－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ
2011 年 8 月
製造販売元

販売元

抗ウイルス化学療法剤

（一般名：マラビロク）

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
の【使用上の注意】を改訂致しましたのでお

さて、この度、
知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今
後のご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。
謹白
1. 主な改訂内容
（１）事務連絡
項

目

内

効能・効果に関連する使用上の
注意
[一部改訂]
用法・用量に関連する使用上の
注意
[一部改訂]
[追記]

容

治療経験のない HIV-１感染患者への投与制限に関する注意事項
を削除しました。
腎機能障害患者に CYP3A4 阻害剤と併用する際の本剤の投与量の
目安を改訂しました。また、CYP3A 阻害剤又は CYP3A 誘導剤と本
剤を併用する場合の本剤用量調整の目安の表に併用薬としてラ
ルテグラビルを追加しました。

重要な基本的注意
[一部改訂]
[追記]

肝障害に関する注意を一部修正しました。また、重度の腎機能障
害患者に対する注意を追加しました。
重大な副作用に皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）を

副作用
[追記]

追加しました。

■9 頁目以降に改訂後の「使用上の注意」全文を記載していますので、ご参照下さい。
また、ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/index.html）でもご覧になれます。

（２）自主改訂
項

目

内

副作用

容

その他の副作用の項に治療経験のない HIV-1 感染患者を対象と
[追記]

した臨床試験に関する副作用を追記し、一部の事象の記載個所を
修正しました。

承認条件

承認条件が一部削除されたため、添付文書の記載を改訂しまし
[一部改訂]

た。
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2. 改訂内容及び改訂理由
《治療経験のない HIV-1 感染患者への投与制限解除》
2.1.

効能・効果に関連する使用上の注意（事務連絡）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）

【効能・効果】

【効能・効果】

CCR5 指向性 HIV-1 感染症

CCR5 指向性 HIV-1 感染症

［効能・効果に関連する使用上の注意］
(1)

［効能・効果に関連する使用上の注意］

本剤による治療にあたっては、指向性検査を実施

(1)

他の抗 HIV 薬にて十分な効果が期待できない場

すること。

合、又は忍容性に問題があると考えられる場合に限り使

(2) CXCR4 指向性 HIV-1 感染患者、CCR5/CXCR4 二

用すること。

重又は混合指向性 HIV-1 感染患者には、投与しな

(2)

いこと。なお、急性期及び無症候期の患者では主

すること。

に CCR5 指向性ウイルスが検出されるが、進行し

(3) CXCR4 指向性 HIV-1 感染患者、CCR5/CXCR4 二

た HIV-1 感染症では CXCR4 指向性及び二重/混合

重又は混合指向性 HIV-1 感染患者には、投与しな

指向性ウイルスが検出される患者の割合が増加

いこと。なお、急性期及び無症候期の患者では主

することが知られている。

に CCR5 指向性ウイルスが検出されるが、進行した

(3)

HIV-1 感染症では CXCR4 指向性及び二重/混合指向

小児 HIV-1 感染症に対しては、本剤投与による有

本剤による治療にあたっては、指向性検査を実施

性ウイルスが検出される患者の割合が増加するこ

効性及び安全性が確立していない。

とが知られている。
(4) 抗 HIV 薬による治療経験のない成人 HIV-1 感染症
及び小児 HIV-1 感染症に対する有効性及び安全性は確
立していない。

2.2.

