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―医薬品の適正使用に欠かせない情報です。ご使用前に必ずお読みください―

新医薬品の「使用上の注意」の解説

注）医師等の処方箋により使用すること

【警告】
B型慢性肝炎を合併している患者では、本剤の投与中止により、B型慢性肝炎が再
燃するおそれがあるので、本剤の投与を中断する場合には十分注意すること。特
に非代償性の場合、重症化するおそれがあるので注意すること。

【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
（2）次の薬剤を投与中の患者：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、ホスフェニトイン、セイヨウオトギリソウ（セント･ジ
ョーンズ･ワート）含有食品（「相互作用」の項参照）

製造販売元：ギリアド・サイエンシズ株式会社

はじめに
ビクタルビ®配合錠は、ビクテグラビルナトリウム、エムトリシタビン、テノホビル ア
ラフェナミドフマル酸塩の固定用量配合錠です。ビクテグラビルは、米ギリアド・サイ
エンシズ社が開発した、1日1回投与に適した薬物動態プロファイルを有するインテグラー
ゼ阻害薬であり、ガイドラインで推奨される核酸系逆転写酵素阻害薬の組み合わせであ
るエムトリシタビンとテノホビル アラフェナミドとの併用レジメンとして開発が進み
ました。
海外では４つの第Ⅲ相試験が行われています。そのうち2つの試験では、抗レトロウイ
ルス療法未経験の患者を対象とし、本剤と多剤併用HIV療法薬剤であるドルテグラビル／
アバカビル／ラミブジンとの比較、あるいは本剤とドルテグラビル + エムトリシタビ
ン／テノホビル アラフェナミドとの比較が行われました。他の２つの試験では、ウイ
ルス学的に抑制されているHIV感染患者を対象とし、多剤併用HIV療法薬剤であるドル
テグラビル／アバカビル／ラミブジンによるレジメン、あるいはリトナビル又はコビシ
スタット＋プロテアーゼ阻害薬（アタザナビル又はダルナビル）＋核酸系逆転写酵素阻
害薬（エムトリシタビン／テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩又はアバカビル／ラ
ミブジン）の併用レジメンから本剤への切り替えによる有効性と安全性について検討が
行われました。その結果、いずれの試験でも有効性において本剤が既存の治療レジメン
に対して非劣性であることが示され、また忍容性が確認されました。
この結果に基づいて、3成分配合の新規の抗HIV薬として日本で製造販売承認を得まし
た。本剤によりHIV感染患者の長期治療において、有効性、忍容性が高く、食事の有無
にかかわらず1日1回1錠の服用で治療が可能な小型錠剤による治療を提供することが可
能となりました。
本冊子では、本剤を使用する際の注意事項を項目ごとに解説しました。本剤の適正使用の一
助となれば幸いです。なお、本剤の使用に際しましては、添付文書及びインタビューフォー
ムもご参照ください。
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【効能・効果】
HIV-1感染症

【用法・用量】
通常、成人には1回1錠（ビクテグラビルとして50 mg、エムトリシタビンとして200 mg及びテノホビ
ル アラフェナミドとして25 mgを含有）を1日1回経口投与する。

2

【警

告】

【警告】
B型慢性肝炎を合併している患者では、本剤の投与中止により、B型慢性肝炎が再燃するおそれがある
ので、本剤の投与を中断する場合には十分注意すること。特に非代償性の場合、重症化するおそれが
あるので注意すること。

解説
HBV及びHIV感染症の合併例において、本剤の投与中止後にB型慢性肝炎が悪化する可能性があります。
また、特に非代償性肝疾患を有する患者において、抗HBV作用を有する薬剤の投与終了後に肝炎が重
症化する可能性があります。

【禁忌】
【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
（2）次の薬剤を投与中の患者：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、ホスフェニトイン、セイヨウオトギリソウ（セント･ジョーンズ･ワート）含有食品（「相
互作用」の項参照）

解説
1.

