボラン
ティアで観察されています。プラセボ対照試験（AI424-076）では、投与前の値からのPR間隔の平
均（±SD）最⼤変化は、13と⽐較して400 mgのアタザナビル（n = 65）の経⼝投与後24（±15）ミ
リ秒でした。 （±11）プラセボ投与後のミリ秒（n = 67）。この研究におけるPR間隔の延⻑は無症
候性でした。アタザナビルと⼼電図のPR間隔を延⻑する他の薬剤との間のヒトにおける薬⼒学的相
互作⽤の可能性に関する情報は限られています。[⾒る警告と注意事項（5.2）]。

アタザナビルの⼼電図効果は、72⼈の健康な被験者の臨床薬理学研究で決定されました。400mgと
800mgの経⼝投与量をプラセボと⽐較しました。QTc間隔に対するアタザナビルの濃度依存性の影
響はありませんでした（Fridericiaの補正を使⽤）。抗レトロウイルス療法を受けている1793年の
HIV感染患者では、QTcの延⻑はアタザナビルと⽐較対照療法で同等でした。臨床試験でアタザナビ
ル治療を受けた健康な被験者またはHIV感染患者は、500ミリ秒を超えるQTc間隔を持っていません
でした[参照警告と注意事項（5.2）]。

リトナビル：QTcF間隔は、45⼈の健康な成⼈を対象としたランダム化プラセボおよびアクティブ
（モキシフロキサシン400 mg 1⽇1回）対照クロスオーバー試験で評価され、3⽇⽬に12時間にわ
たって10回測定されました。ベースライン補正後のプラセボとのQTcFの差は、400 mgの1⽇2回
のリトナビルで5.5（7.6）ミリ秒（msec）でした。リトナビル400mgを1⽇2回投与すると、3⽇
⽬のリトナビル曝露は定常状態でのリトナビル600mgを1⽇2回投与した場合よりも約1.5倍⾼くな
りました。

3⽇⽬の同じ研究でリトナビルを投与された被験者でもPR間隔の延⻑が認められました。ベースラ
イン補正後のPR間隔におけるプラセボとの最⼤平均（95％信頼区間）差は、400 mgの1⽇2回リト
ナビルで22（25）ミリ秒でした。[[警告と注意事項（5.2）を参照]。

12.3薬物動態

成⼈の薬物動態
アタザナビルおよびリトナビル錠：アタザナビルとリトナビルの組み合わせ錠剤（300 mg / 100 
mg）の投与後のアタザナビル曝露は、絶⾷および摂⾷条件下で健康なボランティアに投与した場
合、レヤタズ（アタザナビル）カプセルおよびノルビル（リトナビル）錠剤の投与後の曝露と同等
でした。

アタザナビル
アタザナビルの薬物動態は、健康な成⼈ボランティアと、アタザナビル300mgおよびリトナビル
100mgを1⽇1回投与した後のHIV感染患者で評価されました（表9を参照）。

表9：健康な被験者またはHIV感染患者におけるアタザナビルの定常状態の薬物動態
連邦準備制度で

アタザナビル300mgおよびリトナビル100mgを1⽇1回

元気
被験者（n = 28）

HIVに感染した患者
（n = 10）パラメータ

C最⼤（ng / mL）

幾何平均（CV％） 6129（31） 4422（58）
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平均（SD） 6450（2031） 5233（3033）

T最⼤（h）

中央値 2.7 3.0
AUC（ng•h / mL）

幾何平均（CV％） 57039（37） 46073（66）

平均（SD） 61435（22911） 53761（35294）

T-half（h）

平均（SD） 18.1（6.2）a 8.6（2.3）

C分（ng / mL）

幾何平均（CV％） 1227（53） 636（97）

平均（SD） 1441（757） 862（838）

an=26。

図1は、アタザナビル400 mgを1⽇1回（200 mgカプセル2個として）少量の⾷事で、アタザナビル
300 mg（150 mgカプセル2個として）リトナビル100 mgを1⽇1回、定常状態でのアタザナビルの平
均⾎漿濃度を⽰しています。 HIVに感染した成⼈患者の軽⾷。

図1：
HIVに感染した成⼈患者にはリトナビル（n = 10）を含む300mg

アタザナビル400mgの平均（SD）定常状態⾎漿濃度（n = 13）

吸収
アタザナビルはTで急速に吸収されます最⼤約2.5時間の。アタザナビルは、AUCおよびCの⽤量に⽐
例した増加を伴う⾮線形薬物動態を⽰します最⼤1⽇1回200〜800mgの⽤量範囲にわたる値。定常状
態は4⽇⽬から8⽇⽬まで達成され、累積は約2.3倍になります。

⾷品効果
アタザナビル：⾷物と⼀緒にアタザナビルを投与すると、バイオアベイラビリティが向上し、薬物動態の変動が減少しま
す。
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分布
アタザナビルは86％がヒト⾎清タンパク質に結合しており、タンパク質結合は濃度に依存しません。アタザナ
ビルは、アルファ-1-酸性糖タンパク質（AAG）とアルブミンの両⽅に同程度に結合します（それぞれ89％と
86％）。

代謝
アタザナビルはヒトで広範囲に代謝されます。ヒトにおけるアタザナビルの主な⽣体内変化経路は、⼀酸素化
と⼆酸素化で構成されていました。アタザナビルまたはその代謝物のその他のマイナーな⽣体内変化経路は、
グルクロン酸抱合、N-脱アルキル化、加⽔分解、および脱⽔素化を伴う酸素化で構成されていました。⾎漿中
のアタザナビルの2つのマイナーな代謝物が特徴づけられています。どちらの代謝物も実証されなかった試験
管内で抗ウイルス活性。試験管内でヒト肝ミクロソームを使⽤した研究では、アタザナビルがCYP3Aによって
代謝されることが⽰唆されました。

排除
400mgの単回投与後14C-アタザナビルは、総放射性の79％と13％がそれぞれ糞便と尿で回収されま
した。未変化の薬剤は、糞便と尿の投与量のそれぞれ約20％と7％を占めました。健康なボラン
ティア（n = 214）およびHIVに感染した成⼈患者（n = 13）におけるアタザナビルの平均消失半減
期は、軽⾷を1⽇400 mg投与した後、定常状態で約7時間でした。

600mgの⽤量を投与された5⼈の被験者の研究では14C-リトナビル経⼝液剤、⽤量の11.3±2.8％が尿中
に排泄され、⽤量の3.5±1.8％が未変化の親薬物として排泄されました。その研究では、⽤量の
86.4±2.9％が糞便中に排泄され、⽤量の33.8±10.8％が未変化の親薬物として排泄されました。複数回
投与すると、リトナビルの蓄積は、おそらく時間と⽤量に関連したクリアランスの増加のために、単回
投与から予測されるよりも少なくなります。

⼼電図への影響
リトナビル：QTcF間隔は、45⼈の健康な成⼈を対象としたランダム化プラセボおよびアクティブ
（モキシフロキサシン400 mg 1⽇1回）対照クロスオーバー試験で評価され、3⽇⽬に12時間にわ
たって10回測定されました。ベースライン補正後のプラセボとのQTcFの差は、400 mgの1⽇2回
のリトナビルで5.5（7.6）ミリ秒（msec）でした。リトナビル400mgを1⽇2回投与すると、3⽇
⽬のリトナビル曝露は定常状態でのリトナビル600mgを1⽇2回投与した場合よりも約1.5倍⾼くな
りました。

3⽇⽬の同じ研究でリトナビルを投与された被験者でもPR間隔の延⻑が認められました。ベースラ
イン補正後のPR間隔におけるプラセボとの最⼤平均（95％信頼区間）差は、400 mgの1⽇2回リト
ナビルで22（25）ミリ秒でした。[[警告と注意事項（5.2）を参照]。

特別な集団

⼩児科
アタザナビルおよびリトナビル錠は、6歳未満で体重が35kg未満のHIV-1感染⼩児患者には投与し
ないでください。

妊娠
アタザナビルとリトナビル：リトナビルを含むアタザナビルカプセルを服⽤しているHIV感
染妊婦の薬物動態データを表10に⽰します。
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表10：HIVに感染した妊娠中のアタザナビルとリトナビルの定常状態の薬物動態
連邦準備制度の⼥性

アタザナビル300mgとリトナビル100mg
薬物動態パラメータ 第2トリメスター

（n = 5a）。

第3トリメスター
（n = 20）

産後b

（n = 34）

C最⼤ng / mL 3078.85 3291.46 5721.21

幾何平均（CV％） （50） （48） （31）
AUCng∙h/mL 27657.1 34251.5 61990.4

幾何平均（CV％） （43） （43） （32）
C分ng / mLc 538.70 668.48 1462.59

幾何平均（CV％） （46） （50） （45）
a第2トリメスター中に利⽤可能なデータは限られています。
bアタザナビルのピーク濃度とAUCは、

産後の期間（4〜12週間）は、HIVに感染した妊娠していない患者で歴史的に観察された期間よりも⻑くな
ります。アタザナビルの⾎漿トラフ濃度は、HIVに感染した妊娠していない患者で歴史的に観察された濃度
と⽐較した場合、産後の期間中に約2.2倍⾼かった。

cC分投与後24時間の濃度です。

腎機能障害

健康な被験者では、未変化のアタザナビルの腎排泄は投与量の約7％でした。アタザナビルは、⾎液
透析中の被験者を含む重度の腎機能障害（n = 20）の成⼈被験者を対象に、1⽇1回400mgを複数回
投与して研究されています。平均アタザナビルC最⼤9％低く、AUCは19％⾼く、C分⾎液透析を受けて
いない重度の腎機能障害のある被験者（n = 10）では、腎機能が正常な年齢、体重、性別が⼀致する
被験者よりも96％⾼かった。4時間の透析セッションでは、投与量の2.1％が除去されました。⾎液
透析の前または後にアタザナビルを投与した場合（n = 10）、Cの幾何平均最⼤、AUC、およびC分腎
機能が正常な被験者と⽐較して、約25％から43％低かった。この減少のメカニズムは不明です。ア
タザナビルは、⾎液透析で管理されている末期腎疾患のHIV治療経験のある患者への使⽤は推奨され
ていません[[投与量と投与（2.3）を参照]。

肝機能障害

リトナビルと組み合わせたアタザナビルの薬物動態は、肝機能障害のある被験者では研究されていま
せん。したがって、アタザナビルとリトナビルの同時投与は、ある程度の肝機能障害のある患者への
使⽤は推奨されません。[[投与量と投与（2.4）]を参照してください。

薬物相互作⽤データ

アタザナビル
アタザナビルは代謝依存性のCYP3A阻害剤であり、K不作為0.05〜0.06分の値-1とK私

0.84〜1.0 µMの値。アタザナビルはUGT1A1（K私= 1.9 µM）およびCYP2C8（K私= 2.1 µM）。

アタザナビルが⽰されていますインビボ⾃⾝の代謝を誘発したり、CYP3Aによって代謝されるいくつかの薬物
の⽣体内変化を増加させたりしないでください。複数回投与試験では、アタザナビルが減少しました
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内因性6の尿中⽐率β-OHコルチゾールからコルチゾール対ベースライン。CYP3A産⽣が誘導されなかった
ことを⽰しています。

アタザナビルとCYP2C19、CYP2C9、CYP2D6、CYP2B6、CYP2A6、CYP1A2、またはCYP2E1の基質との
間に臨床的に有意な相互作⽤は期待されていません。リトナビルとCYP2C8の基質を投与した場合、アタ
ザナビルとの間に臨床的に有意な相互作⽤は期待されません。リトナビルとのその他の潜在的な薬物相
互作⽤に関する情報については、リトナビルの完全な処⽅情報を参照してください。

既知の代謝プロファイルに基づくと、アタザナビルとダプソン、トリメトプリム/スルファメトキサゾール、アジスロマイ
シン、またはエリスロマイシンの間で臨床的に重要な薬物相互作⽤は予想されません。アタザナビルはCYP2D6の基質（例
えば、ノルトリプチリン、デシプラミン、メトプロロール）と相互作⽤しません。

薬物相互作⽤の研究は、アタザナビルと同時投与される可能性が⾼い他の薬物、および薬物動態学的相互作⽤のプ
ローブとして⼀般的に使⽤されるいくつかの薬物を使⽤して実施されました。アタザナビルの同時投与がAUC、Cに
及ぼす影響最⼤、およびC分表11および12に要約されています。ジダノシンECまたはジルチアゼムのいずれもアタザナ
ビル曝露に有意な影響を及ぼしませんでした（ジダノシンECまたはジルチアゼム曝露に対するアタザナビルの影響に
ついては表12を参照）。アタザナビルは、ジダノシン（緩衝錠として投与された場合）、スタブジン、またはフルコ
ナゾールの曝露に有意な影響を及ぼしませんでした。臨床上の推奨事項に関する情報については、を参照してくださ
い。薬物相互作⽤（7）。