重要な基本的注意（事務連絡）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）

2. 重要な基本的注意

2. 重要な基本的注意

(1) 健康成人を対象とした臨床試験において、本剤に

(1) 健康成人を対象とした臨床試験において、本剤に

よると疑われるアレルギー症状を伴う肝障害が1

よると疑われるアレルギー症状を伴う肝障害が1

例報告されている。また、治療歴の有無に関わら

例報告されている。また、治療歴のあるHIV感染患

ずHIV感染患者を対象とした臨床試験において、肝

者を対象とした臨床試験において、肝機能検査異

機能検査異常の増加や肝障害が報告されたが、グ

常の増加が報告されたが、グレード3及び4注）の肝

レード3及び4注）の肝機能検査異常の増加は認めら

機能検査異常の増加は認められなかった。本剤投

れなかった。本剤投与後に肝炎あるいは全身性ア

与後に肝炎あるいは全身性アレルギー症状（そう

レルギー症状（そう痒性皮疹、好酸球増加、IgE上

痒性皮疹、好酸球増加、IgE上昇等）が認められた

昇等）が認められた場合には、投与を中止するな

場合には、投与を中止するなど適切な処置を行う

ど適切な処置を行うこと。

こと。
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2.3.

副作用（自主改訂）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）

4.副作用
<治療経験患者を対象とした試験>
海外臨床試験（試験A4001027及び試験A4001028）にお
いて、本剤（300mg、1日2回）と最適背景療法*の併用
投与群（n=426）でプラセボ投与群（最適背景療法の併
用）より高頻度に報告された主な副作用（3%以上）は、
疲労、発疹、浮動性めまい、不眠症、便秘であった。

4.副作用
海外臨床試験（試験A4001027及び試験A4001028）にお
いて、本剤（300mg、1日2回）と最適背景療法*の併用
投与群（n=426）でプラセボ投与群（最適背景療法の併
用）より高頻度に報告された主な副作用（3%以上）は、
疲労、発疹、浮動性めまい、不眠症、便秘であった。

*：表現型及び遺伝子型薬剤感受性試験の結果、並びに治療歴及び安
*：表現型及び遺伝子型薬剤感受性試験の結果、並びに治療歴及び安 全性/忍容性を考慮して、最適な組み合わせの抗HIV薬が投与された。
全性/忍容性を考慮して、最適な組み合わせの抗HIV薬が投与された。

<治療未経験患者を対象とした試験>
抗レトロウイルス薬による治療未経験患者を対象とし
た海外臨床試験（試験A4001026）において、本剤
（300mg、1日2回）投与群（n=360）でより高頻度に報
告された主な副作用（5％以上）は悪心、頭痛、疲労、
鼓腸であった。
(2) その他の副作用注1)
(2) その他の副作用注2)
次のような症状があらわれた場合には、症状に応じ、
次のような症状があらわれた場合には、症状に応じ、
休薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこ
休薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこ
と。
と。
2%未満
ヘマトクリット減少、ヘモグ
ロビン減少、好中 数減少、
白血球数減少、血小板数減少、
感染症及び
鼻咽頭炎、耳感染、真菌感染、
寄生虫症
感染性筋炎、インフルエンザ、
ウイルス感染
高トリグリセリド血症、高血
代謝及び栄
糖、食欲亢進、食欲減退、イ
養障害
ンスリン抵抗性糖尿病、多飲
症
精神障害
不眠症
異常な夢、うつ病、感情障害、
気分循環性障害、失見当識、
多幸気分、リビドー減退、気
分変動
神経系障害 浮動性めまい、 錯感覚、傾眠、感覚鈍麻、末
味覚異常、頭痛 梢性ニューロパシー、失神、
精神運動亢進、レストレスレ
ッグス症候群、振戦、味覚消
失、健忘、記憶障害、異常感
覚、副鼻腔炎に伴う頭痛、三
叉神経痛
眼障害
眼刺激、眼乾燥、眼痛、弱視、
アレルギー性結膜炎
耳及び迷路
耳痛、乗物酔い、耳漏、鼓膜
障害
充血
心臓障害
第一度房室ブロック、徐脈、
頻脈、動悸
血管障害
ほてり、レイノー現象
呼吸器、胸郭 咳嗽
鼻閉、鼻乾燥、季節性鼻炎、
及び縦隔障
呼吸困難、発声障害、肺気腫、
害
肺障害、咽頭紅斑、咽喉頭不
快感、咽喉頭疼痛、咽喉絞扼
感、低音性連続性ラ音、上気
道うっ血
血液