本剤の成分に対して過敏症の既往歴がある患者においては、本剤の投与により過敏症を起こす可能
性があるため、投与しないでください。

2.

「3. 相互作用」の項（12頁）をご参照ください。
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【効能・効果に関連する使用上の注意】
＜効能・効果に関連する使用上の注意＞
1. 以下のいずれかのHIV-1感染症患者に使用すること。
（1）抗HIV薬による治療経験がない患者
（2）ウイルス学的失敗の経験がなく、切り替え前3ヵ月間以上においてウイルス学的抑制（HIV-1
RNA量が50 copies/mL未満）が得られており、ビクテグラビル、エムトリシタビン又はテノホ
ビルに対する耐性関連変異を持たず、本剤への切り替えが適切であると判断される抗HIV薬既
治療患者
2. 本剤による治療に当たっては、患者の治療歴及び可能な場合には薬剤耐性検査（遺伝子型解析あ
るいは表現型解析）を参考にすること。

解説
1．本剤の対象患者について、以下のとおり設定しています。
（1）表1に示したように、抗レトロウイルス療法未経験の成人HIV感染被験者を対象として、本剤の有
効性と安全性を検討する目的で、2つの第Ⅲ相試験（GS-US-380-14891及びGS-US-380-14902）が実
施されました。その結果、本剤1日1回投与群とドルテグラビル／アバカビル／ラミブジン群ある
いはドルテグラビル + エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミド群を比較した場合、有効
性において本剤の非劣性が明らかとなりました。

表1 1489試験及び1490試験の結果（治験薬投与48週）
試験
項目

GS-US-380-1489
本剤群

HIV-1RNA量が50 copies/mL
未満の被験者の割合a
群間差［95.002％ 信頼区間］a, b
ウイルス学的失敗例（％）a, c

DTG/ABC/3TC群

92.4％
93.0％
（290/314例）
（293/315例）
-0.6［-4.8, 3.6］%
1.0%
2.5%
（3/314例）
（8/315例）

GS-US-380-1490
本剤群

DTG+FTC/TAF群

89.4％
92.9％
（286/320例）
（302/325例）
-3.5［-7.9, 1.0］%
4.4%
1.2%
（14/320例）
（4/325例）

a: 欠測値はFDA snapshot algorithmに従い取り扱われた。
b: スクリーニング時点でのHIV-1 RNA量（100,000 copies/mL以下、100,000 copies/mL超）及び地域（米国、米国以外）を層別因子
として調整。
c: 以下①〜③のいずれかに該当した被験者。① 投与48週時のHIV-1 RNA量 50 copies/mL以上、② 有効性の欠如による中止例、
③ 有効性の欠如以外の理由による中止例のうち、最終検査時にHIV-1 RNA量50 copies/mL以上
DTG/ABC/3TC群

: ドルテグラビル／アバカビル／ラミブジン群

DTG + FTC/TAF群 : ドルテグラビル + エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミド群
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（2）抗HIV薬の治療経験がある患者において本剤に切り替える場合、本剤の薬効発現に重要な因子の1
つとして、ウイルスが本剤の有効成分に対し感受性を示すことが挙げられます。そのため、ウイ
ルス学的抑制が得られており本剤の有効成分に対する耐性関連変異を持たない患者を対象として
います。
本剤の海外第Ⅲ相試験（GS-US-380-1844試験3及びGS-US-380-1878試験4）において、以下の患者で
本剤の有効性が確認されたため、他の抗HIV薬による治療経験がある患者において本剤に切り替
える場合には、これらの情報を参考にしてください。
 切り替え前3ヵ月以上ウイルス学的抑制（HIV-1 RNA量50 copies/mL未満）が認められている
患者
 本剤の有効成分（ビクテグラビル／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミド）に対し
て耐性のない患者

2.