表11：薬物相互作⽤：存在下でのアタザナビルの薬物動態パラメーター
併⽤薬a

の⽐率（90％信頼区間）
アタザナビルの薬物動態

あり/なしのパラメータ
同時投与された薬物;

影響なし=1.00
同時投与

ドラッグ
投与量/スケジュール

同時投与
ドラッグ

アタザナビル

投与量/スケジュール C最⼤ AUC C分

アテノロール 50 mg QD、d 7-11（n 
= 19）およびd 19-23

400 mg QD、d 1-11（n = 19） 1.00
（0.89、1.12）

0.93
（0.85、1.01）

0.74
（0.65、0.86）

ボセプレビル 800 mg TID、
d 1-6、25-31

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、

d 10-31

アタザナビル：

0.75
（0.64-0.88）

アタザナビル：

0.65
（0.55-0.78）

アタザナビル：

0.51
（0.44-0.61）

クラリスロマイシン 500 mg BID、d 7-10（n 
= 29）およびd 18-21

400 mg QD、d 1-10（n = 29） 1.06
（0.93、1.20）

1.28
（1.16、1.43）

1.91
（1.66、2.21）

ジダノシン（ddI）

（緩衝錠）
プラススタブジン

（d4T）b

ddI：200 mg x 1⽤量、
d4T：40 mgx1⽤量

（n = 31）

400mg×1回分
ddIと同時に

およびd4T（n = 31）

0.11
（0.06、0.18）

0.13
（0.08、0.21）

0.16
（0.10、0.27）

ddI：200 mg x 1⽤量、
d4T：40 mgx1⽤量

（n = 32）

400mg×1回投与1時間後
ddI + d4T（n = 32）

1.12
（0.67、1.18）

1.03
（0.64、1.67）

1.03
（0.61、1.73）

ddI（腸溶コーティング

[EC]カプセル）c

400 mg d 8（供給）

（n = 34）400 mg d 19

（供給）（n = 31）

400 mg QD、d 2-8（n = 34）
300mg/リトナビル100mg

QD、d 9-19（n = 31）

1.03
（0.93、1.14）

1.04

0.99
（0.91、1.08）

1.00

0.98
（0.89、1.08）

0.87
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（1.01、1.07） （0.96、1.03） （0.82、0.92）

ジルチアゼム 180 mg QD、d 7-11（n 
= 30）およびd 19-23

400 mg QD、d 1-11（n = 30） 1.04
（0.96、1.11）

1.00
（0.95、1.05）

0.98
（0.90、1.07）

エファビレンツ 600 mg QD、d 7-20
（n = 27）

400 mg QD、d 1-20（n = 27） 0.41
（0.33、0.51）

0.26
（0.22、0.32）

0.07
（0.05、0.10）

600 mg QD、d 7-20
（n = 13）

400 mg QD、d 1-6（n = 23）、

次に300mg/リトナビル100

mg QD、エファビレンツの2

時間前、d 7-20（n = 13）

1.14
（0.83、1.58）

1.39
（1.02、1.88）

1.48
（1.24、1.76）

600 mg QD、d 11‒24
（午後）（n = 14）

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、d 1〜10（pm）

（n = 22）、次に400 mgQD/

リトナビル100mgQD、

d 11‒24（pm）、

（同時に
エファビレンツ）（n = 14）

1.17
（1.08、1.27）

1.00
（0.91、1.10）

0.58
（0.49、0.69）

ファモチジン 40 mg BID、d 7-12
（n = 15）

400 mg QD、d 1-6（n = 45）、

d 7-12（同時
管理）（n = 15）

0.53
（0.34、0.82）

0.59
（0.40、0.87）

0.58
（0.37、0.89）

40 mg BID、d 7-12
（n = 14）

400 mg QD（pm）、d 1-6（n = 

14）、d 7-12（10時間後、

ファモチジンの2時間前）

（n = 14）

1.08
（0.82、1.41）

0.95
（0.74、1.21）

0.79
（0.60、1.04）

40 mg BID、d 11-20
（n = 14）d

300 mgQD/リトナビル
100mgQD、d 1-10（n 
= 46）、d 11-20d（同
時投与）（n = 14）

0.86
（0.79、0.94）

0.82
（0.75、0.89）

0.72
（0.64、0.81）

20 mg BID、d 11-17
（n = 18）

300 mgQD/リトナビル100mgQD/

テノホビル300mgQD、d 1-10

（am）（n = 39）、

d 11-17（am）
（同時に

午前との管理
ファモチジン）（n = 18）e、f

0.91
（0.84、0.99）

0.90
（0.82、0.98）

0.81
（0.69、0.94）

40 mg QD（pm）、

d 18-24（n = 20）

300 mgQD/リトナビル100mgQD/

テノホビル300mgQD、d 1-10

（am）（n = 39）、d 18-24

（am）（pmファモチジンの12時

間後）（n = 20）f

0.89
（0.81、0.97）

0.88
（0.80、0.96）

0.77
（0.63、0.93）

40 mg BID、d 18-24
（n = 18）

300 mgQD/リトナビル100mgQD/

テノホビル300mgQD、d 1-10

（am）（n = 39）、d 18-24

（am）（10時間後

午後のファモチジンと午前

のファモチジンの2時間前）

0.74
（0.66、0.84）

0.79
（0.70、0.88）

0.72
（0.63、0.83）
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（n = 18）f

40 mg BID、d 11-20
（n = 15）

300 mgQD/リトナビル100
mg QD、d 1-10（am）（n 
= 46）、次に400 mgQD/リ

トナビル100mgQD、
d 11-20（am）（n = 15）

1.02
（0.87、1.18）

1.03
（0.86、1.22）

0.86
（0.68、1.08）

フルコナゾール 200 mg QD、d 11-20
（n = 29）

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、d 1-10（n = 

19）、d 11-20（n = 29）

1.03
（0.95、1.11）

1.04
（0.95、1.13）

0.98
（0.85、1.13）

ケトコナゾール 200 mg QD、d 7-13
（n = 14）

400 mg QD、d 1-13（n = 14） 0.99
（0.77、1.28）

1.10
（0.89、1.37）

1.03
（0.53、2.01）

ネビラピンg、h 200 mg BID、d 1〜23
（n = 23）

300 mgQD/リトナビル
100mgQD、d 4‒13、次に400 
mgQD/リトナビル100mg

QD、d 14‒23（n = 23）私

0.72
（0.60、0.86）

1.02
（0.85、1.24）

0.58
（0.48、0.71）

0.81
（0.65、1.02）

0.28
（0.20、0.40）

0.41
（0.27、0.60）

オメプラゾール 40 mg QD、d 7-12
（n = 16）j

400 mg QD、d 1-6（n = 48）、

d 7-12（n = 16）

0.04
（0.04、0.05）

0.06
（0.05、0.07）

0.05
（0.03、0.07）

40 mg QD、d 11-20
（n = 15）j

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、d 1-20（n = 15）

0.28
（0.24、0.32）

0.24
（0.21、0.27）

0.22
（0.19、0.26）

20 mg QD、d 17-23
（午前）（n = 13）

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、d 7-16（pm）

（n = 27）、d 17-23（pm）

（n = 13）k、l

0.61
（0.46、0.81）

0.58
（0.44、0.75）

0.54
（0.41、0.71）

20 mg QD、d 17-23
（午前）（n = 14）

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、d 7-16（am）

（n = 27）、次に400 mgQD/

リトナビル100mgQD、

d 17-23（am）（n = 14）m、n

0.69
（0.58、0.83）

0.70
（0.57、0.86）

0.69
（0.54、0.88）

ピタバスタチン 4 mg QD
5⽇間

300 mg QD
5⽇間

1.13
（0.96、1.32）

1.06
（0.90、1.26）

NA

リファブチン 150 mg QD、d 15-28
（n = 7）

400 mg QD、d 1−28（n = 7） 1.34
（1.14、1.59）

1.15
（0.98、1.34）

1.13
（0.68、1.87）

リファンピン 600 mg QD、d 17-26
（n = 16）

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、d 7-16（n = 

48）、d 17-26（n = 16）

0.47
（0.41、0.53）

0.28
（0.25、0.32）

0.02
（0.02、0.03）

リトナビルo 100 mg QD、d 11-20
（n = 28）

300 mg QD、d 1-20（n = 28） 1.86
（1.69、2.05）

3.38
（3.13、3.63）

11.89
（10.23、

13.82）

テラプレビル 750 mg q8h
10⽇間

（n = 7）

300 mgQD/リトナビル
100 mg QD、20⽇間

（n = 7）

0.85
（0.73、0.98）

1.17
（0.97、1.43）

1.85
（1.40、2.44）

テノホビルp 300 mg QD、d 9-16
（n = 34）

400 mg QD、d 2-16（n = 34） 0.79
（0.73、0.86）

0.75
（0.70、0.81）

0.60
（0.52、0.68）

300 mg QD、d 15-42 300mg/リトナビル100mg 0.72q 0.75q 0.77q
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（n = 10） QD、d 1−42（n = 10） （0.50、1.05） （0.58、0.97） （0.54、1.10）

ボリコナゾール

（での件名
少なくとも1つ

機能的
CYP2C19対⽴遺伝⼦）

200 mg BID、
d 2-3、22-30;

400 mg BID、d 1、21
（n = 20）

300mg/リトナビル
100 mg QD、d 11-30

（n = 20）

0.87
（0.80、0.96）

0.88
（0.82、0.95）

0.80
（0.72、0.90）

50 mg BID、
d 2-3、22-30;

100 mg BID、d 1、21
（n = 8）

300mg/リトナビル
100 mg QD、d 11-30

（n = 8）

0.81
（0.66、1.00）

0.80
（0.65、0.97）

0.69
（0.54、0.87）ボリコナゾール

（なしの被験者
機能的
CYP2C19対⽴遺伝⼦）

a提供されるデータは、特に明記されていない限り、摂⾷条件下にあります。

bすべての薬は絶⾷状態で投与されました。
c400 mg ddIECとアタザナビルを8⽇⽬と19⽇⽬に⾷物と⼀緒に投与しました。
dアタザナビル300mgとリトナビル100mgを1⽇1回ファモチジン40mgと1⽇2回併⽤すると、

アタザナビルの幾何平均C最⼤それは似ていて、AUCとC分1⽇1回単独でアタザナビル400mgと⽐較して1.79
倍および4.46倍⾼い値。

eファモチジン20mgBIDを2時間後と10時間前に投与した場合にも、同様の結果が認められました。
アタザナビル300mgおよびリトナビル100mgとテノホビル300mg。

fアタザナビル/リトナビル/テノホビルは軽⾷の後に投与されました。
g研究はHIV感染者を対象に実施されました。
hネビラピンを含まないアタザナビル400mgの過去のデータ（n = 13）と⽐較して、幾何平均の⽐率（90％

Cの信頼区間）最⼤、AUC、およびC分アタザナビル/リトナビル300/100mgの場合、それぞれ1.42（0.98、2.05）、1.64（1.11、
2.42）、および1.25（0.66、2.36）でした。アタザナビル/リトナビル400/100mgの場合、それぞれ2.02（1.42、2.87）、2.28
（1.54、3.38）、1.80（0.94、3.45）。

私並列グループ設計; アタザナビル/リトナビルとネビラピンの場合はn=23、アタザナビル300mg/リトナビル100mgの場合はn=22
ネビラピンなし。被験者は、研究に参加する前にネビラピンで治療されました。

jオメプラゾール40mgをアタザナビルの2時間前に空腹時に投与した。
kオメプラゾール20mgを朝の軽⾷の30分前に投与し、アタザナビル300mgプラスを投与しました

軽⾷後の⼣⽅にリトナビル100mg、オメプラゾールから12時間間隔。
lアタザナビル300mgとリトナビル100mgを1⽇1回、オメプラゾールから12時間間隔で1⽇20 mgを投与した結果、

