－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
2016 年 6 月
製造販売元：

プロモーション提携：

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。
さて、この度、

、
、

、

、

の【使用上の注意】を改訂致しましたのでお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

抗ウイルス化学療法剤
（一般名：ラミブジン）
（一般名：ラミブジン・アバカビル硫酸塩）
（一般名：ジドブジン・ラミブジン）
（一般名：アバカビル硫酸塩）
（一般名：ドルテグラビルナトリウム）

（一般名：ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン）
（一般名：ジドブジン）

■改訂後の「使用上の注意」全文は弊社ホームページ（http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/medical/medicine.html）をご覧下さ
い。また、ここでお知らせした内容も弊社ホームページでご覧になれます。

1. 改訂内容（自主改訂）
レトロビル

トリーメク

テビケイ

ザイアジェン

容

コンビビル

内

エプジコム

目

エピビル

項

重要な基本的注意 ラミブジンとエムトリシタビン併用に関する記載を
● ● ●
［追記］ 追加しました。

該当ページ

該当薬剤

3

相互作用
エトラビリン併用時の措置方法を改訂しました。
［一部改訂・追記］ また、カルバマゼピン、メトホルミンとの相互作用
に関するデータを更新しました。（テビケイのみ）

●

4

副作用
「その他の副作用」の項に「うつ病（テビケイのみ）、
［一部改訂・追記］ 自殺企図、自殺念慮」を追記しました。

● ●

7

妊婦、産婦、授乳 乳汁移行に関する記載を最新のデータに更新しまし
婦等への投与
た。
● ● ● ●
［一部改訂・追記］
その他の注意
アバカビル含有製剤であるトリーメクの記載に合わ
［追記］ せ、アバカビルと心筋梗塞との関連に関する記載を
追記しました。

●

● ●

8

●

10

●

11

各製剤間の記載の整合をとるための改訂
禁忌

他のアバカビル含有製剤の記載に合わせるため記載
［一部改訂］ 整備を行いました。

効能・効果に関連 他のラミブジン含有製剤、アバカビル含有製剤の記
する使用上の注意 載に合わせるため記載整備を行いました。
［一部改訂］

11

●

用法・用量に関連す
る使用上の注意
［一部改訂］

●

11

重要な基本的注意 アバカビル過敏症の記載をトリーメクの記載に合わ
［一部改訂］ せるため記載整備を行いました。

●

●

12

副作用
（重大な副作用）
［一部改訂］

●

●

14

詳細については該当ページをご参照ください。
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2. 改訂内容及び改訂理由
2.1 重要な基本的注意：自主改訂
ラミブジンとエムトリシタビン併用に関する記載を追加しました。
（エピビル、エプジコム、コンビビル）
＜エピビル＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
(3) 本剤の薬剤耐性プロファイル等のウイルス学的特性
はエムトリシタビンと類似しているので、本剤とエムト
リシタビンを含む製剤を併用しないこと。また、エムト
リシタビンを含む抗HIV 療法においてウイルス学的効果
が得られず、HIV-1 逆転写酵素遺伝子のM184V/I 変異が
認められた場合、エムトリシタビンを本剤に変更するの
みで効果の改善は期待できない。
(4) 抗 HIV 薬の使用により、体脂肪の再分布・・・
（以下省略）

＜エプジコム＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
(6) ラミブジンの薬剤耐性プロファイル等のウイルス学
的特性はエムトリシタビンと類似しているので、本剤と
エムトリシタビンを含む製剤を併用しないこと。また、
エムトリシタビンを含む抗HIV 療法においてウイルス学
的効果が得られず、HIV-1 逆転写酵素遺伝子のM184V/I
変異が認められた場合、エムトリシタビンを本剤に変更
するのみで効果の改善は期待できない。
(7) 抗 HIV 薬の使用により、体脂肪の再分布・・・
（以下省略）
＜コンビビル＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
(5) ラミブジンの薬剤耐性プロファイル等のウイルス学
的特性はエムトリシタビンと類似しているので、本剤と
エムトリシタビンを含む製剤を併用しないこと。また、
エムトリシタビンを含む抗HIV 療法においてウイルス学
的効果が得られず、HIV-1 逆転写酵素遺伝子のM184V/I
変異が認められた場合、エムトリシタビンを本剤に変更
するのみで効果の改善は期待できない。
(6) 抗 HIV 薬の使用により、体脂肪の再分布・・・
（以下省略）

改訂前
【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
(1)、(2) 略

(3) 抗 HIV 薬の使用により、体脂肪の再分布・・・
（以下省略）

改訂前
【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
(1)~(8) 略

(9) 抗 HIV 薬の使用により、体脂肪の再分布・・・
（以下省略）

改訂前
【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
(1)~(4) 略

(5) 抗 HIV 薬の使用により、体脂肪の再分布・・・
（以下省略）

＜改訂理由＞
ラミブジンと他のシチジン類似体を併用投与した試験の結果、ラミブジンが他のシチジン類似体の細胞
内リン酸化を抑制し結果的に抗ウイルス活性を阻害したこと、またエムトリシタビンにより選択される
HIV-1 逆転写酵素遺伝子の耐性変異はラミブジンと同様に M184V/I が主であり、ラミブジンとエムトリ
シタビンの薬剤耐性を含むウイルス学的特性は類似していることから、「重要な基本的注意」の項にエ
ムトリシタビンとの併用に関する注意を追記しました。
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2.2 相互作用（併用注意）：自主改訂
エトラビリン併用時の措置方法を改訂しました。
また、カルバマゼピン、メトホルミンとの相互作用に関するデータを更新しました。 （テビケイのみ）
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前（取消し線部：削除）
3. 相互作用