2%以上
貧血
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2%以上

2%未満
鼻咽頭炎、耳感染、真菌感染、
感染性筋炎、インフルエン
ザ、ウイルス感染
代謝及び栄
高トリグリセリド血症、高血
養障害
糖、食欲亢進、インスリン抵
抗性糖尿病、多飲症
精神障害
不眠症
異常な夢、うつ病、感情障害、
気分循環性障害、失見当識、
多幸気分、リビドー減退、気
分変動
神経系障害 浮動性めまい、 錯感覚、傾眠、感覚鈍麻、末
味覚異常
梢性ニューロパシー、失神、
精神運動亢進、レストレスレ
ッグス症候群、振戦、味覚消
失、健忘、異常感覚、副鼻腔
炎に伴う頭痛、三叉神経痛
眼障害
眼刺激、眼乾燥、眼痛、弱視、
アレルギー性結膜炎
耳及び迷路
耳痛、乗物酔い、耳漏、鼓膜
障害
充血
心臓障害
第一度房室ブロック、徐脈、
頻脈
血管障害
ほてり、レイノー現象
呼吸器、胸郭 咳嗽
鼻閉、鼻乾燥、季節性鼻炎、
及び縦隔障
呼吸困難、発声障害、肺気腫、
害
肺障害、咽頭紅斑、咽喉頭不
快感、咽喉絞扼感、低音性連
続性ラ音、上気道うっ血
胃腸障害
便秘、腹痛、 口の錯感覚、口の感覚鈍麻、
消化不良
口唇水疱、口腔内潰瘍形成、
口唇のひび割れ、舌痛、歯痛、
嚥下障害、おくび、レッチン
グ、腹部膨満、胃食道逆流性
疾患、腹部不快感、消化器痛、
感染症及び
寄生虫症

改訂後（下線部：改訂箇所）
胃腸障害

便秘、腹痛、
消化不良、悪
心、鼓腸

肝胆道系障
害
皮 膚 及 び 皮 発疹
下組織障害

筋骨格系及
び結合組織
障害
腎及び尿路
障害
生殖系及び
乳房障害
全 身 障 害 及 疲労
び投与局所
様態

臨床検査

傷害、中毒及
び処置合併
症

改訂前（取消し線部：削除）

口の錯感覚、口の感覚鈍麻、
口唇水疱、口腔内潰瘍形成、
口唇のひび割れ、舌痛、歯痛、
嚥下障害、おくび、レッチン
グ、腹部膨満、胃食道逆流性
疾患、腹部不快感、消化器痛、
白色便、異常便、排便痛、
肝脾腫大、黄疸
脱毛症、紅斑、後天性リポジ
ストロフィー、脂肪肥大症、
ざ瘡、冷汗、湿疹、過角化、
脂肪組織萎縮症、爪の障害、
爪変色、皮膚灼熱感、皮膚剥
脱、皮膚刺激、そう痒症、毛
包炎
背部痛、頚部痛、筋痙縮、四
肢痛、筋痛、肋軟骨炎、鼡径
部腫瘤、筋緊張、筋骨格痛、
ミオパシー
夜間頻尿、尿失禁、蛋白尿、
着色尿、血尿
勃起不全、良性前立腺肥大症、
乳房腫瘤、乳房圧痛、不正子
宮出血、乳頭痛、骨盤痛
無力症、異常感、胸部不快感、
胸痛、易刺激性、口渇、脂肪
織増加、全身性浮腫、炎症、
インフルエンザ様疾患、薬物
不耐性、注射部位反応、注射
部位硬結、注射部位疼痛
ALT（GPT）増加、AST（GOT）
増加、γGTP増加、血中クレア
チンホスホキナーゼ増加、血
中トリグリセリド増加、血中
コレステロール増加、血中ク
レアチニン増加、血中鉄減少、
血中カリウム減少、血中カリ
ウム増加、ウイルス負荷増加、
心電図QT延長、体温上昇、体
重増加、体重減少
転倒、筋損傷、肋骨骨折