アタザナビルの幾何平均AUC（10％）およびCの増加分（2.4倍）、Cの減少最⼤（29％）オメプラゾールの⾮
存在下で1⽇1回アタザナビル400 mgと⽐較して（研究⽇1-6）。

mオメプラゾール20mgを朝の軽⾷の30分前に投与し、アタザナビル400mgをプラス
リトナビル100mgを1⽇1回、軽⾷の後、オメプラゾールの1時間後に。アタザナビル400mgとリトナビル
100mgをオメプラゾール20mgから12時間分離した場合、アタザナビル濃度への影響は同様でした。

nアタザナビル400mgとリトナビル100mgを1⽇1回オメプラゾール20mgを1⽇1回投与すると、
アタザナビルの幾何平均AUC（32％）およびCの増加分（3.3倍）、Cの減少最⼤（26％）オメプラゾールの⾮
存在下で1⽇1回アタザナビル400 mgと⽐較して（研究⽇1-6）。

oアタザナビル400mgQDの過去のデータと⽐較して、アタザナビル/リトナビル300/100mgQDの投与
Cのアタザナビル幾何平均値を増加させた最⼤、AUC、およびC分それぞれ18％、103％、671％増加しました。

pテノホビルとアタザナビルの投与を分離した研究でも同様の結果が観察されたことに注意してください
12時間までに。

qアタザナビル+リトナビル+テノホビル対アタザナビル+リトナビルの⽐率。アタザナビル300mgとリトナビル100
mgは、アタザナビル400 mgよりも⾼いアタザナビル曝露をもたらします（脚注oを参照）。リトナビルおよびテノホ
ビルと同時投与した場合のアタザナビルの薬物動態パラメーターの幾何平均値は次のとおりです。C最⼤= 3190
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ng / mL、AUC=34459ng•h/mL、およびC分= 491 ng/mL。研究はHIV感染者を対象に実施されました。NA=利⽤
できません。

表12：薬物相互作⽤：同時投与された薬物の薬物動態パラメータ
アタザナビルの存在a

同時投与された薬物薬物動態の⽐率
（90％信頼区間）

アタザナビルの有無にかかわらずパラメータ;

影響なし=1.00
同時投与

ドラッグ
投与量/スケジュール

同時投与
ドラッグ

アタザナビル

投与量/スケジュール C最⼤ AUC C分

アセトアミノフェン 1 gm BID、d 1−20
（n = 10）

300mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 11-20

（n = 10）

0.87
（0.77、0.99）

0.97
（0.91、1.03）

1.26
（1.08、1.46）

アテノロール 50 mg QD、d 7-11（n 
= 19）およびd 19-23

400 mg QD、
d 1−11（n = 19）

1.34
（1.26、1.42）

1.25
（1.16、1.34）

1.02
（0.88、1.19）

ボセプレビル 800 mg TID、
d 1-6、25-31

300 mg QD /
リトナビル100mg

QD、d 10-31

0.93
（0.80、1.08）

0.95
（0.87、1.05）

0.82
（0.68、0.98）

クラリスロマイシン 500 mg BID、d 7-10（n 
= 21）およびd 18-21

400 mg QD、
d 1-10（n = 21）

1.50
（1.32、1.71）

ああ-
クラリスロマイシン：

0.28
（0.24、0.33）

1.94
（1.75、2.16）

ああ-
クラリスロマイシン：

0.30
（0.26、0.34）

2.60
（2.35、2.88）

ああ-
クラリスロマイシン

：
0.38

（0.34、0.42）

ジダノシン（ddI）

（緩衝錠）
プラススタブジン

（d4T）b

ddI：200 mg x 1⽤量、
d4T：40 mgx1⽤量

（n = 31）

400mg×1回分
同時に

ddIおよびd4T

（n = 31）

ddI：0.92
（0.84、1.02）

d4T：1.08
（0.96、1.22）

ddI：0.98
（0.92、1.05）

d4T：1.00
（0.97、1.03）

NA

d4T：1.04
（0.94、1.16）

ddI（腸溶性-
コーティング[EC]

カプセル）c

400 mg d 1（絶⾷）、
d 8（供給）（n = 34）

400 mg QD、
d 2−8（n = 34）

0.64
（0.55、0.74）

0.66
（0.60、0.74）

1.13
（0.91、1.41）

400 mg d 1（絶⾷）、
d 19（供給）（n = 31）

300mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 9-19

（n = 31）

0.62
（0.52、0.74）

0.66
（0.59、0.73）

1.25
（0.92、1.69）

ジルチアゼム 180 mg QD、d 7-11（n 
= 28）およびd 19-23

400 mg QD、
d 1−11（n = 28）

1.98
（1.78、2.19）

デスアセチル-

ジルチアゼム：

2.25
（2.09、2.16）

デスアセチル-

ジルチアゼム：

2.42
（2.14、2.73）

デスアセチル-

ジルチアゼム：
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2.72
（2.44、3.03）

2.65
（2.45、2.87）

2.21
（2.02、2.42）

エチニルエストラジオール＆

ノルエチンドロンd

ノルエチンドロン（0.5

mg+エチニル
エストラジオール0.035mg）

QD、d 1−29（n = 19）

400 mg QD、
d 16−29（n = 19）

エチニル
エストラジオール：

1.15
（0.99、1.32）

ノルエチンドロン：

1.67
（1.42、1.96）

エチニル
エストラジオール：

1.48
（1.31、1.68）

ノルエチンドロン：

2.10
（1.68、2.62）

エチニル
エストラジオール：

1.91
（1.57、2.33）

ノルエチンドロン：

3.62
（2.57、5.09）

エチニルエストラジオール＆

ノルゲスチマートe

ノルゲスチマート（0.180

mg）+エチニル

エストラジオール（0.035 mg）

QD、d 1‒28（n = 18）、

その後、ノルゲスチマート

（0.180 mg）+エチニルエス

トラジオール（0.025 mg）

QD、d 29‒42f（n = 14）

300mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 29‒42

（n = 14）

エチニル
エストラジオール：

0.84
（0.74、0.95）

17-デアセチル

ノルゲスチマート：g

1.68
（1.51、1.88）

エチニル
エストラジオール：

0.81
（0.75、0.87）

17-デアセチル

ノルゲスチマート：g

1.85
（1.67、2.05）

エチニル
エストラジオール：

0.63
（0.55、0.71）

17-デアセチル

ノルゲスチマート：g

2.02
（1.77、2.31）

フルコナゾール 200 mg QD、d 1-10（n 
= 11）および200 mg 

QD、d 11-20（n = 29）

300mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 11-20

（n = 29）

1.05
（0.99、1.10）

1.08
（1.02、1.15）

1.07
（1.00、1.15）

メタドン 安定したメンテナンス
⽤量、d 1-15（n = 16）

400 mg QD、
d 2-15（n = 16）

（R）-
メタドンh

0.91
（0.84、1.0）

合計：0.85
（0.78、0.93）

（R）-
メタドンh

1.03
（0.95、1.10）

合計：0.94
（0.87、1.02）

（R）-
メタドンh

1.11
（1.02、1.20）

合計：1.02
（0.93、1.12）

ネビラピンi、j 200 mg BID、d 1〜23
（n = 23）

300mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 4‒13、

その後400mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 14‒23

（n = 23）

1.17
（1.09、1.25）

1.21
（1.11、1.32）

1.25
（1.17、1.34）

1.26
（1.17、1.36）

1.32
（1.22、1.43）

1.35
（1.25、1.47）

オメプラゾールk 40 mg単回投与、7⽇⽬

および20⽇⽬（n = 16）

400 mg QD、
d 1-12（n = 16）

1.24
（1.04、1.47）

1.45
（1.20、1.76）

NA

リファブチン 300 mg QD、d 1-10
次に150mgQD、

d 11-20（n = 3）

600 mg QD、l

d 11-20（n = 3）

1.18
（0.94、1.48）

25-O-
デスアセチル-

リファブチン：8.20

（5.90、11.40）

2.10
（1.57、2.79）

25-O-
デスアセチル-

リファブチン：22.01

（15.97、30.34）

3.43
（1.98、5.96）

25-O-
デスアセチル-

リファブチン：75.6

（30.1、190.0）

150mgを2回
毎週、d 1-15（n = 7）

300mg
QD/リトナビル100

2.49m

（2.03、3.06）

1.48m

（1.19、1.84）

1.40m

（1.05、1.87）
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mg QD、d 1-17
（n = 7）

25-O-
デスアセチル-

リファブチン：7.77

（6.13、9.83）

25-O-
デスアセチル-

リファブチン：10.90

（8.14、14.61）

25-O-
デスアセチル-

リファブチン：

11.45
（8.15、16.10）

ピタバスタチン 4 mg QD
5⽇間

300 mg QD
5⽇間

1.60
（1.39、1.85）

1.31
（1.23、1.39）

NA

ロシグリタゾンn 4mg単回投与、d
1、7、17（n = 14）

400 mg QD、d 2‒
7、次に300 mg

QD/リトナビル100
mg QD、d 8‒17

（n = 14）

1.08
（1.03、1.13）

0.97
（0.91、1.04）

1.35
（1.26、1.44）

0.83
（0.77、0.89）

NA

NA

ロスバスタチン 10mg
単回投与

300 mg QD /
リトナビル100mg

7⽇間のQD

↑7倍o ↑3倍o NA

サキナビルp（柔らかい

ゼラチンカプセル）

1200 mg QD、d 1〜13
（n = 7）

400 mg QD、
d 7-13（n = 7）

4.39
（3.24、5.95）

5.49
（4.04、7.47）

6.86
（5.29、8.91）

テラプレビル 750 mg q8h
10⽇間

（n = 14）

300 mg QD /
リトナビル100mg
20⽇間のQD

（n = 14）

0.79
（0.74、0.84）

0.80
（0.76、0.85）

0.85
（0.75、0.98）

テノホビルq 300 mg QD、d 9-16（n 
= 33）およびd 24-30

（n = 33）

400 mg QD、
d 2-16（n = 33）

1.14
（1.08、1.20）

1.24
（1.21、1.28）

1.22
（1.15、1.30）

300 mg QD、d 1-7

（pm）（n = 14）d 25-34

（午後）（n = 12）

300mg
QD/リトナビル100
mg QD、d 25-34

（午前）（n = 12）r

1.34
（1.20、1.51）

1.37
（1.30、1.45）

1.29
（1.21、1.36）

ボリコナゾール

（での件名
少なくとも1つ

機能的
CYP2C19対⽴遺伝⼦

200 mg BID、
d 2-3、22-30;
400 mg BID、

d 1、21（n = 20）

300mg/リトナビル
100 mg QD、

d 11-30（n = 20）

0.90
（0.78、1.04）

0.67
（0.58、0.78）

0.61
（0.51、0.72）

ボリコナゾール

（なしの被験者
機能的
CYP2C19対⽴遺伝⼦）

50 mg BID、
d 2-3、22-30;
100 mg BID、
d 1、21（n = 8）

300mg/リトナビル
100 mg QD、

d 11-30（n = 8）

4.38
（3.55、5.39）

5.61
（4.51、6.99）

7.65
（5.71、10.2）

ラミブジン+
ジドブジン

150mgのラミブジン+
300mgのジドブジン
BID、d 1-12（n = 19）

400 mg QD、
d 7-12（n = 19）

ラミブジン：
1.04

（0.92、1.16）

ジドブジン：1.05
（0.88、1.24）

ジドブジン

ラミブジン：
1.03

（0.98、1.08）

ジドブジン：1.05
（0.96、1.14）

ジドブジン

ラミブジン：
1.12

（1.04、1.21）

ジドブジン：
0.69

（0.57、0.84）
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グルクロニド：

0.95
（0.88、1.02）

グルクロニド：

1.00
（0.97、1.03）

ジドブジン
グルクロニド：

0.82
（0.62、1.08）

a提供されるデータは、特に明記されていない限り、摂⾷条件下にあります。

bすべての薬は絶⾷状態で投与されました。
c400 mg ddIECとアタザナビルを8⽇⽬と19⽇⽬に⾷物と⼀緒に投与しました。
dエチニルエストラジオール35mcgと⽐較したアタザナビルによるエチニルエストラジオール25mcgのさらなる⽤量正規化