3. 相互作用

(1) 併用注意（併用に注意すること）

(1) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等
臨床症状・措置方法
エトラビリン 本剤の血漿中濃度を Cmax で
52%、Cτ で 88%低下させたと
の報告があるので、以下の点に
注意すること。
未治療患者及び HIV インテグ
ラーゼ阻害薬以外の抗 HIV 薬
による治療経験のある患者に
本剤と併用する場合には、本剤
50mg を 1 日 2 回に増量する、
又はアタザナビル/リトナビ
ル、ダルナビル/リトナビル、
ロピナビル/リトナビルのいず
れかを併用投与すること。
また、HIV インテグラーゼ阻害
薬に対する耐性を有する患者
に本剤と併用する場合には、ア
タザナビル/リトナビル、ダル
ナビル/リトナビル、ロピナビ
ル/リトナビルのいずれかを併
用投与すること。
略
カルバマゼピ 本剤の血漿中濃度を Cmax で
ン
33%、Cτ で 73%低下させたと
の報告がある 4)。本剤 50mg を
1 日 2 回に増量すること。HIV
インテグラーゼ阻害薬に対す
る耐性を有する患者では、本剤
と併用しないこと。
フェニトイン 本剤の血漿中濃度を低下させ
フェノバルビ る可能性がある。
タール
セイヨウオト
ギリソウ(St.
John’s Wort, セ
ント・ジョーン
ズ・ワート) 含
有食品
略
メトホルミン メトホルミンの血漿中濃度を
ドルテグラビル 50mg1 日 1 回
投与時及び 1 日 2 回投与時で
Cmax でそれぞれ 66%及び
111%上昇させる 7)。特に併用療
法の開始時及び終了時は、注意
深く観察すること。

機序･危険因子
これらの薬剤が
CYP3A4 及び
UGT1A1 を誘導
することによ
り、本剤の代謝
が促進される。

薬剤名等
臨床症状・措置方法 機序･危険因子
エトラビリン 本剤の血漿中濃度を これらの薬剤が
Cmax で 52%、Cτ で CYP3A4 及び
88%低下させたとの UGT1A1 を誘導
報告がある。本剤と併 することによ
用する場合には、アタ り、本剤の代謝
が促進される。
ザナビル/リトナビ
ル、ダルナビル/リト
ナビル、ロピナビル/
リトナビルのいずれ
かを併用投与するこ
と。

略

カルバマゼピン
が CYP3A4 及び
UGT1A1 を誘導
することによ
り、ドルテグラ
ビルの代謝が促
進される。
これらの薬剤並
びにセイヨウオ
トギリソウが
CYP3A4 及び
UGT1A1 を誘導
することによ
り、本剤の代謝
が促進される。

フェニトイン 本剤の血漿中濃度を
フェノバルビタ 低下させる可能性が
ある。
ール
カルバマゼピン
セイヨウオトギ
リソウ(St. John’s
Wort, セント・ジ
ョーンズ・ワー
ト) 含有食品

本剤の OCT2 及
び MATE1 の阻
害作用により、
メトホルミンの
排出が阻害され
る可能性があ
る。

メトホルミン

【主要文献】
4) 社内資料：薬物相互作用に関する試験（200901）
7) 社内資料：薬物相互作用に関する試験（201167）
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これらの薬剤
並びにセイヨ
ウオトギリソ
ウが CYP3A4
及び UGT1A1
を誘導するこ
とにより、本剤
の代謝が促進
される。

略

メトホルミンの血漿
中濃度を増加させる
可能性がある。特に併
用療法の開始時及び
終了時は、注意深く観
察すること。

本剤の OCT2
及び MATE1 の
阻害作用によ
り、メトホルミ
ンの排出が阻
害される可能
性がある。

＜改訂理由＞

エトラビリン
テビケイとエトラビリン併用時の薬物動態試験データを用いたシミュレーション結果から、「相互作用
（併用注意）
」の項のエトラビリンと本剤を併用投与する際の措置方法を、以下の通り改訂しました。
＜未治療患者及び HIV インテグラーゼ阻害薬以外の抗 HIV 薬による治療経験のある患者＞
本剤 50mg を 1 日 2 回に増量する、又はアタザナビル/リトナビル、ダルナビル/リトナビル、ロピナ
ビル/リトナビルのいずれかを併用投与する。
＜HIV インテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する患者＞
アタザナビル/リトナビル、ダルナビル/リトナビル、ロピナビル/リトナビルのいずれかを併用投与
する。

カルバマゼピン
これまでも、フェニトイン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ含有食品とともに、カルバマ
ゼピンとの相互作用に関し「相互作用」に記載し注意喚起しておりましたが、テビケイとカルバマゼピ
ン併用時の薬物動態試験の結果が得られたことから、
「相互作用（併用注意）」の項にその結果及び併用
時の措置方法を追記しました。
また、以下の通り、本薬物動態試験の結果をテビケイ錠の【薬物動態】の項に追記しました。
【薬物動態】より抜粋：
10. 相互作用
本剤を併用薬剤と投与した時の薬物動態パラメータの変化を、表-6 及び表-7 に示す。
表-7 ドルテグラビルの薬物動態に及ぼす併用薬剤の影響
併用薬剤及び用量

本剤の
用量

例数

カルバマゼピン
300mg 1 日 2 回

50mg
1日1回

14

他剤併用時/非併用時のドルテグラビルの薬物動態パラメータの幾何
平均比 (90%信頼区間)；影響なし= 1.00
Cτ 又は C24
AUC
Cmax
0.27
0.51
0.67
(0.24, 0.31)
(0.48, 0.55)
(0.61, 0.73)

社内資料：薬物相互作用に関する試験（200901）
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メトホルミン
メトホルミンと併用時にはメトホルミンの血漿中濃度を増加させる可能性があることから、これまでも
「相互作用」の項に記載し注意喚起しておりましたが、テビケイとメトホルミン併用時の薬物動態試験
の結果が得られたことから、「相互作用（併用注意）」の項にその結果を追記しました。
また、以下の通り、本薬物動態試験の結果をテビケイ錠の【薬物動態】の項に追記しました。
【薬物動態】より抜粋
10. 相互作用
本剤を併用薬剤と投与した時の薬物動態パラメータの変化を、表-6 及び表-7 に示す。