HIVは、変異により薬剤耐性が発現しやすいウイルスです。薬剤耐性を考慮し、薬剤耐性検査を参
考にして適切な薬剤の選択を行います。薬剤耐性検査には、遺伝子型解析と表現型解析があり、遺
伝子型解析が保険適応となっています。過去にインテグラーゼ阻害薬による治療失敗又は治療中断
歴のある患者では、インテグラーゼ阻害薬耐性変異を有している可能性を考慮するようお願いしま
す。治療中断直後には耐性検査が実施されずインテグラーゼ阻害薬耐性変異の有無の情報が得られ
ない可能性があり、また、時間経過によりインテグラーゼ阻害薬耐性変異が検出されにくくなる可
能性があります。なお、本剤の投与によりビクテグラビル、エムトリシタビン及びテノホビル ア
ラフェナミドそれぞれに対する耐性変異が生じた場合は、本剤の投与中止、抗HIV薬の治療レジメ
ンの変更等適切な処置を行うようお願いします。

1

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1489）

2

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1490）

3

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1844）

4

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1878）
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【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. 本剤はビクテグラビルナトリウム、エムトリシタビン及びテノホビル アラフェナミドフマル酸塩
の3成分を含有した配合錠である。これらの成分を含む製剤と併用しないこと。また、テノホビル
ジソプロキシルフマル酸塩を含む製剤についても併用しないこと。
2. 投与開始時に、クレアチニン・クリアランスが30 mL/分以上であることを確認すること。本剤投与後、
クレアチニン・クリアランスが30 mL/分未満に低下した場合は、投与の中止を考慮すること。

解説
1. 本剤の有効成分と同一の成分を同時併用した場合、その成分が過量投与となる可能性があります。
したがって、ビクタルビ配合錠の薬効成分と同一の成分を含む医薬品の併用は避けてください。
2. クレアチニン・クリアランスが80 mL/分超の被験者と比較して重度の腎機能障害（クレアチニン・
クリアランス：30 mL/分未満）を有する被験者では、本剤の薬効成分の1つであるエムトリシタビ
ンのCmax及びAUCはそれぞれ約30%及び約200％上昇し1、テノホビル アラフェナミドのCmax及び
AUCinfはそれぞれ1.8倍及び1.9倍、その代謝物であるテノホビルのCmax及びAUCinfはそれぞれ2.8倍
及び5.7倍上昇しました2,3。
ビクテグラビルは主として肝による代謝を受け、糞中に排泄されるため血中濃度が腎機能障害の影
響を受ける可能性は低いと考えられます。しかし、重度の腎機能障害（クレアチニン・クリアラン
ス：15 mL/分以上、30 mL/分未満）を有する被験者の血漿中ビクテグラビルの結合型及び非結合
型の総AUCinf及びCmaxは、腎機能正常被験者と比較して、それぞれ27%及び20%低下しました4。ま
た、重度の腎機能障害を有する被験者のビクテグラビルの血漿蛋白非結合型分率は、腎機能正常被
験者と比較して高く、薬効に直接関与する非結合型ビクテグラビルのAUCinf及びCmaxは両群間で同
程度でした。
したがって、本剤の投与開始前にクレアチニン・クリアランスが30 mL/分以上であることを確認す
るようお願いします。また、投与開始後にクレアチニン・クリアランスが30 mL/分未満に低下した
場合には、本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うようお願いします。
1

社内資料（FTC-Renal impairment: FTC-107）

2

社内資料（TAF-Renal impairment: GS-US-120-0108）

3

社内資料（TAF renal-impairment: GS-US-120-0108、TAF-Population PK in patients with dialysis and ESRD: QP2015-1004 TAF ESRD）

4

社内資料（BIC-Renal impairment: GS-US-141-1479）
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【使用上の注意】
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1） 重度の腎機能障害のある患者［エムトリシタビンの血中濃度が上昇する（「薬物動態」の項参照）。
］
（2）重度の肝機能障害のある患者［重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。］

解説
1.