アタザナビルなしの場合、Cの幾何平均の⽐率（90％信頼区間）最⼤、AUC、およびC分それぞれ0.82（0.73、
0.92）、1.06（0.95、1.17）、1.35（1.11、1.63）でした。

eエチニルエストラジオールと⽐較したアタザナビル/リトナビルによるエチニルエストラジオール35mcgのさらなる⽤量正規化
アタザナビル/リトナビルなしで25mcg、Cの幾何平均の⽐率（90％信頼区間）最⼤、AUC、およびC分それぞれ
1.17（1.03、1.34）、1.13（1.05、1.22）、0.88（0.77、1.00）でした。

fすべての被験者は28⽇間の導⼊期間でした。
g17-デアセチルノルゲスチマートはノルゲスチマートの有効成分です。
h（R）-メタドンはメタドンの活性異性体です。
私研究はHIV感染者を対象に実施されました。
j被験者は、研究に参加する前にネビラピンで治療されました。
kオメプラゾールはCYP2C19の代謝プローブとして使⽤されました。オメプラゾールはアタザナビルの2時間後に投与されました

7⽇⽬; 20⽇⽬の軽⾷の2時間後に⼀⼈で与えられました。
lアタザナビルの推奨される治療⽤量ではありません。
mリファブチン150mgQD単独と⽐較した場合d1-10（n = 14）。リファブチン+25-O-デスアセチル-リファブチンの合計：

AUC 2.19（1.78、2.69）。
nCYP2C8のプローブ基質として使⽤されるロシグリタゾン。
o平均⽐（同時投与された薬剤の有無にかかわらず）。↑ロスバスタチン曝露の増加を⽰します。
pアタザナビルとサキナビル1200mgQDの組み合わせは、

1200mgTIDでのサキナビルの標準的な治療的投薬によって⽣成された値。ただし、C最⼤1200 mg TIDでの
サキナビル（ソフトゼラチンカプセル）単独の標準投与の場合よりも約79％⾼くなります。

qテノホビルとアタザナビルの投与を分離した研究でも同様の結果が観察されたことに注意してください
12時間までに。

rテノホビルとアタザナビルの投与は⼀時的に12時間離れていました。NA=利
⽤できません。

12.4微⽣物学

作⽤機序
アタザナビル：アタザナビル（ATV）は、アザペプチドHIV-1プロテアーゼ阻害剤（PI）です。この化合物
は、HIV-1感染細胞におけるウイルスGagおよびGag-Polポリタンパク質のウイルス特異的プロセシングを選択
的に阻害し、成熟ビリオンの形成を防ぎます。

リトナビル：リトナビルは、HIV-1プロテアーゼのペプチド模倣阻害剤です。HIVプロテアーゼを阻
害すると、酵素はgag-pol⾮感染性の未成熟HIV粒⼦の産⽣につながるポリタンパク質前駆体。

細胞培養における抗ウイルス活性
アタザナビル：アタザナビルは、平均50％の有効濃度（EC）で抗HIV-1活性を⽰します50）末梢⾎単
核細胞、マクロファージ、CEM-SS細胞、およびMT-2細胞で増殖したさまざまな実験室および臨床
HIV-1分離株に対する2〜5nMのヒト⾎清の⾮存在下。ATVは
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細胞培養におけるHIV-1グループMサブタイプウイルスA、B、C、D、AE、AG、F、G、およびJ分離株に対する活
性。ATVは、HIV-2分離株（1.9〜32 nM）に対してさまざまな活性を⽰し、ECを伴う50ECを超える値50障害分離の
値。ATVを⽤いた2剤併⽤抗ウイルス活性試験では、NNRTI（デラビルジン、エファビレンツ、ネビラピン）、PI
（アンプレナビル、インジナビル、ロピナビル、ネルフィナビル、リトナビル、サキナビル）、NRTI（アバカビ
ル、ジダノシン、エムトリシタビン）を⽤いた細胞培養で拮抗作⽤は⾒られませんでした。ラミブジン、スタブジ
ン、テノフォビル、ザルシタビン、およびジドブジン）、HIV-1融合阻害剤エンフビルチド、およびウイルス性肝炎
の治療に使⽤される2つの化合物、アデフォビルおよびリトナビル。

リトナビル：リトナビルの活性は、急性感染したリンパ芽球様細胞株と末梢⾎リンパ球で評価され
ました。ウイルス複製の50％（EC50）値を阻害する薬物の濃度は、HIV-1分離株と使⽤する細胞に
応じて、3.8〜153nMの範囲でした。低継代臨床分離株の平均EC50値は22nM（n = 13）でした。
MT4細胞では、リトナビルは、ジダノシン（ddI）またはジドブジン（ZDV）のいずれかと組み合わ
せてHIV-1に対して相加効果を⽰しました。いくつかの細胞株でリトナビルの細胞毒性を測定した研
究では、細胞増殖を50％阻害するために、20 µM以上が必要であり、細胞培養治療指数が少なくと
も1000になることが⽰されました。

抵抗

細胞培養：
アタザナビル：ATVに対する感受性が低下したHIV-1分離株が細胞培養で選択され、ATVまたはアタ
ザナビル/リトナビル（ATV / RTV）で治療された患者から得られました。3つの異なるウイルス株か
らのATVに対する感受性が93〜183倍低下したHIV-1分離株を、細胞培養で5か⽉までに選択しまし
た。ATV耐性に寄与するこれらのHIV-1ウイルスの置換には、I50L、N88S、I84V、A71V、および
M46Iが含まれます。薬物選択後のプロテアーゼ切断部位でも変化が観察された。他の主要なPI置換
なしでI50L置換を含む組換えウイルスは、増殖障害があり、他のPI（アンプレナビル、インジナビ
ル、ロピナビル、ネルフィナビル、リトナビル、およびサキナビル）に対する細胞培養の感受性の
増加を⽰しました。I50LおよびI50Vの置換により、ATVおよびアンプレナビルに対する選択的な耐
性が得られました。

リトナビル：リトナビルの活性は、急性感染したリンパ芽球様細胞株と末梢⾎リンパ球で評価され
ました。ウイルス複製の50％（EC50）値を阻害する薬物の濃度は、HIV-1分離株と使⽤する細胞に
応じて、3.8〜153nMの範囲でした。低継代臨床分離株の平均EC50値は22nM（n = 13）でした。
MT4細胞では、リトナビルは、ジダノシン（ddI）またはジドブジン（ZDV）のいずれかと組み合わ
せてHIV-1に対して相加効果を⽰しました。いくつかの細胞株でリトナビルの細胞毒性を測定した研
究では、細胞増殖を50％阻害するために、20 µM以上が必要であり、細胞培養治療指数が少なくと
も1000になることが⽰されました。

治療歴のない患者の臨床研究：リトナビルでブーストされたアタザナビルとブーストされていない
アタザナビルの⽐較：AI424-089試験では、HIV感染治療歴のない患者を対象に、アタザナビル
300mgを1⽇1回リトナビル100mgと、アタザナビル400mgを1⽇1回ラミブジンおよび徐放性スタブ
ジンと⽐較しました。。各群でATV耐性を有するウイルス学的失敗およびウイルス学的失敗分離株の
数の要約を表13に⽰す。

表13：ウイルス学的失敗の要約a研究AI424-089の96週⽬：の⽐較
リトナビルブーストされたアタザナビルとブーストされていないアタザナビル：無作為化された患者

アタザナビル300mg+
リトナビル100mg

アタザナビル400mg
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（n = 95） （n = 105）

96週でのウイルス学的失敗（≥50コピー/ mL） 15（16％） 34（32％）

遺伝⼦型および表現型データによるウイルス学的失敗 5 17
ウイルス学的失敗は96週⽬にATV耐性で分離します 0/5（0％）b 4/17（24％）b

ウイルス学的障害は96週⽬にI50Lの出現で分離c 0/5（0％）b 2/17（12％）b

ウイルス学的失敗は96週⽬にラミブジン耐性で分離
2/5（40％）b 11/17（65％）b

aウイルス学的失敗には、96週まで抑制されなかった患者、および96週の研究で、ウイルス量応答が不⼗分なた
めにウイルス学的リバウンドまたは中⽌された患者が含まれます。
b遺伝⼦型および表現型のデータを使⽤して分離されたウイルス学的失敗の割合。
cI50I / Lの混合物は、他の2⼈のATV400mg治療患者に現れました。どちらの分離株も表現型的にATVに耐性がありませんでした。

リトナビル100mgでアタザナビル300mgを投与された治療歴のない患者の臨床試験：第III相試験
AI424-138では、ウイルス学的障害（400コピー/mL以上のHIV-1RNA）を経験した患者、または
ATV/RTVの抑制を達成する前に中⽌した患者のサンプルに対して治療後の遺伝⼦型および表現型分
析を実施しました。 （n = 39; 9％）およびLPV / RTV（n = 39; 9％）から96週間の治療。ATV / RTV
アームでは、ウイルス学的失敗分離株の1つで、治療時にATV感受性が56分の1に減少し、PI耐性関
連置換L10F、V32I、K43T、M46I、A71I、G73S、I85I / V、およびL90M。NRTI耐性関連置換M184V
も、エムトリシタビン耐性を付与するこの分離株での治療で出現しました。2つのATV/RTVウイル
ス学的障害分離株は、ベースライン表現型ATV耐性と、ベースラインでIAS定義の主要なPI耐性関連
置換を持っていました。I50L置換は、これらの障害分離株の1つでの研究で明らかになり、ベースラ
インからのATV感受性の17分の1の減少と関連し、ベースラインATV耐性とPI置換（M46M/Iおよび
I84I/V）を持つ他の障害分  離株には追加のIASがありました定義された主要なPI置換（V32I、
M46I、およびI84V）は、ベースラインからのATV感受性の3分の1の減少に関連するATV治療で出現
します。ATV / RTV群の治療失敗分離株のうち5つは、表現型のエムトリシタビン耐性を発症し、治
療時にM184I（n = 1）またはM184V（n = 4）の置換が出現し、表現型のテノホビルジソプロキシル
耐性を発症したものはありませんでした。LPV / RTV群では、ウイルス学的失敗患者分離株の1つ
で、PI置換L10V、V11I、ベースラインPI置換L10L/I、V32I、I54I / V、A71I、G73G / S、V82V / A、
L89V、およびL90Mに加えて、I54V、G73S、およびV82A。6つのLPV/RTVウイルス学的失敗分離株
は、M184V置換および表現型エムトリシタビン耐性を発症し、2つは表現型テノホビルジソプロキ
シル耐性を発症しました。

治療経験のある患者の臨床研究：ATVまたはATV/RTVで治療された治療経験のある患者の研究で
は、ウイルス学的失敗を経験した患者からのほとんどのATV耐性分離株は、複数のPIに対する耐性
に関連し、複数のPIに対する感受性の低下を⽰した置換を発症しました。ATV300mgを1⽇1回およ
びRTV100mgを1⽇1回（テノホビルおよびNRTIと⼀緒に）治療に失敗した患者のウイルス分離株で
発⽣する最も⼀般的なプロテアーゼ置換には、V32I、L33F / V / I、E35D / G、M46Iが含まれます/ 
L、I50L、F53L / V、I54V、A71V / T / I、G73S / T / C、V82A / T / L、I85V、およびL89V / Q / M/T。
E34K / A / Q、G48V、I84V、N88S / D / T、およびL90Mを含むATV / RTV治療で開発された他の置換
は、患者分離株の10％未満で発⽣しました。⼀般に、ベースライン時に患者のHIV-1ウイルスに複
数のPI耐性置換が存在する場合、ATV耐性は、他のPIへの耐性に関連する置換によって発⽣し、
I50L置換の発⽣を含む可能性があります。I50L置換は、⻑期治療後にウイルス学的失敗を経験した
治療経験のある患者で検出されています。プロテアーゼ切断部位の変化もATV治療で現れました
が、それらの存在はレベルと相関していませんでした
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ATV抵抗の。

リトナビル：リトナビルに対する感受性が低下したHIV-1分離株が細胞培養で選択されています。
これらの分離株の遺伝⼦型分析は、アミノ酸置換I84V、V82F、A71V、およびM46Iにつながる
HIV-1プロテアーゼ遺伝⼦の変異を⽰しました。リトナビルで治療された選択された患者からの
HIV-1分離株の表現型（n = 18）および遺伝⼦型（n = 48）の変化は、3〜32週間にわたって第I/II相
試験でモニターされました。43⼈の患者から得られた分離株のHIV-1ウイルスプロテアーゼに関連
する置換は、V82A / F / T / S、I54V、A71V / T、およびI36Lの位置で段階的かつ順序付けられた⽅
法で発⽣し、その後、追加の5つの特定のアミノ酸位置（M46I / L、K20R、I84V、L33Fおよび
L90M）。⾎漿から分離された遊離ウイルスに対して表現型と遺伝⼦型の両⽅の分析が⾏われた18
⼈の患者のうち、12は、細胞培養においてリトナビルに対する感受性の低下を⽰しました。18⼈
の患者全員がウイルスプロテアーゼ遺伝⼦に1つ以上の置換を持っていた。V82A / F置換は必要で
あるように⾒えましたが、表現型耐性を与えるには⼗分ではありませんでした。表現型耐性は、
ベースラインからの細胞培養におけるウイルス感受性の5倍以上の減少として定義されました。