表-6 併用薬剤の薬物動態に及ぼすドルテグラビルの影響
併用薬剤及び用
量

本剤の
用量

メトホルミン
500mg 1 日 2 回
メトホルミン
500mg 1 日 2 回

50mg
1日1回
50mg
1日2回

例数
14
14

本剤併用時/非併用時の併用薬剤の薬物動態パラメータの幾何平均比
(90%信頼区間)；影響なし= 1.00
Cτ 又は C24
AUC
Cmax
1.79
1.66
－
(1.65, 1.93)
(1.53, 1.81)
2.45
2.11
－
(2.25, 2.66)
(1.91, 2.33)

社内資料：薬物相互作用に関する試験（201167）
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2.3 副作用（その他の副作用）：自主改訂
下記の副作用を追記しました。
テビケイ
精神神経系：「うつ病」
「自殺企図」
「自殺念慮」
トリーメク
精神神経系：「自殺企図」「自殺念慮」
＜テビケイ＞
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前
4. 副作用

4. 副作用
(2) その他の副作用

(2) その他の副作用注 1）

注 1）

1～2%未 1%未満
満
頭痛、不眠
うつ病
精神・
症、めまい、
神経系
異常な夢
2%以上

自殺念慮、
自殺企図

注1） 副作用の頻度については、成人 HIV 感染症患者を対象とした海外
臨床試験成績に基づき記載した。
注2） 海外臨床試験（ING111762、ING112276、ING112961、ING113086、

1～2%
未満

2%以上

頻度不明注
2）

精神・
神経系

1%未
満

頻度不
明注 2）

頭痛、不
眠症、め
まい、異
常な夢

注1） 副作用の頻度については、成人 HIV 感染症患者を対象と
した海外臨床試験成績に基づき記載した。
注2） 海外臨床試験（ING111762、ING112276、ING112961、

ING114467）以外から報告された副作用は頻度不明とした。

ING113086、ING114467）以外から報告された副作用は頻
度不明とした。

＜トリーメク＞
改訂後（下線部：改訂箇所）

改訂前

4. 副作用

4. 副作用

(2) その他の副作用注）

(2) その他の副作用注）

1%以上
不眠症、頭痛、浮
精神・ 動性めまい、異常
神経系 な夢、うつ病、傾
眠、睡眠障害

1%未満
頻度不明
錯感覚、不 末梢性ニュー
安、嗜眠、 ロパチー、感
情障害、自殺
自殺企図
念慮

注）副作用の頻度については、成人 HIV 感染症患者を対象とした海外臨
床試験成績（ING114467、ING113086、ING114915、ING112276）に

1%以上
不眠症、頭痛、
浮動性めまい、
精神・
異常な夢、うつ
神経系
病、傾眠、睡眠
障害

1%未満
錯感覚、
不安、嗜
眠

頻度不明
末梢性ニ
ューロパ
チー、感
情障害

注）副作用の頻度については、成人 HIV 感染症患者を対象とし
た海外臨床試験成績（ING114467、ING113086、ING114915、

基づき記載した。

ING112276）に基づき記載した。

＜改訂理由＞
これら事象に関連する症例が、国内外で集積されたことから「副作用」の項に追記しました。
テビケイにおけるこれら事象の頻度については、成人 HIV 感染症患者を対象とした海外臨床試験成績
（ING111762、ING112276、ING112961、ING113086、ING114467）に基づき、うつ病は「１％未満」、自
殺念慮、自殺企図は「頻度不明」と記載しました。
トリーメクにおける頻度については、成人 HIV 感染症患者を対象とした海外臨床試験成績（ ING114467 、
ING113086 、ING114915、ING112276）に基づき、自殺企図は「１％未満」、自殺念慮は「頻度不明」と
記載しました。
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2.4 妊婦、産婦、授乳婦等への投与：自主改訂
乳汁移行に関する記載を最新のデータに更新しました。
（エピビル、エプジコム、コンビビル、ザイアジェン、トリーメク、レトロビル）
＜エピビル＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせるこ
と。［経口投与されたラミブジンはヒト乳汁中に排泄され
ることが報告されている（乳汁中濃度：<0.5–8.2µg/mL）4）。
また、ラミブジンの母体血漿中濃度と乳汁中濃度の比率は
0.6～3.3 であることが報告されている。乳児の血清中のラ
ミブジン濃度は 18～28ng/mL であったとの報告がある。］

改訂前（取消し線部：削除）
【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさ
せること。
［経口投与されたラミブジンはヒト乳汁
中に排泄され、血清中の濃度と同じ（1～8μg/mL）
であることが報告されている。］

【主要文献】
4）Moodley,J.,et al.：J Infect Dis,178,1327-1333(1998)