肝胆道系障
害
皮 膚 及 び 皮 発疹
下組織障害

筋骨格系及
び結合組織
障害
腎及び尿路
障害
生殖系及び
乳房障害
全 身 障 害 及 疲労
び投与局所
様態

臨床検査

傷害、中毒及
び処置合併
症

白色便、異常便、排便痛
肝脾腫大、黄疸
脱毛症、紅斑、後天性リポジ
ストロフィー、脂肪肥大症、
ざ瘡、冷汗、湿疹、過角化、
脂肪組織萎縮症、爪の障害、
皮膚灼熱感、皮膚剥脱、皮膚
刺激、そう痒症、毛包炎
背部痛、筋痙縮、四肢痛、筋
痛、肋軟骨炎、鼡径部腫瘤、
筋緊張、筋骨格痛、ミオパシ
ー
夜間頻尿、尿失禁、蛋白尿、
着色尿、血尿
勃起不全、良性前立腺肥大
症、乳房腫瘤、乳房圧痛、不
正子宮出血、乳頭痛、骨盤痛
無力症、異常感、胸部不快感、
易刺激性、口渇、脂肪織増加、
全身性浮腫、炎症、インフル
エンザ様疾患、薬物不耐性、
注射部位反応、注射部位硬
結、注射部位疼痛
ALT（GPT）増加、AST（GOT）
増加、γGTP増加、血中クレ
アチンホスホキナーゼ増加、
血中トリグリセリド増加、血
中コレステロール増加、血中
クレアチニン増加、血中鉄減
少、血中カリウム減少、血中
カリウム増加、ヘマトクリッ
ト減少、ヘモグロビン減少、
好中球数減少、白血球数減
少、血小板数減少、ウイルス
負荷増加、心電図QT延長、
体温上昇、体重増加、体重減
少
転倒、筋損傷、肋骨骨折

注2) 本剤300mg、1日2回投与と最適背景療法の併用投与群（n=426）
において、プラセボ投与群（最適背景療法の併用）より高頻度
に発現した副作用

注1) 治療経験者を対象とした試験で本剤300mg、1日2回投与群
（n=426）においてプラセボ投与群より高頻度に発現した副作用及び
治療未経験者を対象とした試験で本剤300mg1日2回投与群(n=360）
において、対象群のエファビレンツ600mg1日1回投与群より高頻度
に発現した副作用（発現率1％以上）

<改訂理由>
他の抗 HIV 薬による治療経験のない CCR5 指向性 HIV-1 感染患者における二重盲検比較試験（A4001026
試験）成績から、他の抗 HIV 薬による治療経験のない患者に対する本剤の有効性・安全性が確認された
ことから、「効能・効果に関連する使用上の注意」から治療経験のない患者への投与制限に関する記載
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を削除し、重要な基本的注意の肝障害に関する注意事項とその他の副作用の項に A4001026 試験の結果
を追記しました。
《腎機能障害患者への投与方法》
2.4.

用法・用量に関連する使用上の注意（事務連絡）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）

［用法・用量に関連する使用上の注意］

用法・用量に関連する使用上の注意］

省略（変更なし）
省略
腎 機 能 障 害 (CLcr <80 mL/min) が あ り 、 強 力 な
CYP3A4 阻害剤を投与している患者では、腎機能の
低下に応じて、次の投与間隔及び投与量を目安に投
与すること。ただし、これらの投与間隔の調節に対
する有効性及び安全性は確立されていないため、患
者の臨床症状等を十分に観察すること。（外国人の
データに基づく）［「薬物動態」の項参照］
クレアチニン クリアランス
併用薬
< 80 mL/min
強力な CYP3A4 阻害剤
を併用しない時又は
投与間隔の調節は必要ない
tipranavir/リトナビル併
(300mg を 12 時間毎)
用時
ホスアンプレナビル/リ
150mg を 12 時間毎
トナビル併用時
強力な CYP3A4 阻害剤
の併用時：
サキナビル/リトナビル
併用時
150mg を 24 時間毎
ロピナビル/リトナビ
ル、ダルナビル/リトナ
ビル、アタザナビル/リ
トナビル、ケトコナゾー
ル等