重度の腎機能障害患者（クレアチニン・クリアランス30 mL/分未満）への本剤の投与については、
十分なデータが得られていません。腎機能障害患者ではエムトリシタビンの血中濃度が上昇するこ
とから、本剤の投与開始前にクレアチニン・クリアランスが30 mL/分以上であることを確認するよ
うお願いします。また、投与開始後にクレアチニン・クリアランスが30 mL/分未満に低下した場合
には、本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うようお願いします。

2. ビクテグラビルのヒトにおける主要な消失経路は肝代謝であることから1,2、ビクテグラビルの高い
血中濃度による障害／副作用を避けるため設定しました。
1

社内資料（BIC-In vitro protein binding: AD-141-2287）

2

社内資料（BIC-Blood to plasma ratio: AD-141-2312）
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【使用上の注意】
2. 重要な基本的注意
（1）本剤の使用に際しては、患者又はそれに代わる適切な者に次の事項についてよく説明し同意を
得た後、使用すること。
1） 本剤はHIV感染症の根治療法薬ではないことから、日和見感染症を含むHIV感染症の進展に伴
う疾病を発症し続ける可能性があるので、本剤投与開始後の身体状況の変化についてはすべて
担当医に報告すること。
2） 本剤の長期投与による影響については現在のところ不明であること。
3） 本剤による治療が、性的接触又は血液汚染等による他者へのHIV感染の危険性を低下させるか
どうかは証明されていないこと。
4） 担当医の指示なしに用量を変更したり、服用を中止したりしないこと。
5） 本剤は併用薬剤と相互作用を起こすことがあるため、服用中のすべての薬剤を担当医に報告す
ること（「相互作用」の項参照）。また、本剤で治療中に新たに他の薬剤を服用する場合、事
前に担当医に相談すること。
（2） 本剤はHIV-1感染症に対して1剤で治療を行うものであるため、他の抗HIV薬と併用しないこと。
また、エムトリシタビンと類似の薬剤耐性、ウイルス学的特性を有しているラミブジンを含む
製剤と併用しないこと。
（3） エムトリシタビン又はテノホビルを含む核酸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及び脂肪沈着による重度の肝腫大（脂肪肝）が報告され
ているので、乳酸アシドーシス又は肝細胞毒性が疑われる臨床症状又は検査値異常（アミノト
ランスフェラーゼの急激な上昇等）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。
（4） 抗HIV薬の多剤併用療法を行った患者で、免疫再構築炎症反応症候群が報告されている。投与
開始後、免疫機能が回復し、症候性のみならず無症候性日和見感染（マイコバクテリウムアビ
ウムコンプレックス、サイトメガロウイルス、ニューモシスチス等によるもの）等に対する
炎症反応が発現することがある。また、免疫機能の回復に伴い自己免疫疾患（甲状腺機能亢進
症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等）が発現するとの報告があるので、これ
らの症状を評価し、必要時には適切な治療を考慮すること。
（5）本剤投与前は、クレアチニンクリアランス等の腎機能検査を実施し、腎機能障害の有無を確認す
ること。また、本剤投与後も定期的な検査等により、患者の状態を注意深く観察し、腎機能障
害のリスクを有する患者にはクレアチニンクリアランス及び血清リンの検査を実施すること。
腎毒性を有する薬剤との併用は避けることが望ましい。
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2. 重要な基本的注意（続き）
（6）テノホビル アラフェナミドフマル酸塩を含有する製剤の非臨床試験及び臨床試験において、骨
密度の低下と骨代謝の生化学マーカーの上昇が認められ、骨代謝の亢進が示唆された。また、抗
HIV薬による治療経験がないHIV-1感染症患者に対し、テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
を含有する製剤が投与された臨床試験において、骨密度が低下した症例が認められた。病的骨折
の既往のある患者又はその他の慢性骨疾患を有する患者では、十分な観察を行い、異常が認めら
れた場合には、投与を中止する等、適切な処置を行うこと。
（7）アジア系人種におけるエムトリシタビンの薬物動態は十分に検討されていないが、少数例の健康
成人及びB型慢性肝炎のアジア系人種において、Cmaxの上昇を示唆する成績が得られているの
で、HBV感染症合併患者を含め、副作用の発現に注意すること。
（8）エムトリシタビン製剤の試験において皮膚変色が発現し、その発現頻度は有色人種に高いことが
示唆されている。