＜エプジコム＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前（取消し線部：削除）
【使用上の注意】
【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさ
(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせるこ
せること。［ラミブジン：経口投与されたラミ
と。
［ラミブジン：経口投与されたラミブジンはヒト乳
ブジンはヒト乳汁中に排泄され、血清中の濃度
汁中に排泄されることが報告されている（乳汁中濃
度：<0.5–8.2µg/mL）4）。また、ラミブジンの母体血漿
と同じ（1～8μg/mL）であることが報告されて
中濃度と乳汁中濃度の比率は 0.6～3.3 であることが報
いる。アバカビル：ラットにおいてアバカビル
告されている。乳児の血清中のラミブジン濃度は 18～
及びその代謝物が乳汁中に移行することが報
28ng/mL であったとの報告がある。
告されており、ヒトにおいても乳汁中に移行す
アバカビル：アバカビルの母体血漿中濃度と乳汁中濃度
ることが予想される。また、一般に、HIV の乳
の比率は 0.9 であることが報告されている 5）。また、一
児への移行を避けるため、あらゆる状況下にお
般に、HIV の乳児への移行を避けるため、あらゆる状況
いて HIV に感染した女性は授乳すべきでな
下において HIV に感染した女性は授乳すべきでない。］
い。］
【主要文献】
4）Moodley,J.,et al.：J Infect Dis,178,1327-1333(1998)
5）Shapiro,R.L.,et al.：Antiviral Therapy,18,585-590（2013）
＜コンビビル＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前（取消し線部：削除）
【使用上の注意】
【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(2）授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。 (2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさ
［ジドブジン：経口投与されたジドブジン（200mg、単回 せること。
［ジドブジン：経口投与されたジドブジ
投与）は、ヒト乳汁中に排泄され、血清中の濃度と同じで ン（200mg、単回投与）は、ヒト乳汁中に排泄され、
あることが報告されている。また、ジドブジンの母体血漿 血清中の濃度と同じであることが報告されてい
中濃度と乳汁中濃度の比率は 0.4～3.2 であることが報告さ る。
れている。乳児の血清中のジドブジン濃度は 24ng/mL であ ラミブジン：経口投与されたラミブジンはヒト乳
ったとの報告がある 11）。
汁中に排泄され、血清中の濃度と同じ（1～8μg/mL）
ラミブジン：経口投与されたラミブジンはヒト乳汁中に排 であることが報告されている。］
泄されることが報告されている（乳汁中濃度：
<0.5–8.2µg/mL）12）。また、ラミブジンの母体血漿中濃度と
乳汁中濃度の比率は 0.6～3.3 であることが報告されてい
る。乳児の血清中のラミブジン濃度は 18～28ng/mL であっ
たとの報告がある。
］
【主要文献】
11）Mirochnick, M., et al.：Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(3), 1170-1176（2009）
12）Moodley,J.,et al.：J Infect Dis,178,1327-1333(1998)
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＜ザイアジェン＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前（取消し線部：削除）
【使用上の注意】
【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(2) 本剤投与中は授乳を中止させることが望ましい。
［生後 (2) 本剤投与中は授乳を中止させることが望まし
3 ヵ月未満の乳児に対する安全性は確立していない。な
い。［生後 3 ヵ月未満の乳児に対する安全性は
お、アバカビルの母体血漿中濃度と乳汁中濃度の比率
確立していない。なお、ラットにおいて本剤及
は 0.9 であることが報告されている 4）。また、一般に、
びその代謝物が乳汁中に移行することが報告
HIV の乳児への移行を避けるため、あらゆる状況下に
されており、ヒトにおいても乳汁中に移行する
ことが予想される。また、一般に、HIV の乳児
おいて HIV に感染した女性は授乳すべきでない｡］
への移行を避けるため、あらゆる状況下におい
て HIV に感染した女性は授乳すべきでない｡］
【主要文献】
4）Shapiro,R.L.,et al.：Antiviral Therapy,18,585-590（2013）
＜トリーメク＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前（取消し線部：削除）
6. 妊婦､産婦､授乳婦等への投与
6. 妊婦､産婦､授乳婦等への投与
(1) 略
(1) 略
(2) 本剤投与中は授乳を中止させること。［ドルテグラビ (2) 本剤投与中は授乳を中止させること。［ドルテ
グラビル：ラットにおいてドルテグラビルが乳
ル：ラットにおいてドルテグラビルが乳汁中に移行する
汁中に移行することが報告されており、ヒトに
ことが報告されており、ヒトにおいても乳汁中に移行す
おいても乳汁中に移行することが予想される
ることが予想される 9)。アバカビル：アバカビルの母体
9)
血漿中濃度と乳汁中濃度の比率は 0.9 であることが報告
。アバカビル：ラットにおいてアバカビル及び
されている 10）。ラミブジン：経口投与されたラミブジン
その代謝物が乳汁中に移行することが報告され
はヒト乳汁中に排泄されることが報告されている（乳汁
ており 10)、ヒトにおいても乳汁中に移行するこ
11）
中濃度：<0.5–8.2µg/mL） 。また、ラミブジンの母体血
とが予想される。ラミブジン：経口投与された
漿中濃度と乳汁中濃度の比率は 0.6～3.3 であることが
ラミブジンはヒト乳汁中に排泄され、血清中の
報告されている。乳児の血清中のラミブジン濃度は 18
濃度と同じ（0.5～8.2μg/mL）であることが報告
～28ng/mL であったとの報告がある。また、一般に、HIV
されている 11)。また、一般に、HIV の乳児への
の乳児への移行を避けるため、あらゆる状況下において
移行を避けるため、あらゆる状況下において
HIV に感染した女性は授乳すべきでない。］
HIV に感染した女性は授乳すべきでない。］
【主要文献】
10）Shapiro,R.L.,et al.：Antiviral Therapy,18,585-590（2013）
11）Moodley,J.,et al.：J Infect Dis,178,1327-1333(1998)
＜レトロビル＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前
【使用上の注意】
【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(2）授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。 (2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさ
［経口投与されたジドブジン（200mg、単回投与）は、ヒ せること。［経口投与されたジドブジン（200mg、
ト乳汁中に排泄され、血清中の濃度と同じであることが報 単回投与）は、ヒト乳汁中に排泄され、血清中の
告されている。また、ジドブジンの母体血漿中濃度と乳汁 濃度と同じであることが報告されている。］
中濃度の比率は 0.4～3.2 であることが報告されている。乳
児の血清中のジドブジン濃度は 24ng/mL であったとの報告
がある 12）。］
【主要文献】
12）Mirochnick, M., et al.：Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(3), 1170-1176（2009）

＜改訂理由＞
ラミブジン、ジドブジン、アバカビルと授乳の関係について文献に基づき情報を更新しました。
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2.5 その他の注意：自主改訂
アバカビルと心筋梗塞との関連に関する記載を追記しました。