省略（変更なし）
省略
腎 機 能 障 害 (CLcr <80 mL/min) が あ り 、 強 力 な
CYP3A4 阻害剤を投与している患者では、腎機能の低
下に応じて、次の投与間隔を目安に投与すること。た
だし、これらの投与間隔の調節に対する有効性及び安
全性は確立されていないため、患者の臨床症状等を十
分に観察すること。［「薬物動態」の項参照］
クレアチニン
併用薬
クリアランス 本剤の投与間隔
（CLcr）
強力な CYP3A4 阻害剤 50 ~ 80 mL/min 投 与 間 隔 の 調 節
を 併 用 し な い 時 又 は 30 ~ <50 mL/min は必要ない
tipranavir/リトナビル併 <30 mL/min

(1)
(2)
(3)

2.5.

(1)
(2)
(3)

用時
ロピナビル/リトナビ
ル、ダルナビル/リトナ
ビル、アタザナビル/リ
トナビル、ケトコナゾー
ル等の強力なCYP3A4
阻害剤の併用時
サキナビル/リトナビル
併用時

50 ~ 80 mL/min 24 時間毎
30 ~ <50 mL/min
<30 mL/min

50 ~ 80 mL/min 24 時間毎
30 ~ <50 mL/min 48 時間毎
<30 mL/min
72 時間毎

重要な基本的注意（事務連絡、自主改訂）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）
2. 重要な基本的注意

2. 重要な基本的注意
(9) 重度の腎機能障害患者に、ブーストされた本剤とプロテ
アーゼ阻害薬を併用する時は、本剤の血中濃度が上昇
し、起立性低血圧を起こす危険性が高まるおそれがある
ので、患者の臨床症状等を十分に観察すること。特に強
力な CYP3A4 阻害作用を有するプロテアーゼ阻害剤と
併用する時は注意すること。
（「用法・用量に関連する使
用上の注意」、「過量投与」、「薬物動態」の項参照）

記載なし

<改訂理由>
承認時に確認されていなかった腎障害患者に関する本剤投与後の薬物動態について実施した試験
（A4001075 試験）結果に基づき、腎機能障害患者に CYP3A4 阻害剤と併用する際の投与量と投与間隔の
目安を改訂しました。また重度の腎機能障害患者に強力な CYP3A4 阻害作用を有するプロテアーゼ阻害
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剤と併用する時に本剤の血中濃度が上昇し、起立性低血圧を起こす危険性に関する注意事項を重要な基
本的注意の項へ追記しました。
《CYP3A 阻害剤又は CYP3A 誘導剤併用時の用量調整》
2.6.

用法・用量に関連する使用上の注意（事務連絡）
改訂後（下線部：改訂箇所）

［用法・用量に関連する使用上の注意］

改訂前（取消し線部：削除）

用法・用量に関連する使用上の注意］

(1)
(4)

省略（変更なし）
1 回 300 mg、1 日 2 回を上回る用法・用量での有効
性及び安全性は確立していない（投与経験がない）。
併用薬
本剤の用量
以下の強力なCYP3A阻害剤（CYP3A誘
導剤の有無を問わない）：
• プロテアーゼ阻害剤（tipranavir/リト
ナビルを除く）
150mg 1 日 2 回
• デラビルジン
• イトラコナゾール、ケトコナゾール、
クラリスロマイシン
• その他の強力なCYP3A阻害剤
（nefazodone、テリスロマイシン等）
tipranavir /リトナビル、ネビラピン、ラ
ルテグラビル、あらゆる NRTI 及び 300mg 1 日 2 回
enfuvirtide 等のその他の併用薬
以下の強力なCYP3A誘導剤（強力な
CYP3A阻害剤の併用なし）：
• エファビレンツ、エトラビリン
600mg 1 日 2 回
• リファンピシン
• カルバマゼピン、フェノバルビター
ル、フェニトイン