交差耐性
アタザナビル：PI間の交差耐性が観察されています。PI経験のある患者のATV臨床試験からの臨床
分離株のベースライン表現型および遺伝⼦型分析は、複数のPIに対して交差耐性のある分離株が
ATVに対して交差耐性であることを⽰しました。I84VまたはG48Vを含む置換を含む分離株の90％以
上が、ATVに耐性がありました。L90M、G73S / T / C、A71V / T、I54V、M46I / L、またはV82での
変更を含む分離株の60％以上が、ATVに耐性があり、他の変更に加えてD30N置換を含む分離株の
38％がATVに耐性があります。ATVに耐性のある分離株は、他のPIに対しても交差耐性があり、分
離株の90％以上がインジナビル、ロピナビル、ネルフィナビル、リトナビル、サキナビルに耐性が
あり、80％がアンプレナビルに耐性がありました。治療経験のある患者では、

リトナビル：プロテアーゼ阻害剤の中で、可変交差耐性が認識されている。リトナビル療法中に6⼈
の患者から得られた連続HIV-1分離株は、細胞培養におけるリトナビル感受性の低下を⽰しました
が、⼀致するベースライン分離株と⽐較した場合、細胞培養におけるサキナビルに対する感受性の
⼀致した低下を⽰しませんでした。ただし、これらの患者の2⼈からの分離株は、細胞培養における
インジナビルに対する感受性の低下を⽰しました（8倍）。5⼈の患者からの分離株もアンプレナビ
ルとネルフィナビルへの交差耐性についてテストされました。3⼈の患者からの分離株は、ネルフィ
ナビルに対する感受性が低下し（6〜14倍）、アンプレナビルに対する感受性はありませんでした。
リトナビルと逆転写酵素阻害剤の間の交差耐性は、関与する酵素標的が異なるため、ありそうにあ
りません。

ベースラインの遺伝⼦型/表現型およびウイルス学的転帰分析アタ
ザナビル
ベースラインウイルスの遺伝⼦型および/または表現型分析は、ATV/RTV療法の開始前にATV感受性
を決定するのに役⽴つ可能性があります。48週でのウイルス学的反応とベースラインHIV-1分離株
で検出された⼀次PI耐性関連置換の数と種類との関連性ATV/RTVを1⽇1回またはロピナビル
（LPV）/RTVを1⽇2回投与された抗レトロウイルス経験のある患者AI424-045を表14に⽰します。

全体として、ベースラインPI置換の数と種類の両⽅が、治療経験のある患者の反応率に影響を及ぼ
しました。ATV / RTVグループでは、36、71、77、82、または90の位置での置換を含む3つ以上の
ベースラインPI置換が存在する場合、1つを含む1〜2のPI置換を持つ患者と⽐較して、患者の奏効率
は低かった。これらの置換の。
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表14：ベースラインPI置換の数と種類別のHIV RNA応答、抗レトロウイルス薬-
AI424-045試験の経験豊富な患者、治療時の分析

ウイルス学的反応=HIVRNA <400
コピー/mLb

ATV / RTV
（n = 110）

LPV / RTV
（n = 113）ベースラインPI置換の数とタイプa

以下を含む3つ以上のプライマリPI置換：c

D30N 75％（6/8） 50％（3/6）

M36I / V 19％（3/16） 33％（6/18）

M46I / L / T 24％（4/17） 23％（5/22）

I54V / L / T / M / A 31％（5/16） 31％（5/16）

A71V / T / I / G 34％（10/29） 39％（12/31）

G73S / A / C / T 14％（1/7） 38％（3/8）

V77I 47％（7/15） 44％（7/16）

V82A / F / T / S / I 29％（6/21） 27％（7/26）

I84V / A 11％（1/9） 33％（2/6）

N88D 63％（5/8） 67％（4/6）

L90M 10％（2/21） 44％（11/25）

ベースラインの⼀次PI置換の数a

治療されたままのすべての患者 58％（64/110） 59％（67/113）

0〜2のPI置換 75％（50/67） 75％（50/67）

3〜4個のPI置換 41％（14/34） 43％（12/28）

5つ以上のPI置換 0％（0/9） 28％（5/18）

a⼀次置換には、D30、V32、M36、M46、I47、G48、I50、I54、A71、G73、V77、V82、I84、N88、およびL90での変更が含ま
れます。
bサブグループが⼩さかったため、結果は注意して解釈する必要があります。
cPI置換V32I、I47V、G48V、I50V、およびF53Lのデータが不⼗分でした（nが3未満）。

AI424-045試験における抗レトロウイルス経験のある患者の奏効率は、ベースライン表現型によって分析
されました（参照と⽐較した細胞培養における感受性の変化、表15）。分析は、PIベースのレジメンを
受けている35％と⽐較して、研究開始前にNNRTIベースのレジメンを受けている患者の62％の選択され
た患者集団に基づいています。アタザナビルの臨床的に関連するブレークポイントを決定するには、追加
のデータが必要です。

表15：AI424研究における転帰、抗レトロウイルス経験のある患者によるベースライン表現型-
045、処理済み分析

ウイルス学的反応=HIVRNA<400コピー/mLb

ベースライン表現型a ATV / RTV
（n = 111）

LPV / RTV
（n = 111）

0‒2 71％（55/78） 70％（56/80）
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> 2‒5 53％（8/15） 44％（4/9）

> 5‒10 13％（1/8） 33％（3/9）

> 10 10％（1/10） 23％（3/13）

a野⽣型リファレンスと⽐較した細胞培養におけるフォールドチェンジ感受性。
bサブグループが⼩さかったため、結果は注意して解釈する必要があります。

13 ⾮臨床毒性学

13.1発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害

発がん
アタザナビル：マウスとラットの⻑期発がん性試験は、アタザナビルを⽤いて2回実施されました。
年。マウスの研究では、肝細胞腺腫の薬物関連の増加が360 mg /kg/⽇で雌に⾒られました。NOAEL
（観察可能な有害作⽤レベルなし）での全⾝薬物曝露（AUC）は、⼥性（120 mg / kg /⽇）で2.8
倍、男性（80 mg / kg /⽇）で2.9倍⾼かった。臨床⽤量で（300mg /⽇アタザナビルを100mg/⽇リ
トナビルで追加免疫、⾮妊娠患者）。ラットの研究では、1200 mg / kg /⽇までの⽤量で腫瘍発⽣率
の薬物関連の増加は観察されず、AUCは臨床⽤量でヒトで測定されたものの1.1（男性）または3.9
（⼥性）倍でした。

リトナビル：マウスとラットの発がん性試験は、リトナビルで実施されました。雄マウスでは、1⽇
1 kgあたり50、100、または200 mgのレベルで、肝臓における腺腫および腺腫と癌腫の組み合わせ
の両⽅の発⽣率が⽤量依存的に増加した。AUCの測定に基づくと、⾼⽤量での曝露は、推奨される
治療⽤量（600 mgを1⽇2回）でのヒトでの曝露の約0.3倍でした。試験した投与量では、⼥性に発
がん性の影響は⾒られませんでした。⾼線量での被ばくは、⼥性の場合、ヒトの被ばくの約0.6倍で
した。1⽇1kgあたり7、15、または30 mgのレベルで投与されたラットでは、発がん性の影響はあり
ませんでした。この研究では、⾼⽤量での被ばくは、推奨される治療⽤量でのヒトの被ばくの約6％
でした。

突然変異誘発

アタザナビル：アタザナビルは、試験管内で代謝活性化の⾮存在下および存在下での初代ヒトリン
パ球を使⽤した染⾊体異常誘発性試験。アタザナビルは、試験管内でエイムス逆突然変異アッセ
イ、インビボラットにおける⼩核およびDNA修復試験、およびインビボラット⼗⼆指腸のDNA損傷
試験（コメットアッセイ）。

リトナビル：ただし、リトナビルは、のバッテリーで変異原性または染⾊体異常誘発性の活性が陰性であるこ
とが判明しました試験管内でとインビボを使⽤したエイムス細菌逆突然変異アッセイを含むアッセイS. 
typhimurium と⼤腸菌、マウスリンパ腫アッセイ、マウス⼩核試験、およびヒトリンパ球における染⾊体異常
アッセイ。

出⽣⼒の障害
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アタザナビル：全⾝薬物曝露レベル（AUC）で、ヒトの臨床⽤量の0.9（雄ラット）または2.3（雌
ラット）倍（300 mg/⽇アタザナビルを100mg/⽇リトナビルで追加）、交配、出⽣⼒に有意な影
響、または初期の胚発⽣は観察されなかった。

リトナビル：リトナビルは、提案された治療⽤量で達成されたものの約40％（雄）および60％（雌）
の薬物曝露でラットの出⽣⼒に影響を与えませんでした。肝毒性のため、より⾼い投与量は実⾏可能で
はありませんでした。

14 臨床試験

14.1事前の抗レトロウイルス療法を受けていない成⼈患者
AI424-138試験：HIV-1に感染した治療歴のない被験者を対象に、アタザナビル/リトナビルとロピナビル/リト
ナビルをそれぞれ固定⽤量のテノホビル-エムトリシタビンと組み合わせた場合の抗ウイルス効果と安全性を
⽐較した96週間の試験。この試験は、アタザナビル（300 mgを1⽇1回）とリトナビル（100 mgを1⽇1回）と
ロピナビルをリトナビル（400/100 mgを1⽇2回）と組み合わせた96週間の⾮盲検無作為化多施設共同試験で
す。エムトリシタビンを含む固定⽤量テノフォビル（300/200 mgを1⽇1回）、878⼈の抗レトロウイルス治
療を受けていない患者。患者の平均年齢は36歳（範囲：19〜72歳）で、49％が⽩⼈、18％が黒⼈、9％がアジ
ア⼈、23％がヒスパニック/メスティーソ/混⾎、68％が男性でした。ベースライン⾎漿CD4+細胞数の中央値
は204細胞/mmでした3（範囲：2〜810セル/ mm3）および平均ベースライン⾎漿HIV-1RNAレベルは4.94logで
した10コピー/mL（範囲：2.60〜5.88ログ10

コピー/mL）。96週までの治療反応と転帰を表16に⽰します。

表16：第96週までの治療結果（AI424-138試験）
アタザナビル

300mg+リトナビル100mg
（1⽇1回）

テノホビル/エムトリシタビン

（1⽇1回）a

（n = 441）

ロピナビル
400mg+リトナビル100mg

（1⽇2回）
テノホビル/エムトリシタビン

（1⽇1回）a

（n = 437）

結果 96週間 96週間
対応者b、c、d 75％ 68％
ウイルス学的失敗e 17％ 19％
リバウンド 8％ 10％
96週まで抑制されることはあ

りません
9％ 9％

死 1％ 1％
有害事象により中⽌ 3％ 5％

その他の理由で廃⽌f 4％ 7％
a固定⽤量の組み合わせとして：テノホビル300 mg、エムトリシタビン200mgを1⽇1回。
b患者は96週⽬に50コピー/mL未満のHIVRNAを達成しました。RocheAmplicor®、v1.5超⾼感度

アッセイ。

cランダム化されたコホートを使⽤した48週⽬の事前に指定されたITT分析：ATV / RTV 78％およびLPV / RTV 76％
[差の推定値：1.7％（95％信頼区間：-3.8％、7.1％）]。
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dランダム化されたコホートを使⽤した96週⽬の事前に指定されたITT分析：ATV / RTV 74％およびLPV / RTV 68％
[差の推定：6.1％（95％信頼区間：0.3％、12.0％）]。

eウイルスのリバウンドと、週を通して確認されたHIVRNAが50コピー/mL未満に達しないことが含まれます
96。

fフォローアップの喪失、患者の離脱、不遵守、プロトコル違反、およびその他の理由が含まれます。

96週間の治療を通じて、ウイルス負荷が⾼い（つまり、ベースラインHIVRNAが100,000コピー/mL
以上）患者のレスポンダーの割合は、アタザナビル/リトナビル（患者223⼈中165⼈、74％）とロ
ピナビルで同等でした。 /リトナビル（222⼈の患者のうち148⼈、67％）の腕。96週で、CD4+細
胞数のベースラインからの増加の中央値は261細胞/mmでした3アタザナビル/リトナビルアームお
よび273細胞/mmの場合3ロピナビル/リトナビルアーム⽤。