（エプジコム、ザイアジェン）

＜エプジコム＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前
9. その他の注意
9. その他の注意
(1)～(5)省略
(1)～(5)省略
(6) 抗 HIV 薬の多剤併用療法を受けている患者を対象に心筋梗塞の
発現頻度を調査したプロスペクティブ観察疫学研究において、ア
バカビルの使用開始から 6 ヵ月以内の患者で心筋梗塞のリスクが
増加するとの報告があるが、臨床試験の統合解析を実施した結
果、対照群と比較してアバカビル投与群の過度な心筋梗塞のリス
クは認められなかった。アバカビルと心筋梗塞の関連について
は、現在のところ結論は出ていない。予防措置として、アバカビ
ルを含む抗 HIV 療法を開始する場合には、冠動脈性心疾患の潜在
的リスクを考慮し、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙等の改善可
能なすべてのリスク因子を最小化させるための措置をとること。

＜ザイアジェン＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前
10. その他の注意
10. その他の注意
(1)～(4)省略
(1)～(4)省略
(5) 抗 HIV 薬の多剤併用療法を受けている患者を対象に心筋梗塞の
発現頻度を調査したプロスペクティブ観察疫学研究において、ア
バカビルの使用開始から 6 ヵ月以内の患者で心筋梗塞のリスクが
増加するとの報告があるが、臨床試験の統合解析を実施した結
果、対照群と比較してアバカビル投与群の過度な心筋梗塞のリス
クは認められなかった。アバカビルと心筋梗塞の関連について
は、現在のところ結論は出ていない。予防措置として、アバカビ
ルを含む抗 HIV 療法を開始する場合には、冠動脈性心疾患の潜在
的リスクを考慮し、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙等の改善可
能なすべてのリスク因子を最小化させるための措置をとること。

＜改訂理由＞
アバカビル含有製剤であるトリーメクの記載に合わせ、アバカビルと心筋梗塞との関連に関する記載を
エプジコム、ザイアジェンにも追記しました。
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各製剤間の記載の整合をとるための改訂
2.6

禁忌：自主改訂

他のアバカビル含有製剤の記載に合わせるため記載整備を行いました。

（ザイアジェンのみ）

改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前
【禁 忌】（次の患者には投与しないこと）
【禁 忌】（次の患者には投与しないこと）
(1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者［本剤の投 (1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
与に際しては、アバカビル含有製剤（本剤、エプジコム
［本剤の投与に際しては、本剤の服用経験を必
配合錠又はトリーメク配合錠）の服用経験を必ず確認し、
ず確認し、本剤による過敏症の既往歴がある場
アバカビルによる過敏症の既往歴がある場合は、決して
合は、決して本剤を投与しないこと｡］
（「警告」
、
本剤を投与しないこと｡］（
「警告」、｢重要な基本的注意｣
｢重要な基本的注意｣及び｢副作用｣の項参照）
及び｢副作用｣の項参照）
(2)省略
(2)省略

2.7

効能・効果に関連する使用上の注意：自主改訂

他のラミブジン含有製剤、アバカビル含有製剤の記載に合わせるため記載整備を行いました。
（エプジコムのみ）
改訂後（下線部：改訂箇所）
効能・効果に関連する使用上の注意
(1) 省略
(2) 本剤はラミブジン及びアバカビルの固定用量を含有す
る配合剤であるので、本剤に加えてラミブジン含有製
剤（エピビル錠、コンビビル配合錠、トリーメク配合
錠、ゼフィックス錠）又はアバカビル含有製剤（ザイ
アジェン錠、トリーメク配合錠）を併用投与しないこ
と。
(3)～(4)省略

改訂前
効能・効果に関連する使用上の注意
(1) 省略
(2) 本剤はラミブジン及びアバカビルの固定用量
を含有する配合剤であるので、本剤に加えて
ラミブジン製剤（エピビル錠、コンビビル配
合錠、ゼフィックス錠）又はアバカビル製剤
（ザイアジェン錠）を併用投与しないこと。
(3)～(4)省略

2.8 用法・用量に関連する使用上の注意：自主改訂
他のラミブジン含有製剤、アバカビル含有製剤の記載に合わせるため記載整備を行いました。
（トリーメクのみ）
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
(1) 省略
(1) 省略
(2) 本剤はドルテグラビル、アバカビル及びラミブジンの (2) 本剤はドルテグラビル、アバカビル及びラミ
ブジンの固定用量を含有する配合剤であるの
固定用量を含有する配合剤であるので、本剤に加えて
で、本剤に加えてドルテグラビル製剤、アバ
ドルテグラビル製剤（テビケイ錠）、アバカビル含有製
剤（ザイアジェン錠、エプジコム配合錠）
、又はラミブ
カビル製剤、ラミブジン製剤、又はアバカビ
ジン含有製剤（エピビル錠、コンビビル配合錠、エプ
ル・ラミブジン製剤を併用投与しないこと。
ジコム配合錠、ゼフィックス錠）を併用投与しないこ
ただし、本剤とエトラビリン（リトナビルで
と。ただし、本剤とエトラビリン（リトナビルでブー
ブーストしたプロテアーゼ阻害剤と併用投与
ストしたプロテアーゼ阻害剤と併用投与しない場合）
、
しない場合）
、エファビレンツ、ネビラピン、
エファビレンツ、ネビラピン、カルバマゼピン又はリ
カルバマゼピン又はリファンピシンを併用す
ファンピシンを併用する場合には、ドルテグラビルと
る場合には、ドルテグラビルとして 50mg を 1
して 50mg を 1 日 2 回投与する必要があるので、ドル
日 2 回投与する必要があるので、ドルテグラ
テグラビル製剤を本剤投与の約 12 時間後に投与する
ビル製剤を本剤投与の約 12 時間後に投与する
こと。
こと。
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2.9 重要な基本的注意：自主改訂
アバカビル過敏症に関する記載をアバカビル含有製剤であるトリーメクに合わせるため記載整備を行
いました。
＜エプジコム＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
2.重要な基本的注意
(1)本剤のHIV-2感染症に対する有効性・安全性は確
認されていない。
(2)本剤はHIV感染症治療の経験を有する医師が投
与を行うこと。
(3)本剤の再投与を考慮する際は、次のことに注意
すること。
・アバカビルによる過敏症に関連する症状は、
再投与により初回より重篤な再発が認められ
る。重篤な血圧低下をきたし死に至る可能性
があるので、アバカビルによる過敏症が疑わ
れた患者には、決して再投与しないこと。
・アバカビル含有製剤（本剤、ザイアジェン錠
又はトリーメク配合錠）を中止した理由を再
度検討し、アバカビルと過敏症との関連性が
否定できない場合は再投与しないこと。
・投与中止前に過敏症の主な症状（皮疹、発熱、
胃腸症状等）の1 つのみが発現していた患者
には、本剤の有益性が危険性を上回ると判断
される場合にのみ、必要に応じて入院のもと
で投与を行うこと。
・過敏症の症状又は徴候が認められていなかっ
た患者に対しても、直ちに医療施設に連絡で
きることを確認した上で投与を行うこと。
(4)
1）～5)省略
6) 本剤はラミブジン及びアバカビルの固定用
量を含有する配合剤であるので、本剤に加え
てラミブジン含有製剤（エピビル錠、コンビ
ビル配合錠、トリーメク配合錠、ゼフィック
ス錠）又はアバカビル含有製剤（ザイアジェ
ン錠、トリーメク配合錠）をさらに追加して
服用しないこと。
(5) ラミブジン及びアバカビルを含むヌクレオシ
ド系逆転写酵素阻害薬の単独投与又はこれら
の併用療法により、重篤な乳酸アシドーシス
(全身�怠、食欲不振、急な体重減少、胃腸障害、
呼吸困難、頻呼吸等)、肝毒性(脂肪沈着による
重度の肝腫大、脂肪肝を含む)が、女性に多く
報告されているので、上記の乳酸アシドーシス
又は肝毒性が疑われる臨床症状や検査値異常
が認められた場合には、本剤の投与を一時中止
すること。特に、肝疾患の危険因子を有する患
者においては注意すること。
(6)～(9)省略