(1)
(2)

省略（変更なし）
1 回 300 mg、1 日 2 回を上回る用法・用量での有効
性及び安全性は確立していない（投与経験がない）。
併用薬
本剤の用量
以下の強力なCYP3A阻害剤（CYP3A誘
導剤の有無を問わない）：
• プロテアーゼ阻害剤（tipranavir/リト
ナビルを除く）
150mg 1 日 2 回
• デラビルジン
• イトラコナゾール、ケトコナゾール、
クラリスロマイシン
• その他の強力なCYP3A阻害剤
（nefazodone、テリスロマイシン等）
tipranavir /リトナビル、ネビラピン、あ
らゆる NRTI 及び enfuvirtide 等のその他 300mg 1 日 2 回
の併用薬
以下の強力なCYP3A誘導剤（強力な
CYP3A阻害剤の併用なし）：
• エファビレンツ、エトラビリン
600mg 1 日 2 回
• リファンピシン
• カルバマゼピン、フェノバルビター
ル、フェニトイン

<改訂理由>
ラルテグラビルとの相互作用を評価するために実施した健康人 17 例のオープンラベル試験（A4001082
試験）の結果に基づき、本剤とラルテグラビルの併用による臨床的な相互作用はないと評価できること
から、本剤の用量「300mg1 日 2 回」の併用薬の項にラルテグラビルを追記しました。
《重大な副作用の追記》
2.7.

副作用（事務連絡）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）

(1) 重大な副作用（0.5%未満）注1)
(1) 重大な副作用（0.5%未満）
次のような症状があらわれた場合には、症状に応じ、
次のような症状があらわれた場合には、症状に応じ、
休薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこ
休薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこ
と。
と。
（中略）
（中略）
12) 腎不全、多尿
12） 腎不全、多尿
13) 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）
注1) 本剤300mg、1日1回（n=414）又は1日2回（n=426）と最適背景
療法の併用投与群に発現した副作用

<改訂理由>
海外において症例が集積されたことから重大な副作用の項に皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）
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を追記しました。なお、国内では発現例は報告されておりません。

《承認条件の一部削除》
2.8.

承認条件（自主改訂）
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前（取消し線部：削除）

【承認条件】
１．本剤の使用に当たっては、患者に対して本剤に
関して更なる有効性・安全性のデータを引き続
き収集中であること等を十分に説明し、インフ
ォームドコンセントを得るよう、医師に要請す
ること。
２．海外において現在実施中又は計画中の臨床試験
については、終了後速やかに試験成績及び解析
結果を提出すること。
３．省略(変更なし)

【承認条件】
１．本剤については、我が国において、承認後に薬
物動態試験が実施されることから、使用に当た
っては、患者に対して本剤に関して更なる有効
性・安全性のデータを引き続き収集中であるこ
と等を十分に説明し、インフォームドコンセン
トを得るよう、医師に要請すること。
２．我が国における薬物動態試験については、進捗
状況を定期的に報告するとともに、終了後速や
かに試験成績及び解析結果を提出すること。ま
た、海外において現在実施中又は計画中の臨床
試験についても、終了後速やかに試験成績及び
解析結果を提出すること。
３．省略(変更なし)

<改訂理由>
承認条件とされていた日本人における薬物動態試験（A4001084 試験）の結果、承認条件の一部が削除
されたことから、添付文書の承認条件の項を改訂しました。
3. 「使用上の注意」以外の改訂箇所
「使用上の注意」以外で、改訂事項に関連して【臨床成績】、【薬効薬理】の項を一部改訂しました。
詳細に関しては、改訂添付文書全文をご確認ください。
4. 改訂添付文書使用時期
2011 年 10 月以降生産分より使用予定
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