解説
（1）抗HIV療法を開始するにあたり、患者又は患者に代わる適切な者に、正しく服用を続けることが
重要であることを十分理解してもらうよう以下の説明を行い、患者の納得のもとで抗HIV療法を
開始してください。
1） 抗HIV療法により、血中ウイルス量が低下し、CD4陽性リンパ球数の増加が認められます。し
かし、抗HIV療法は根治療法ではないため、HIV感染症が進行し、日和見感染症等のエイズ関
連疾患が発症する場合があります。エイズ関連疾患の進行・発症を早期に発見し、適切な治療
を行えるよう、体調の変化や気になることがあれば直ちに担当医に報告するよう指導してくだ
さい。
2） 本剤の承認審査では、長期投与における安全性データは限られたものとなっています。抗HIV
療法では、一般的に長期にわたり薬剤を服用するため、服用中は副作用の発現に注意し、気に
なることがあれば直ちに担当医に報告するよう指導してください。
3） 抗HIV療法により血中ウイルス量が検出限界以下となっても、HIVは残存しており、治癒した
ことを意味しません。したがって、性的接触又は血液汚染等により患者から他者への感染の危
険性があることを十分説明してください。
4） 抗HIV療法を正しく行わなかった場合、薬剤耐性が発現しやすくなり、将来の治療の選択肢を
制限することがあります。そのため、たとえ自覚症状がなくなったり体調が良いと感じたりし
ても、担当医の指示どおり服用を継続するよう指導してください。
5） 本剤との相互作用が知られている薬剤がありますので、副作用の発現や効果減弱の危険性を回
避するため、服用している薬剤についてすべて担当医に伝えるよう指導してください。また、
本剤服用中に新たに服用する薬剤について、市販薬も含め、事前に担当医に相談するよう指導
してください［詳細は「3. 相互作用」の項（12頁）をご参照ください］
。
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（2） 本剤は、有効成分としてビクテグラビル、エムトリシタビン及びテノホビル アラフェナミドを含
有する配合剤であり、本剤1剤でHIV-1感染症の治療を行う製剤であるため、他の抗HIV薬とは併
用せず、本剤のみで治療を行うようお願いします。
また、ラミブジンは、本剤の有効成分であるエムトリシタビンと類似の化学構造を有し、薬剤耐
性を含むウイルス学的特性が類似していることから、同様の耐性変異を示すため併用は推奨され
ません。さらに、ラミブジンはHIV感染症以外にもB型肝炎に使用される可能性があるため、注
意喚起しています。
（3） エムトリシタビン又はテノホビルを含む核酸系逆転写酵素阻害薬では、ミトコンドリアDNAポリ
メラーゼ活性の阻害に基づく代謝障害により、乳酸アシドーシス及び脂肪沈着による肝腫大が発
現すると考えられています。主な症状は、悪心、嘔吐、腹痛などの非特異的なものが多く、軽度〜
中等度の肝機能障害を高率に認めます。必要に応じ、対症療法や抗HIV薬の中断が考慮されます。
本剤の臨床試験において、乳酸アシドーシスは認められませんでしたが、テノホビル又はエムト
リシタビン含有製剤において乳酸アシドーシスが認められているため、これらの症状が認められ
た場合には、適切な処置を行うようお願いします。
（4） 抗HIV療法開始後に、血中ウイルス量の減少とCD4陽性リンパ球の増加に伴い、免疫機能が改善
し、病原微生物に対する免疫応答が誘導され、日和見感染症の臨床症状が顕在化又は再増悪する
ことが知られています。これを免疫再構築炎症反応症候群と呼びます。国内で頻度の高い疾患は、
帯状疱疹、非結核性抗酸菌症、サイトメガロウイルス感染症、ニューモシスチス肺炎、 結核症、
カポジ肉腫等です。免疫再構築炎症反応症候群が発現した場合の治療法は確立していませんが、
抗微生物薬の投与と炎症のコントロール（NSAIDsや副腎皮質ステロイド薬の投与）が挙げられ
ます。抗HIV薬は可能な限り継続しますが、抗HIV薬を継続することで免疫再構築炎症反応症候
群の病態が生命を脅かす場合や副腎皮質ステロイド薬が無効な場合などに、抗HIV薬の中止が考
慮されます。また、抗HIV療法による免疫機能の回復に伴い、甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、
ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等の自己免疫疾患が発現するとの報告があることから1,2、こ
れらの自己免疫疾患の発現に注意をお願いします。
（5） テノホビルに起因する腎障害が発現する可能性があるため、本剤の投与を開始する前に、腎機能
障害の有無を確認するようお願いします。また、本剤投与中も、定期的に腎機能の状態を確認す
るようお願いします。特に腎機能障害のリスクを有する患者では、クレアチニンクリアランス及
び血清リンの検査を実施してください。また、腎毒性を有する薬剤との併用は避けるようお願い
します。
（6） テノホビル アラフェナミドを含有する製剤の臨床試験において、脊椎及び寛骨（大腿骨近位部）
の骨密度の低下及び骨代謝の生化学マーカーの上昇が認められ骨代謝の亢進が示唆されたこと、
並びに本剤長期投与時の骨への影響について十分な情報が得られていないことから、十分な観察
を行うようお願いします。一般に、HIV感染患者では骨密度低下の発現割合が高いことが知られ
ていることから、注意深く観察するようお願いします。
（7） 少数例の健康成人及びB型慢性肝炎のアジア系人種において、エムトリシタビンのCmax上昇を示
唆する成績が得られていますので、エムトリシタビンの血中濃度の上昇に基づく副作用の発現に
10