（エプジコム、ザイアジェン）

改訂前（取消し線部：削除）
2. 重要な基本的注意
(1) 本剤の HIV-2 感染症患者に対する有効性・安全性は確
認されていない。
(2) 本剤は HIV 感染症治療の経験を有する医師が投与を行
うこと。
(3) アバカビルによる過敏症が疑われたときは本剤の投与
を直ちに中止し、決してアバカビル含有製剤（本剤、
ザイアジェン錠又はトリーメク配合錠）を再投与しな
いこと（
「副作用」の項参照）。
(4) 呼吸器疾患（肺炎、気管支炎、咽頭炎）
、インフルエン
ザ様症候群、胃腸炎、又は併用薬剤による副作用と考
えられる症状が発現した場合でも、アバカビルによる
過敏症の可能性を考慮し、過敏症が否定できない場合
は本剤の投与を直ちに中止し、決して再投与しないこ
と。
(5) 本剤の再投与を考慮する際は、次のことに注意するこ
と。
・ アバカビルによる過敏症が疑われた患者には、決し
て再投与しないこと。
・ 本剤又はザイアジェン錠を中止した理由を再度検
討し、アバカビルと過敏症との関連性が否定できな
い場合は再投与しないこと。
・ 投与中止前に過敏症の主な症状（皮疹、発熱、胃腸
症状等）の 1 つのみが発現していた患者には、本剤
の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み、必要に応じて入院のもとで投与を行うこと。
・ 過敏症の症状又は徴候が認められていなかった患
者に対しても、直ちに医療施設に連絡できることを
確認した上で投与を行うこと。
(6) 過敏症が発現した患者には、アバカビル含有製剤（本
剤、ザイアジェン錠又はトリーメク配合錠）を二度と
服用しないよう十分指導するとともに、担当医又は医
療施設を変わる場合には本剤による過敏症が発現し
た旨を新しい担当医に伝えるよう十分指導すること。
(7)
1）～5)省略
6) 本剤はラミブジン及びアバカビルの固定用量を含有
する配合剤であるので、本剤に加えてラミブジン製剤
（エピビル錠、コンビビル配合錠、ゼフィックス錠）
又はアバカビル製剤（ザイアジェン錠）をさらに追加
して服用しないこと。
(8) ラミブジン及びアバカビルを含むヌクレオシド系逆転
写酵素阻害薬の単独投与又はこれらの併用療法によ
り、重篤な乳酸アシドーシス(全身�怠、食欲不振、急
な体重減少、胃腸障害、呼吸困難、頻呼吸等)、肝毒性
(脂肪沈着による重度の肝腫大、脂肪肝を含む)が、女
性に多く報告されているので、上記の乳酸アシドーシ
ス又は肝毒性が疑われる臨床症状や検査値異常が認
められた場合には、本剤の投与を一時中止すること。
特に、肝疾患の危険因子を有する患者においては注意
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改訂後（下線部：改訂箇所）

＜ザイアジェン＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
2.重要な基本的注意
(1)本剤のHIV-2感染症に対する有効性・安全性は確
認されていない。
(2)本剤はHIV感染症治療の経験を有する医師が投
与を行うこと。
(3)本剤の再投与を考慮する際は、次のことに注意
すること。
・アバカビルによる過敏症に関連する症状は、
再投与により初回より重篤な再発が認められ
る。重篤な血圧低下をきたし死に至る可能性
があるので、本剤による過敏症が疑われた患
者には、決して再投与しないこと。
・アバカビル含有製剤（本剤、エプジコム配合
錠又はトリーメク配合錠）を中止した理由を
再度検討し、アバカビルと過敏症との関連性
が否定できない場合は再投与しないこと。
・投与中止前に過敏症の主な症状（皮疹、発熱、
胃腸症状等）の1 つのみが発現していた患者
には、本剤の有益性が危険性を上回ると判断
される場合にのみ、必要に応じて入院のもと
で投与を行うこと。
・過敏症の症状又は徴候が認められていなかっ
た患者に対しても、直ちに医療施設に連絡で
きることを確認した上で投与を行うこと。
(4)～(6) 変更なし
(7)
1)～3) 省略
4)アバカビルの再投与により重症又は致死的な
過敏症が数時間以内に発現する可能性がある。
したがって、本剤の服用を中断した後に再びア
バカビル含有製剤（本剤、エプジコム配合錠又
はトリーメク配合錠）を服用する際には、必ず
担当医に相談すること。担当医又は医療施設を
変わる場合には本剤の服用歴がある旨を新し
い担当医に伝えること。
(8) 省略