14.2以前に抗レトロウイルス療法を受けた成⼈患者
AI424-045試験：アタザナビル1⽇1回+リトナビル1⽇1回と⽐較アタザナビル1⽇1回+サキナビル（ソフ
トゼラチンカプセル）1⽇1回、ロピナビル+リトナビル1⽇2回、それぞれテノフォビル+1NRTIとの併
⽤。研究AI424-045は、アタザナビル（300 mgを1⽇1回）とリトナビル（100 mgを1⽇1回）とアタザナ
ビル（400 mgを1⽇1回）とサキナビルソフトゼラチンカプセル（1200 mgを1⽇1回）とを⽐較する、進
⾏中の無作為化多施設共同試験です。 PI、NRTI、およびNNRTIを含むHAARTレジメンでウイルス学的失
敗を経験した347⼈（ランダム化された358⼈中）の患者において、ロピナビル+リトナビル（400/100 
mgを1⽇2回）、それぞれテノフォビルおよび1つのNRTIと組み合わせた。抗レトロウイルス薬への以前
の曝露の平均時間は、PIで139週間、NRTIで283週間、NNRTIで85週間でした。平均年齢は41歳でした
（範囲：24から74）。60％が⽩⼈で、78％が男性でした。平均ベースラインCD4+細胞数は338細胞/
mmでした3（範囲：14〜1543セル/ mm3）および平均ベースライン⾎漿HIV-1RNAレベルは4.4logでした
10コピー/mL（範囲：2.6〜5.88ログ10コピー/mL）。

アタザナビル/リトナビルおよびロピナビル/リトナビル治療群の48週までの治療結果を表17に⽰し
ます。アタザナビル/リトナビルおよびロピナビル/リトナビルは、HIVRNAレベルのベースラインか
らの変化の時間平均差の主要な有効性結果測定値で類似していた。この研究は、アタザナビル/リト
ナビルとロピナビル/リトナビルが、HIVRNAの検出下限を下回る⽐率の⼆次有効性結果指標で同等
であるという決定的な結論に達するほど⼤きくはありませんでした。

表17：AI424-045試験の48週⽬までの治療成績（以前の患者
抗レトロウイルス薬の経験）

アタザナビル300mg+リ
トナビル100mg1回

毎⽇+テノフォビル+
1 NRTI

ロピナビル/リトナビル

（400/100 mg）2回
毎⽇+テノフォビル+

1 NRTI

違いa

（アタザナビル-

ロピナビル/リトナビル）

結果 （n = 119） （n = 118） （CI）
HIVRNAの変化

ベースライン（log10コピー/ mL）b

− 1.58 − 1.70 + 0.12c

（-0.17、0.41）

CD4+からの変更
ベースライン（セル/ mm3）。d

116 123 − 7
（-67、52）

応答する患者の割合e

HIVRNA<400コピー/mLb 55％ 57％ -2.2％
（-14.8％、10.5％）
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HIVRNA<50コピー/mLb 38％ 45％ − 7.1％
（-19.6％、5.4％）

aHIVRNAの48週までの時間平均差。48週⽬のHIVRNAの割合と
CD4 +は変化を意味し、アタザナビル/リトナビルとロピナビル/リトナビル。CI = HIV RNAの変化に対する97.5％の
信頼区間。それ以外の場合は95％の信頼区間。

bロシュアンプリカー®HIV-1Monitor™アッセイ、テストバージョン1.5。
cプロトコルで定義された⼀次有効性の結果指標。
dベースラインおよび48週⽬のCD4+細胞数測定を⾏った患者に基づく（アタザナビル/リトナビル、n = 85;

ロピナビル/リトナビル、n = 93）。

e患者は確認されたHIV-1RNAを400コピー/mL未満（50コピー/ mL未満）達成および維持しました
48週⽬まで。

アタザナビル/リトナビル治療群の患者はなく、ロピナビル/リトナビル治療群の3⼈の患者は、研究中に
新たに発症したCDCカテゴリーCイベントを経験しました。

14.3⼩児患者
アタザナビルの薬物動態、安全性、忍容性、および有効性の評価は、3か⽉から21歳までの患者を対象に実施
された⾮盲検の多施設臨床試験のデータに基づいています。この研究では、193⼈の患者（86⼈の抗レトロウ
イルス未経験者と107⼈の抗レトロウイルス経験者）が、リトナビルの有無にかかわらず、2つのNRTIと組み
合わせて1⽇1回アタザナビルを投与されました。

リトナビルの有無にかかわらず、アタザナビルカプセル製剤で治療された155⼈の患者（6歳から18歳未
満）が評価されました。ITT分析を使⽤すると、96週⽬でHIVRNAが400コピー/mL未満の抗レトロウイル
ス治療を受けていない患者と経験豊富な患者の全体的な割合は、それぞれ51％（22/43）と
34％（21/62）でした。96週⽬でHIVRNAが50コピー/mL未満の抗レトロウイルス治療を受けていない患
者と経験豊富な患者の全体的な割合は、それぞれ47％（20/43）と24％（15/62）でした。96週間の治療
での絶対CD4数のベースラインからの増加の中央値は335細胞/mmでした3抗レトロウイルス治療を受け
ていない患者と220細胞/mm3抗レトロウイルス薬の経験がある患者。

16供給/保管および取り扱い⽅法
アタザナビルとリトナビルの錠剤には、300mgのアタザナビルと100mgのリトナビルが含まれています。錠剤は、
⻩⾊のカプセル型の両凸のフィルムコーティング錠で、⽚⾯に「SVN」、もう⽚⾯にプレーンがデボス加⼯されてい
ます。

それらは次のようにパッケージ化されています。

乾燥剤、誘導シール、およびチャイルドレジスタンスのないクロージャーを備えた30錠のHDPEボトル（NDC 
69097-633-01）。

10枚のアルミニウム-アルミニウムブリスターカードを含む100錠の単位⽤量ボックス。各カードには10個の個別のタブレッ
トが⼊っています（NDC 69097-633-21）。

30°C（86°F）未満で保管してください。

17患者カウンセリング情報 FDA承認の患者ラベリン
グ（患者情報）を参照してください

アタザナビルとリトナビルの錠剤はHIV感染の治療法ではなく、患者は引き続き経験する可能性があります
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⽇和⾒感染を含む、HIV-1感染に関連する病気。

患者は、HIV-1感染を他⼈に広める可能性のあることをしないようにアドバイスされるべきです。

•• 針や他の注射器具を共有しないでください。
•• ⻭ブラシやカミソリの刃など、⾎液や体液が付着している可能性のある⾝の回り品は共有しない

でください。
•• 保護なしでどんな種類のセックスもしないでください。ラテックスまたはポリウレタンのコンドームを使⽤して、精液、

膣分泌物、または⾎液との性的接触の可能性を低くすることにより、常に安全なセックスを実践してください。

•• ⺟乳で育てないでください。アタザナビルとリトナビルの錠剤が⺟乳で⾚ちゃんに渡される可能性があるかどう
か、そしてそれが⾚ちゃんに害を及ぼす可能性があるかどうかは不明です。また、HIV-1は⺟乳で⾚ちゃんに感染
する可能性があるため、HIV-1の⺟親は⺟乳で育てるべきではありません。

投薬指⽰
⾎漿HIVRNAの持続的な減少は、エイズへの進⾏と死亡のリスクの低下に関連していることを患者に伝える必
要があります。アタザナビルおよびリトナビル錠を使⽤している間、患者は医師の治療を受け続ける必要があ
ります。患者は、アタザナビルとリトナビルの錠剤を毎⽇⾷事と⼀緒に服⽤し、処⽅された他の併⽤抗レトロ
ウイルス療法を服⽤するようにアドバイスされるべきです。アタザナビル硫酸塩およびリトナビル錠は、常に
他の抗レトロウイルス薬と組み合わせて使⽤  する必要があります。患者は、医師に相談せずに⽤量を変更した
り、治療を中⽌したりしないでください。アタザナビルとリトナビル錠の服⽤を逃した場合、患者はできるだ
け早く服⽤してから通常のスケジュールに戻る必要があります。ただし、投与量をスキップした場合、患者は
次の投与量を2倍にしないでください。

薬物相互作⽤
アタザナビルとリトナビルの錠剤は、いくつかの薬と相互作⽤する可能性があります。したがって、患者は、
他の処⽅薬、⾮処⽅薬、またはハーブ製品、特にセントジョンズワートの使⽤を医師に報告するようにアドバ
イスされるべきです。

PDE5阻害剤とアタザナビルおよびリトナビル錠を服⽤している患者は、低⾎圧、失神、視覚障害、
持続勃起症などのPDE5阻害剤関連の有害事象のリスクが⾼い可能性があることを知らされ、症状が
あればすぐに医師に報告する必要があります。

患者には、REVATIOについて通知する必要があります®（シルデナフィル）（肺動脈性肺⾼⾎圧症の治療に使
⽤）は、アタザナビルおよびリトナビル錠では禁忌であり、アタザナビルおよびリトナビル錠をCIALISで使⽤
する場合は⽤量調整が必要です。®（タダラフィル）、LEVITRA®（バルデナフィル）、またはバイアグラ®（シ
ルデナフィル）（勃起不全の治療に使⽤）、またはADCIRCA®（タダラフィル）（肺動脈性肺⾼⾎圧症の治療に
使⽤されます）。

エストロゲンベースのホルモン避妊薬を服⽤している場合は、経⼝避妊薬の⽤量調整が必要になる
場合があります。または、アタザナビルとリトナビル錠による治療中に追加または代替の避妊薬を
使⽤する必要があります。

⼼臓伝導異常
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アタザナビルおよびリトナビルの錠剤は⼼電図に変化をもたらす可能性があることを患者に通知す
る必要があります（例、PR延⻑）。めまい、⽴ちくらみ、不整脈、意識喪失などの症状がある場合
は、医師に相談してください。

発疹
アタザナビルおよびリトナビル錠の使⽤により、他の症状のない軽度の発疹が報告されていること
を患者に通知する必要があります。患者は、治療を継続するか、代替の抗レトロウイルス療法を使
⽤するかを決定するために、医療提供者に連絡するようにアドバイスされるべきです。重度の⽪膚
反応（例、スティーブンス‧ジョンソン症候群、多形紅斑、有毒な⽪膚発疹）の報告がいくつかあ
ります。重度の⽪膚反応または過敏反応の兆候または症状を発症している患者（発熱、全⾝倦怠
感、筋⾁または関節の痛み、⽔疱、⼝腔病変、結膜炎、顔⾯浮腫、肝炎、好酸球増加症、顆粒球減
少症、リンパ節腫脹、

⾼ビリルビン⾎症
アタザナビルおよびリトナビル錠を服⽤している患者では、間接ビリルビンの無症候性の上昇が発⽣したこと
を患者に通知する必要があります。これは、⽪膚または⽬の⽩の⻩変を伴う可能性があり、患者が美容上の懸
念を持っている場合は、代替の抗レトロウイルス療法が検討される可能性があります。

脂肪の再分配
プロテアーゼ阻害剤を含む抗レトロウイルス療法を受けている患者では体脂肪の再分布または蓄積
が起こる可能性があり、これらの状態の原因と⻑期的な健康への影響は現時点では不明であること
を患者に通知する必要があります。アタザナビルおよびリトナビル錠を⻑期間使⽤すると、他のプ
ロテアーゼ阻害剤よりも脂肪異栄養症の発⽣率が低くなるかどうかは不明です。

肝反応
B型またはC型肝炎を含む既存の肝疾患は、アタザナビルおよびリトナビル錠の使⽤により悪化する
可能性があります。これは、トランスアミナーゼ上昇または肝代償不全の悪化として⾒ることがで
きます。患者は、特に治療の最初の数ヶ⽉間は肝機能検査を注意深く監視する必要があり、⾷欲不
振、腹痛などの肝疾患の悪化の兆候や症状が現れた場合は、医療提供者に通知する必要があること
を通知する必要があります。⻩疸、およびかゆみを伴う⽪膚。

膵炎
アタザナビルとリトナビルを投与されている患者では、⼀部の死亡者を含む膵炎が観察されていま
す。患者は、膵炎を⽰唆する可能性のある兆候や症状（吐き気、嘔吐、腹痛）を知らせる必要があ
ります。

脂質の上昇
アタザナビルおよびリトナビル錠療法による治療は、
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総コレステロールとトリグリセリド。