注意する必要があります。
（8） エムトリシタビンの海外臨床試験で皮膚変色の有害事象が認められています。主に皮膚色素過剰
として報告されており、多くは手掌又は足底に認められました。これらの多くは無症候性であり、
主治医により軽度であると判断されています。
1

Crum, NF, et al. AIDS 2006; 20: 466.

2

Rasul, S, et al. AIDS Res Treat 2011; 743597: 2011.
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【使用上の注意】
3. 相互作用
ビクテグラビル：OCT2及びMATE1を阻害する。CYP3A及びUGT1A1の基質である。
テノホビル及びエムトリシタビン：糸球体ろ過と能動的な尿細管分泌により腎排泄される。
テノホビル アラフェナミド：カテプシンA、CYP3A、P-gp及びBCRPの基質である。

解説
ビクテグラビルはCYP3A及びUGT1A1の基質であり、これら酵素による代謝を受けるとともに、OCT2
及びMATE1を阻害しました1,2,3。このためCYP3A及びUGT1A1を誘導及び阻害する薬剤とビクテグラ
ビルの併用について、本項を参考に注意をお願いします。
エムトリシタビンがトランスポーターを介して薬物相互作用に関与しているという臨床的な証拠は得
られていませんが、OAT3の基質です4。糸球体ろ過及び尿細管分泌により腎排泄される薬剤との併用に
ついては注意をお願いします。
テノホビル アラフェナミド及びテノホビルが臨床濃度において、検討したいずれのトランスポーター
も阻害しないことが示されました5。したがって、テノホビル アラフェナミド及びテノホビルは、トラ
ンスポーターを介した薬物相互作用において相互作用薬となる可能性は低いと考えられます。
1