改訂前（取消し線部：削除）
すること。
(9)～(11)省略

改訂前（取消し線部：削除）
2.重要な基本的注意
(1)本剤のHIV-2感染症に対する有効性・安全性は確認され
ていない。
(2)本剤はHIV感染症治療の経験を有する医師が投与を行
うこと。
(3)本剤による過敏症が疑われたときは本剤の投与を直ち
に中止し、決してアバカビル製剤（本剤又はエプジコ
ム配合錠）を再投与しないこと。
（
「副作用」の項参照）
(4)呼吸器疾患（肺炎、気管支炎、咽頭炎）
、インフルエン
ザ様症候群、胃腸炎、又は併用薬剤による副作用と考
えられる症状が発現した場合でも、
本剤による過敏症の
可能性を考慮し、過敏症が否定できない場合は本剤の
投与を直ちに中止し、決して再投与しないこと。
(5)本剤の再投与を考慮する際は、次のことに注意するこ
と。
・本剤による過敏症が疑われた患者には、決して再投
与しないこと。
・本剤を中止した理由を再度検討し、過敏症との関連
性が否定できない場合は再投与しないこと。
・投与中止前に過敏症の主な症状（皮疹、発熱、胃腸症
状等）の1 つのみが発現していた患者には、本剤の有
益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ、必要
に応じて入院のもとで投与を行うこと。
・過敏症の症状又は徴候が認められていなかった患者に
対しても、直ちに医療施設に連絡できることを確認し
た上で投与を行うこと。
(6)過敏症が発現した患者には、アバカビル製剤（本剤又は
エプジコム配合錠）を二度と服用しないよう十分指導
するとともに、担当医又は医療施設を変わる場合には本
剤による過敏症が発現した旨を新しい担当医に伝える
よう十分指導すること。
(7)～(9) 省略
(10)
1)～3) 省略
4)本剤の再投与により重症又は致死的な過敏症が数時
間以内に発現する可能性がある。したがって、本剤の
服用を中断した後に再びアバカビル含有製剤（本剤、
エプジコム配合錠又はトリーメク配合錠）を服用する
際には、必ず担当医に相談すること。担当医又は医療
施設を変わる場合には本剤の服用歴がある旨を新しい
担当医に伝えること。
(11) 省略
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2.10 副作用（重大な副作用）：自主改訂
アバカビル過敏症の記載をアバカビル含有製剤であるトリーメクに合わせ記載整備を行いました。
（エプジコム、ザイアジェン）
＜エプジコム＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
改訂前（取消し線部：削除）
4.副作用
4.副作用
概要 変更なし
概要 略
(1)重大な副作用
(1)重大な副作用
：
1)過敏症（頻度不明）
1)過敏症：
アバカビルの投与により発熱又は皮疹を伴う多
①海外の臨床試験において、アバカビル投与患者の約
臓器及び全身性の過敏症があらわれることがあ
5%に過敏症の発現を認めており、まれに致死的とな
るので、観察を十分に行い、以下に示すような
ることが報告されている。
徴候又は症状があらわれた場合には、直ちに投
②過敏症は、通常、アバカビル製剤による治療開始6
与を中止し、適切な処置を行うこと（
「重要な基
週以内（中央値11日）に発現するが、その後も継続
本的注意」の項参照）。
して観察を十分に行うこと。
皮 膚：皮疹*（通常、斑状丘疹性皮疹又は蕁
③アバカビルによる過敏症の特徴は多臓器及び全身に
症状を認めることである。過敏症を発現するほとん
麻疹）
、多形紅斑
どの患者に発熱又は皮疹が認められる｡過敏症の徴
消化器：嘔気*、嘔吐*、下痢*、腹痛*、口腔
潰瘍
候又は症状は以下のとおりである。
皮 膚：皮疹*（通常、斑状丘疹性皮疹又は蕁麻疹）、
呼吸器：呼吸困難*、咳*、咽頭痛、急性呼吸
促迫症候群、呼吸不全
多形紅斑
精神神経系：頭痛*、感覚異常
消化器：嘔気*、嘔吐*、下痢*、腹痛*、口腔潰瘍
血 液：リンパ球減少
呼吸器：呼吸困難*、咳*、咽頭痛、急性呼吸促迫症
候群、呼吸不全
肝 臓：肝機能検査値異常*（AST（GOT）、
ALT（GPT）等の上昇）
、肝不全
精神神経系：頭痛*、感覚異常
筋骨格：筋痛*、筋変性（横紋筋融解、筋萎
血 液：リンパ球減少
縮等）、関節痛、CK（CPK）上昇
肝 臓：肝機能検査値異常*（AST（GOT）、ALT（GPT）
等の上昇）
、肝不全
泌尿器：クレアチニン上昇、腎不全
眼 ：結膜炎
筋骨格：筋痛*、筋変性（横紋筋融解、筋萎縮等）、
関節痛、CK（CPK）上昇
その他：発熱*、嗜眠*、倦怠感*、疲労感*､
浮腫、リンパ節腫脹、血圧低下、粘膜障害、
泌尿器：クレアチニン上昇、腎不全
アナフィラキシー
眼 ：結膜炎
*アバカビルによる過敏症発現患者のうち
その他：発熱*、嗜眠*、倦怠感*、疲労感*､浮腫、リ
ンパ節腫脹、血圧低下、粘膜障害、アナフィラキシ
10 %以上にみられた症状
ー
*アバカビルによる過敏症発現患者のうち10 %以上
にみられた症状
④過敏症に関連する症状は、アバカビル製剤の投与継
続により悪化し、生命を脅かす可能性がある｡通常、
アバカビル製剤の投与中止により回復する。
⑤アバカビルによる過敏症発現後の再投与により、症
状の再発が数時間以内に認められる。これは初回よ
りさらに重篤であり、重篤な血圧低下が発現する可
能性及び死に至る可能性がある。したがって、過敏
症が発現した場合は、本剤の投与を中止し、決して
再投与しないこと。
⑥アバカビルによる過敏症の発現及びその重篤度を予
測する危険因子は特定されていない。
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＜ザイアジェン＞
改訂後（下線部：改訂箇所）
4.副作用
使用成績調査において、安全性判定対象症例 643
例中、副作用が報告されたのは 306 例（47.6%）で
あり、その主な副作用は高脂血症・血中トリグリセ
リド増加等の体脂肪の再分布/蓄積 141 例（21.9％）
、
悪心 39 例（6.1％）、発疹 37 例（5.8%）であった
（再審査終了時）。
(1)重大な副作用
：
1)過敏症（頻度不明）
アバカビルの投与により発熱又は皮疹を伴う多
臓器及び全身性の過敏症があらわれることがあ
るので、観察を十分に行い、以下に示すような
徴候又は症状があらわれた場合には、直ちに投
与を中止し、適切な処置を行うこと（
「重要な基
本的注意」の項参照）。
皮 膚：皮疹*（通常、斑状丘疹性皮疹又は蕁
麻疹）
、多形紅斑
消化器：嘔気*、嘔吐*、下痢*、腹痛*、口腔
潰瘍
呼吸器：呼吸困難*、咳*、咽頭痛、急性呼吸
促迫症候群、呼吸不全
精神神経系：頭痛*、感覚異常
血 液：リンパ球減少
肝 臓：肝機能検査値異常*（AST（GOT）、
ALT（GPT）等の上昇）
、肝不全
筋骨格：筋痛*、筋変性（横紋筋融解、筋萎
縮等）、関節痛、CK（CPK）上昇
泌尿器：クレアチニン上昇、腎不全
眼 ：結膜炎
その他：発熱*、嗜眠*、倦怠感*、疲労感*､
浮腫、リンパ節腫脹、血圧低下、粘膜障害、
アナフィラキシー
*過敏症発現患者のうち10 %以上にみられた
症状