糖尿病/⾼⾎糖
アタザナビルおよびリトナビル錠は、糖尿病の新たな発症または既存の真性糖尿病および⾼⾎糖の
悪化が報告されています。頻尿、過度の喉の渇き、極度の空腹または異常な体重減少、および/また
はアタザナビルおよびリトナビル錠を服⽤している間に⾎糖値の上昇を含む糖尿病の兆候および症
状を発症した場合、患者は医療提供者に通知するようにアドバイスされるべきです。彼らの糖尿病
治療または新しい治療の変化。

免疫再構築症候群
免疫再構築症候群は、アタザナビルとリトナビルを含む抗レトロウイルス療法の併⽤療法で治療さ
れたHIV感染患者で報告されています。

腎結⽯症および胆⽯症

アタザナビルおよびリトナビル錠の使⽤により、腎臓結⽯および/または胆⽯が報告されていることを患
者に通知する必要があります。腎臓結⽯および/または胆⽯のある患者は、追加の管理のために⼊院を必
要とし、⼀部の患者は合併症を持っていました。これらの有害事象の医学的管理の⼀環として、アタザナ
ビルおよびリトナビル錠の中⽌が必要になる場合があります。

⾎友病
⾎友病の患者は、プロテアーゼ阻害剤で治療すると出⾎が増える可能性があります。

免責事項：記載されているその他のブランドは、それぞれの所有者の登録商標であり、CiplaLimitedの商
標ではありません。

製：
Cipla Ltd.
プロットNoA‒ 42（ユニットII）、MIDC、
Patalganga、District Raigad、Maharashtra、

ピンコード：410220。イ
ンド。

改訂：2017年10⽉
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患者情報

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mg

アタザナビルとリトナビルの錠剤に付属している患者情報をお読みください。300mg/100mgを使⽤する前、
および詰め替えをするたびに。新しい情報があるかもしれません。このリーフレットは、アタザナビルとリ
トナビルの錠剤、300 mg / 100 mgについての要約を提供し、あなたの薬について知っておくべきことがすべ
て含まれているわけではありません。この情報は、あなたの病状や治療についてあなたの医療提供者と話す
ことに代わるものではありません。

アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgとは何ですか？
アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に感染して
いる6歳以上、体重35kg以上の⼈々を治療するために他の抗HIV薬と併⽤される処⽅薬です。HIVは
後天性免疫不全症候群（AIDS）を引き起こすウイルスです。アタザナビルとリトナビルは、プロテ
アーゼ阻害剤と呼ばれる抗HIV薬の⼀種です。HIV感染は、免疫系にとって重要なCD4 +（T）細胞を
破壊します。免疫システムは感染と戦うのに役⽴ちます。多数の（T）細胞が破壊された後、エイ
ズが発症します。アタザナビルとリトナビルは、HIVウイルスが増殖するのに必要な酵素であるHIV
プロテアーゼをブロックするのに役⽴ちます。アタザナビルとリトナビルは、⾎液中のHIVウイル
スの負荷を減らし、体がCD4 +（T）細胞の供給を維持するのを助ける可能性があります。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgはHIVまたはAIDSを治療しますか？
アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、HIV感染症またはAIDSを治療せず、⽇和⾒
感染症を含む、HIV-1感染症に関連する病気を引き続き経験する可能性があります。アタザナビルお
よびリトナビル錠、300 mg / 100 mgを使⽤する場合は、医師の診察を受けてください。

HIV-1感染を広める可能性のあることは避けてください。
•• 針や他の注射器具を共有しないでください。
•• ⻭ブラシやカミソリの刃など、⾎液や体液が付着している可能性のある⾝の回り品は共有しないでくだ

さい。
•• 保護なしでどんな種類のセックスもしないでください。ラテックスまたはポリウレタンのコンドームを使⽤して、精液、

膣分泌物、または⾎液との性的接触の可能性を低くすることにより、常に安全なセックスを実践してください。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを服⽤してはいけないのは誰ですか？

次の場合は、アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /100mgを服⽤しないでください。

•• 特定の薬を服⽤しています（（「アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを他の薬と⼀緒に服⽤
することについて知っておくべき重要な情報は何ですか？」を参照してください。）深刻な⽣命を脅かす副
作⽤または死亡が発⽣する可能性があります。アタザナビルとリトナビルの錠剤300mg/ 100 mgを服⽤する
前に、服⽤中または服⽤を計画しているすべての薬について医療提供者に伝えてください。これらには、他
の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、ハーブサプリメントが含まれます。

•• アタザナビル、リトナビル、または錠剤成分のいずれかにアレルギーがあります。有効成分はアタザナビルとリトナビル
です。アタザナビルとアタザナビルの成分の完全なリストについては、このリーフレットの最後を参照してください
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リトナビル錠、300mg/100mg。これらの成分のいずれかにアレルギー反応があったと思われる場合は、医療
提供者に伝えてください。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを服⽤する前に、医療提供者に何を伝えればよいで
すか？

医療提供者に伝えてください：

•• 妊娠中または妊娠を予定している場合。アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg /100mgが胎児に害を
及ぼす可能性があるかどうかは不明です。妊娠中の⼥性は、アタザナビルとリトナビルの錠剤をヌクレオ
シド類似体と呼ばれる他のHIV薬と⼀緒に服⽤すると、深刻な副作⽤を経験しました。あなたとあなたの
医療提供者は、アタザナビルとリトナビルの錠剤があなたに適しているかどうかを決定する必要がありま
す。妊娠中にアタザナビルとリトナビルの錠剤を300mg/ 100 mg服⽤した場合は、医師または医療提供者
が定期的な訪問を要求して、⼦供の発育を監視することがあります。このような訪問には、⾎液検査やそ
の他の診断検査が含まれる場合があります。

•• ⾚ちゃんが⽣まれた後、⾚ちゃんの肌や⽬の⽩い部分が⻩⾊に変わったかどうかを医療提供者
に伝えてください。

•• ⺟乳育児をしている場合。⺟乳で育てないでください。アタザナビルとリトナビルが⺟乳で⾚ちゃんに渡される可能
性があるかどうか、そしてそれが⾚ちゃんに害を及ぼす可能性があるかどうかは不明です。また、HIV-1は⺟乳で⾚
ちゃんに感染する可能性があるため、HIV-1の⺟親は⺟乳で育てるべきではありません。

•• 肝臓に問題がある場合、またはB型またはC型肝炎ウイルスに感染している場合。「アタザナビルおよびリトナビル
錠、300 mg / 100 mgの考えられる副作⽤は何ですか？」を参照してください。

•• 末期の腎臓病がある場合⾎液透析で管理。
•• 糖尿病の場合。「アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgの考えられる副作⽤は何ですか？」を参照して

ください。
•• ⾎友病の場合。「アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgの考えられる副作⽤は何ですか？」を参照して

ください。
•• ⼼臓に問題がある場合。
•• あなたが服⽤するすべての薬について処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、ハーブサプリメントを含みます。あなたの

医療提供者に⾒せるためにあなたとあなたの薬のリストを保管してください。詳細については、「アタザナビル
とリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを他の薬と⼀緒に服⽤することについて知っておくべき重要な情報は何
ですか？」を参照してください。「アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを服⽤してはいけない
のは誰ですか？」⼀部の薬は、アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgと⼀緒に服⽤すると、深刻
な副作⽤を引き起こす可能性があります。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgはどのように服⽤すればよいですか？

•• アタザナビルとリトナビルの錠剤は、医療提供者の指⽰どおりに1⽇1回服⽤してください。

•• 常にアタザナビルとリトナビルの錠剤を⾷べ物と⼀緒に服⽤してください（（⾷事やおやつ）それがより良く働くのを助けるために。

アタザナビルとリトナビルの錠剤を毎⽇同時に服⽤してください。

•• 錠剤は丸ごと飲み込み、噛んだり、壊したり、つぶしたりしないでください。
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•• 制酸剤またはジダノシンを服⽤している場合、アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgの錠剤を、これら
の薬の2時間前または1時間後に服⽤してください。

•• 消化不良の薬を服⽤している場合、胸焼け、またはニザチジンなどの潰瘍、ファモチジン、 シメチジン、ラニチジン
、ラベプラゾール、エソメプラゾール、ランソプラゾール、オメプラゾール、またはパントプラゾール、あなたの医療
提供者に相談してください。

•• 最初に医療提供者に相談せずに、⽤量を変更したり、アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /
100mgの服⽤を中⽌したりしないでください。アタザナビルとリトナビルの錠剤を服⽤している間
は、医療提供者の管理下にとどまることが重要です。

•• アタザナビルとリトナビルの錠剤の供給が少なくなると、300 mg /100mgが不⾜し始めます, get more 
from your healthcare provider or pharmacy. It is important not to run out of atazanavir and ritonavir 
tablets. The amount of HIV in your blood may increase if the medicine is stopped for even a short time.

• If you miss a dose of Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg, take it as soon as possible 
and then take your next scheduled dose at its regular time. If, however, it is within 6 hours of your next 
dose, do not take the missed dose. Wait and take the next dose at the regular time. Do not double the 
next dose. It is important that you do not miss any doses of atazanavir ritonavir tablet or your 
other anti- HIV medicines.

• If you take more than the prescribed dose of Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/
100 mg、すぐに医療提供者または毒物管理センターに電話するか、すぐに最寄りの病院の緊急
治療室に⾏きます。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgの考えられる副作⽤は何ですか？
次の副作⽤のリストはいいえ完了。新しい症状または継続的な症状があれば、医療提供者に報告してくださ
い。副作⽤について質問がある場合は、医療提供者に尋ねてください。あなたの医療提供者はあなたがこれら
の副作⽤を管理するのを⼿伝うことができるかもしれません。

「アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを他の薬と⼀緒に服⽤することについて知っておくべき重要な情報
は何ですか？」を参照してください。

次の副作⽤が報告されています：
•• 軽度の発疹（（他の症状のない発⾚やかゆみ）が時々起こりますが、ほとんどの場合、薬を服⽤して

から最初の数週間です。発疹は通常、治療法を変更せずに2週間以内に消えます。発疹が発⽣した場
合は、医療提供者に伝えてください。

•• 重度の発疹：発疹は、深刻で死に⾄る可能性のある他の症状と関連して発症する可能性がありま
す。

次の症状のいずれかで発疹が発⽣した場合は、アタザナビルおよびリトナビル錠300 mg / 100 mg
の使⽤を中⽌し、すぐに医療提供者に連絡してください。

•• 呼吸困難
•• 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
•• 結膜炎（「ピンクの⽬」のような⾚い⽬または炎症を起こした⽬）

•• ⽔ぶくれ
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•• ⼝内痛
•• 顔のむくみ

•• ⽪膚や⽬の⻩変。これらの影響は、⾎中のビリルビンレベルの上昇が原因である可能性があります（ビリルビ
ンは肝臓によって作られます）。これらの影響は肝臓、⽪膚、または⽬に損傷を与えることはないかもしれま
せんが、⽪膚または⽬の⽩い部分が⻩⾊に変わった場合は、すぐに医療提供者に連絡してください。

•• ⼼臓の⿎動の仕⽅の変化（⼼拍リズムの変化）またはPR延⻑と呼ばれる⼼臓の電気的活動の変
化。めまい、⽴ちくらみ、失神、または不整脈が発⽣した場合は、すぐに医療提供者に連絡し
てください。これらは⼼臓の問題の症状である可能性があります。

•• 糖尿病と⾼⾎糖（⾼⾎糖）アタザナビルやリトナビルなどのプロテアーゼ阻害薬を服⽤している⼀部の患者は、⾼⾎
糖を起こしたり、糖尿病を発症したり、糖尿病を悪化させたりする可能性があります。⼀部の患者はプロテアーゼ阻
害剤を服⽤する前に糖尿病を患っていましたが、他の患者はそうではありませんでした。⼀部の患者は、糖尿病治療
薬の変更が必要になる場合があります。

•• 肝疾患。B型またはC型肝炎を含む肝疾患の場合、アタザナビルやリトナビルなどの抗HIV薬を服⽤す
ると、肝疾患が悪化する可能性があります。リトナビルを他の抗HIV薬と組み合わせて服⽤している
⼈の中には、⽣命を脅かす可能性のある肝臓の問題を発症している⼈もいます。アタザナビルとリ
トナビルの併⽤治療中は、医師が定期的に⾎液検査を⾏う必要があります。
慢性のB型またはC型肝炎に感染している場合は、肝臓の問題が発⽣する可能性が⾼いため、医師は
⾎液検査をより頻繁にチェックする必要があります。肝臓の問題の以下の兆候や症状のいずれかが
ある場合は、医師に伝えてください。