社内資料（BIC-in vitro transporters inhibition: AD-141-2285）

2

社内資料（BIC-in vitro metabolism by CYP: AD-141-2290）

3

社内資料（BIC-in vitro metabolism by UGT: AD-141-2291）

4

社内資料（FTC-In vitro interaction study: AD-236-2010）

5

社内資料（In vitro DDI study with transporters: AD-120-2018）
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（1）併用禁忌（併用しないこと）
薬剤名等

臨床症状・措置方法

機序・危険因子

リファンピシン
（リファジン）

ビクテグラビルの血漿中濃度が
低下するため、本剤の効果が減
弱し、本剤に対する耐性が発現
する可能性があることから、併
用しないこと。また、テノホビ
ル アラフェナミドの血漿中濃
度も低下する可能性がある。

リファンピシンのCYP3A、
UGT1A1及びP-gpの誘導作用
によるため。

カルバマゼピン
（テグレトール）
フェノバルビタール
（フェノバール）
フェニトイン
（アレビアチン）
ホスフェニトイン
（ホストイン）
セイヨウオトギリソウ
（セント・ジョーンズ・ワート）
含有食品

ビクテグラビル及びテノホビル
アラフェナミドの血漿中濃度が
低下するため、本剤の効果が減
弱し、本剤に対する耐性が発現
する可能性がある。

これらの薬剤のCYP3A及び
P-gpの誘導作用によるため。

解説
＜リファンピシン＞
リファンピシンはCYP3A及びP-gpに対して強力な誘導作用を有しています。この作用によりビクテグ
ラビルの血漿中濃度が低下し、本剤の効果を減弱するため、本剤に対する耐性が発現する可能性があり
ます。したがってリファンピシンを併用禁忌薬に設定しました。表2にリファンピシン併用時／非併用
時のビクテグラビルの薬物動態パラメータ比を示しました。リファンピシン併用時／非併用時のビクテ
グラビルのAUC比は0.25であり、リファンピシン併用投与によりビクテグラビルの血漿中濃度が低下す
ることが示されています。
＜カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、セイヨウオトギリソウ含
有食品＞
カルバマゼピン（テグレトール）、フェノバルビタール（フェノバール）、フェニトイン（アレビアチン）、
ホスフェニトイン（ホストイン）
、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品に
は、CYP3Aに対する誘導作用があり、カルバマゼピン及びセイヨウオトギリソウ（セント・ジョーン
ズ・ワート）含有食品はさらにP-gpも誘導します。これらの薬物あるいは食品によりビクテグラビル及
びテノホビル アラフェナミドの血漿中濃度が低下し、本剤の効果が減弱するため、本剤に対する耐性
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が発現する可能性があります。カルバマゼピンに関しましては、表4に示したように、カルバマゼピン
併用時／非併用時のテノホビル アラフェナミドのCmax及びAUC比は、それぞれ0.43及び０.46であり、
カルバマゼピン併用投与によりテノホビル アラフェナミドの血漿中濃度が低下しています。