改訂前（取消し線部：削除）
4.副作用
使用成績調査において、安全性判定対象症例 643 例中、副
作用が報告されたのは 306 例（47.6%）であり、その主な
副作用は高脂血症・血中トリグリセリド増加等の体脂肪の
再分布/蓄積 141 例（21.9％）、悪心 39 例（6.1％）、発疹
37 例（5.8%）であった（再審査終了時）。
(1)重大な副作用
1)過敏症：
①海外の臨床試験において、本剤投与患者の約5%に過
敏症の発現を認めており、まれに致死的となること
が報告されている。
②過敏症は、通常、本剤による治療開始6週以内（中央
値11日）に発現するが、その後も継続して観察を十
分に行うこと。
③過敏症の特徴は多臓器及び全身に症状を認めること
である。過敏症を発現するほとんどの患者に発熱又
は皮疹が認められる｡過敏症の徴候又は症状は以下
のとおりである。
皮 膚：皮疹*（通常、斑状丘疹性皮疹又は蕁麻疹）、
多形紅斑
消化器：嘔気*、嘔吐*、下痢*、腹痛*、口腔潰瘍
呼吸器：呼吸困難*、咳*、咽頭痛、急性呼吸促迫症
候群、呼吸不全
精神神経系：頭痛*、感覚異常
血 液：リンパ球減少
肝 臓：肝機能検査値異常*（AST（GOT）、ALT（GPT）
等の上昇）
、肝不全
筋骨格：筋痛*、筋変性（横紋筋融解、筋萎縮等）、
関節痛、CK（CPK）上昇
泌尿器：クレアチニン上昇、腎不全
眼 ：結膜炎
その他：発熱*、嗜眠*、倦怠感*、疲労感*､浮腫、リ
ンパ節腫脹、血圧低下、粘膜障害、アナフィラキシ
ー
*過敏症発現患者のうち10 %以上にみられた症状
④過敏症に関連する症状は、本剤の投与継続により悪
化し、生命を脅かす可能性がある｡通常、本剤の投与
中止により回復する。
⑤本剤による過敏症発現後の再投与により、症状の再
発が数時間以内に認められる。これは初回よりさら
に重篤であり、重篤な血圧低下が発現する可能性及
び死に至る可能性がある。したがって、過敏症が発
現した場合は、本剤の投与を中止し、決して再投与
しないこと。
⑥本剤による過敏症の発現及びその重篤度を予測する
危険因子は特定されていない。
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3. 「使用上の注意」以外の添付文書改訂箇所
「使用上の注意」以外にも改訂を行いましたので、主な内容を以下に記載致します。
3.1 組成・性状：記載様式を表形式に変更しました。（ザイアジェン、コンビビル、レトロビル）
「ジドブジン」に「日局」を追記しました。（コンビビル、レトロビル）
3.2 薬物動態：カルバマゼピン、メトホルミンとの薬物動態試験結果を追記しました。（テビケイ）
：抗 HIV 薬による治療経験のない成人 HIV 感染症患者を対象とし
3.3 臨床成績（外国人における成績）
た二重盲検比較試験（SINGLE：ING114467）の 96 週及び 144 週データが得られたことから情報を
更新しました（テビケイ）
3.4 薬効薬理（抗ウイルス作用）
：薬効薬理について最新の文献より新たに得られた情報に基づき、他の
抗 HIV 薬併用による相加相乗作用に関する記載を改訂しました。
（エピビル、エプジコム、コンビビル、ザイアジェン、トリーメク、レトロビル）

プロモーション提携：

製造販売元：
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作成年月 2016年6月
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