- ⾷欲減少
- 肋⾻の下の右側の痛みや圧痛
- ⽪膚の⻩変または⽩⽬
- かゆみのある肌

•• 腎臓結⽯アタザナビルを服⽤している患者で報告されています。の兆候や症状が現れた場合
腎臓結⽯（あなたの側の痛み、あなたの尿の⾎、あなたが排尿するときの痛み）はあなたの医療提供者にすぐ
に伝えます。

•• 胆嚢障害（（アタザナビルとリトナビルの錠剤を服⽤している患者では、胆⽯や胆嚢の炎症を含
む可能性があることが報告されています。胆⽯の兆候や症状（右上腹部または中上部の胃の痛
み、発熱、吐き気と嘔吐、または⽪膚と⽩⽬が⻩⾊くなる）が発⽣した場合は、すぐに医療提供
者に伝えてください。

•• 膵臓の腫れ（膵炎）。アタザナビルとリトナビルの錠剤は、深刻な膵臓の問題を引き起こす可能性が
あり、死に⾄る可能性があります。次のような膵炎の兆候や症状がある場合は、すぐに医師に相談し
てください。

•• 吐き気
•• 嘔吐
•• 胃（腹部）の痛み

•• ⾎友病の⼀部の患者アタザナビルやリトナビルなどのプロテアーゼ阻害剤による出⾎の問題が増
加しています。

•• 体脂肪の変化。これらの変化には、背中上部と⾸（「野⽜肩」）、胸、および体幹周辺の脂肪量
の増加が含まれる場合があります。脚、腕、顔からの脂肪の減少も起こる可能性があります。こ
れらの状態の原因と⻑期的な健康への影響は、現時点では不明です。

•• 免疫再構築症候群。HIV薬を服⽤し始めると、免疫系に変化が⽣じる可能性があります。あなた
の免疫システムはより強くなり、感染症と戦い始めるかもしれません
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⻑い間あなたの体に隠されていました。HIV薬を服⽤した後、新しい症状が出始めたら、すぐに
医師に連絡してください。進⾏したHIV感染症（AIDS）と⽇和⾒感染症の病歴を持つ⼀部の患者
では、抗HIV治療が開始された直後に、以前の感染症による炎症の兆候と症状が発⽣する場合が
あります。

•• コレステロールとトリグリセリドのレベルの増加。アタザンビルとリトナビルの錠剤で治療すると、コレステ
ロールとトリグリセリドの⾎中濃度が上昇する可能性があります。医師は、アタザンビルとリトナビルの錠剤で
治療を開始する前に⾎液検査を⾏い、コレステロールとトリグリセリドのレベルの上昇を定期的にチェックする
必要があります。

•• アレルギー反応。これらのアレルギー反応は重篤になり、病院での治療が必要になる場合がありま
す。発疹が出た場合は、すぐに医師に連絡してください。服⽤をやめるアタザナビルおよびリトナビ
ル錠、300 mg / 100 mg重度のアレルギー反応の次の症状のいずれかがある場合は、すぐに医師の診
察を受けてください。

•• 呼吸困難
•• 喘鳴
•• めまいや失神
•• 喉の圧迫感または嗄声
•• 速い⼼拍または胸のドキドキ（頻脈）
•• 発汗
•• 顔、唇、⾆の腫れ
•• 筋⾁や関節の痛み
•• ⽔疱または⽪膚病変
•• ⼝内痛または潰瘍

他の抗HIV薬と⼀緒に服⽤したアタザナビルとリトナビルの錠剤の他の⼀般的な副作⽤には、吐き気
が含まれます。頭痛; 胃痛; 嘔吐; 下痢; うつ; 熱; めまい; 寝られない; ⼿や⾜、または唇の周りのしび
れ、うずき、または灼熱感; 筋⾁痛; 体が弱い、または疲れている。発疹; 上下の胃（腹部）の痛み。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを他の薬と⼀緒に服⽤することについて知っておく
べき重要な情報は何ですか？

次の薬を服⽤している場合は、アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgを服⽤しないでください（服
⽤しているすべての薬について医療提供者に伝えてください）。アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 
mgは、これらの薬と併⽤すると、⽣命を脅かす深刻な副作⽤または死亡を引き起こす可能性があります。

•• ⻨⾓薬：ジヒドロエルゴタミン、エルゴノビン、エルゴタミン、およびマレイン酸エルゴトリンな
どのメチルエルゴノビン（⽚頭痛に使⽤）。

•• ピモジド（トゥレット障害に使⽤）。
•• シサプリド（特定の胃の問題に使⽤されます）。
•• トリアゾラム（不眠症に使⽤）。

•• ミダゾラム（鎮静に使⽤）、経⼝摂取時。
•• ルラシドン
•• アミオダロン、ドロネダロン、フレカインデ、プロパフェノン、またはキニジン

•• コルヒチン、腎臓や肝臓に問題がある場合
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アタザナビルとリトナビルの錠剤と⼀緒に次の薬を服⽤しないでください、300 mg / 100 mg
考えられる深刻な副作⽤：

•• イリノテカン、癌に使⽤されます。

•• インジナビル、HIV感染に使⽤されます。アタザナビルとインジナビルの両⽅が、⾎中のビリルビンレベルの上昇を引き起
こすことがあります。

•• コレステロール低下薬のロバスタチンまたはシンバスタチン。

•• 前⽴腺肥⼤症の治療に使⽤されるアルフゾシン。
•• 肺動脈性肺⾼⾎圧症の治療に使⽤されるシルデナフィル。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgと⼀緒に次の薬を服⽤しないでください。これらは、⾎中の
アタザナビルの量を減らす可能性があります。これは、HIVウイルス量の増加につながる可能性があります。アタザ
ナビルに対する耐性または他のHIV薬に対する交差耐性が発⽣する可能性があります。

•• リファンピン（結核に使⽤）。
•• セントジョンズワート（オトギリソウ）、栄養補助⾷品として販売されているハーブ製

品、またはセントジョンズワートを含む製品。
•• ネビラピン、HIV感染に使⽤されます。

次の薬は、アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /100mgでは推奨されません。

•• 喘息、肺気腫/慢性閉塞性肺疾患、COPDの治療に使⽤されるサルメテロールとフルチカゾンを含む
サルメテロール。

•• 真菌感染症の治療に使⽤されるボリコナゾール。

•• 成⼈の慢性C型肝炎感染症の治療に使⽤されるボセプレビル。

次の薬は、あなたの医療提供者があなたの治療をより綿密に監視することを要求するかもしれません（いくつ
かの薬のために、⽤量または⽤量スケジュールの変更が必要になるかもしれません）：

•• 勃起不全の治療に使⽤されるタダラフィル、バルデナフィル、またはシルデナフィル。アタザナビルは、タダラフィル、バル

デナフィル、またはシルデナフィルで発⽣する可能性のある深刻な副作⽤の可能性を⾼める可能性があります。アタザナビル

を服⽤している間は、医療提供者から⼤丈夫だと⾔われない限り、タダラフィル、バルデナフィル、シルデナフィルを使⽤し

ないでください。

•• タダラフィルまたはボセンタン、肺動脈性肺⾼⾎圧症の治療に使⽤されます。

•• アトルバスタチンまたはロスバスタチン。このコレステロール低下薬と⼀緒にアタザナビルを服⽤すると、深
刻な副作⽤の可能性が⾼くなります。

•• 不整脈の薬：アミオダロン、リドカイン、キニジン
•• 結核の治療に使⽤される抗⽣物質、リファブチン。
•• ベダキリン
•• ブプレノルフィンまたはブプレノルフィン/ナロキソン。⿇薬性鎮痛剤の痛みや依存症の治療に使⽤されます。

•• ベプリジル、胸の痛みに使⽤されます。

•• ワルファリン。

•• アミトリプチリン、デシプラミン、ドキセピン、トリミプラミン、イミプラミン、またはプロトリプチリンなどの三環系抗
うつ薬。
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•• 臓器移植拒絶反応を防ぐ薬：シクロスポリン、シロリムス、またはタクロリムス。
•• 抗うつ薬のトラゾドン。
•• 抗精神病薬のクエチアピン。
•• アレルギー症状または喘息を治療するために⿐から投与されるか吸⼊されるプロピオン酸フルチカゾン。あなたの医者はあなたをフルチカ

ゾンに留めないことを選ぶかもしれません。

•• コルヒチン、痛⾵の予防または治療、または家族性地中海熱の治療に使⽤されます。

次の薬は、アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mg、または他の薬のいずれかの投与量または投
与スケジュールの変更を必要とする場合があります。

•• サキナビル。

•• リトナビル。

•• エファビレンツ。

•• 制酸剤または緩衝薬。
•• ジダノシン。

•• テノホビルジソプロキシルフマル酸塩。

•• リファブチン。

•• またはジルチアゼム、ベラパミルなどのカルシウムチャネル遮断薬。
•• クラリスロマイシン。

•• 消化不良、胸焼け、またはニザチジン、ファモチジン、シメチジン、またはラニチジンなどの潰瘍のため
の薬。

•• カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、またはラモトリジンなどの抗てんかん薬。

効果的な避妊⽅法の選択については、医療提供者に相談してください。アタザナビルおよびリトナ
ビル錠、300 mg / 100 mgは、避妊薬や避妊パッチなどのホルモン避妊薬の安全性と有効性に影響を
与える可能性があります。ホルモン避妊薬は、HIVが他の⼈に広がるのを防ぎません。

覚えて：
1.あなたが服⽤しているすべての薬を知っています。

2.あなたが服⽤しているすべての薬についてあなたの医療提供者に伝えてください。
3.医療提供者に相談せずに新しい薬を始めないでください。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgはどのように保管すればよいですか？

•• アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg / 100 mgは、30ºC（86ºF）未満の室温で保管する必要があり
ます。⾏ういいえこの薬は、常備薬棚などの湿気の多い場所や台所の流し台の近くに保管してください。

•• しっかりと密閉された容器に薬を保管してください。
•• この製品を元のまたはUSP相当の密閉容器（150 ml以下）の外で⾼湿度に2週間以上さらすこ

とはお勧めしません。
•• すべての薬は常に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。ある薬を保管しないでください
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古くなっているか、もう必要ありません。利⽤可能な場合は、コミュニティの回収処分プログラムを通
じて未使⽤の医薬品を処分するか、アタザナビルとリトナビルの錠剤300 mg /100mgを認識できない密
閉容器に⼊れて家庭ごみに⼊れてください。

アタザナビルおよびリトナビル錠に関する⼀般情報、300 mg / 100 mg

ボトルの開⼝部のシールが壊れているかなくなっている場合は受け⼊れないでください。この薬はあなたの特定の
状態のために処⽅されました。アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /100mgを別の状態に使⽤しないでくだ
さい。同じ症状があっても、アタザナビルとリトナビルの錠剤300 mg /100mgを他の⼈に与えないでください。そ
れは彼らに害を及ぼす可能性があります。アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mg、およびすべての
薬は、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。

この要約には、アタザナビルおよびリトナビル錠、300 mg /100mgについて知っておくべきことがすべて含
まれているわけではありません。患者情報リーフレットに記載されていない状態の薬が処⽅されることがあ
ります。書⾯による要約は、医療提供者との慎重な話し合いに取って代わるものではないことを忘れないで
ください。詳細については、医療提供者に相談するか、www.cipla.comにアクセスするか、
1-866-604-3268に電話してください。

アタザナビルとリトナビルの錠剤、300 mg / 100 mgの成分は何ですか？

有効成分：アタザナビル、リトナビル

⾮アクティブな成分：無⽔⼆塩基性リン酸カルシウム、コロイド状⼆酸化ケイ素、コポビドン、クロスポビドン、ヒプ
ロメロース、ラクトース⼀⽔和物、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸ステアリルナトリウム、モノラウリン酸ソル
ビタン、タルク、⻩⾊酸化鉄。錠剤は、レシチン、マクロゴール（ポリエチレングリコール）、ポリビニルアルコール
部分が加⽔分解された、タルク、⼆酸化チタン、⻩⾊の酸化鉄でできているフィルム（opadry II 85G520033⻩⾊）で
コーティングされています。

製：
Cipla Ltd.
プロットNoA‒ 42（ユニットII）、MIDC、
Patalganga、District Raigad、Maharashtra、

ピンコード：410220。イ
ンド。

改訂：2017年10⽉
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