（2）併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等
ピルシカイニド

臨床症状・措置方法

機序・危険因子

ピルシカイニドの血漿中濃度が上昇する

ビクテグラビルのOCT2及び

ため、ピルシカイニドの重大な副作用と

MATE1の阻害作用により、

して報告された心室性頻脈、洞停止及び

ピルシカイニドの排出が阻

心室細動等が発現又は増悪する可能性が

害される可能性がある。

ある。

ピルシカイニドの治療域が
狭いため。

リファブチン

ビクテグラビル及びテノホビル アラフ

これらの薬剤のCYP3A及び

ェナミドの血漿中濃度が低下するため、

P-gpの誘導作用によるため。

本剤の効果が減弱し、本剤に対する耐性
が発現する可能性がある。
アタザナビル

ビクテグラビルの血漿中濃度が上昇す

アタザナビルのCYP3A及び

る。

UGT1A1の阻害作用による
ため。

マグネシウム又はアル

ビクテグラビルの血漿中濃度が低下する

ビクテグラビルが多価陽イ

ミニウム含有制酸剤

ため、本剤はこれらの製剤の投与2時間以

オンと錯体（キレート）を形

上前の投与が推奨される（「薬物動態」の

成し吸収が抑制されるため。

項参照）。
鉄剤、カルシウム含有

ビクテグラビルの血漿中濃度が低下する

ビクテグラビルが多価陽イ

製剤（サプリメント等） ため、これらの製剤を併用する場合は、

オンと錯体（キレート）を形

食後に本剤を投与することが推奨される

成し吸収が抑制されるため。

（「薬物動態」の項参照）
。
メトホルミン

メトホルミンの血漿中濃度が上昇する

ビクテグラビルのOCT2及び

（「薬物動態」の項参照）。注意深く観察

MATE1の阻害作用によるた

し、必要に応じてメトホルミンを減量す

め。

る等慎重に投与すること。
アシクロビル

これらの薬剤、テノホビル又はエムトリ

バラシクロビル塩酸塩

シタビンの血漿中濃度が上昇し、これら

バルガンシクロビル塩

の薬剤又は本剤による有害事象を増強す

酸塩

る可能性がある。
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排泄経路の競合によるため。

解説
＜ピルシカイニド＞

in vitro試験で腎トランスポーターであるOCT2及びMATE1の阻害剤であることが確認されており、ピ
ルシカイニドの腎排泄が阻害されて、血漿中濃度が上昇する可能性があります。ピルシカイニドの治療
域が狭いこと（最大225 mg/通常150 mg/Day=1.5 倍まで増量可）とも相俟って重大な副作用が発現す
る可能性が考えられます。
＜リファブチン＞
CYP3A及びP-gpの誘導作用により、ビクテグラビル及びテノホビル アラフェナミドの血漿中濃度が低
下し、本剤の効果が減弱し、本剤に対する耐性が発現する可能性があります。
＜アタザナビル＞
CYP3A及びUGT1A1に対し阻害作用を有することが報告されています。したがってアタザナビルとビ
クタルビ配合錠を同時併用投与した場合、ビクテグラビルの血漿中濃度が上昇する可能性があるため、
アタザナビルを併用注意薬に設定しました。
＜カルシウム含有製剤、鉄剤、マグネシウム及びアルミニウム等多価陽イオン含有制酸剤＞
ビクテグラビルと金属錯体を形成し、ビクテグラビルの血漿中濃度を低下させる可能性があります。多
価陽イオン含有医薬品及び食品と本剤を併用する場合には２時間以上間隔を空けるか、食後服用する等
注意が必要です。
＜メトホルミン＞
ビクテグラビルの腎トランスポーターOCT2及びMATE1に対する阻害作用により、メトホルミンの血
漿中濃度が上昇するため、患者の状態を注意深く観察し、必要に応じてメトホルミンの減量等慎重な対
処が必要となります。
＜アシクロビル、バラシクロビル塩酸塩及びバルガンシクロビル塩酸塩＞
腎臓を介する排泄経路において競合するためテノホビル及び／又はエムトリシタビンの血漿中濃度が
上昇し、これらの薬剤又は本剤による有害事象が増強する可能性があります。
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薬物相互作用試験の結果を表2〜表6に示しました。
表2 他剤併用時／非併用時のビクテグラビルの薬物動態パラメータ比
併用薬の
用法・用量

ビクテグラビル

アタザナビル
（食後）1

300 mg +
コビシスタット
150 mg
1日1回

75 mg
単回

アタザナビル
（食後）1

400 mg
1日1回

併用薬

例数

他剤併用時／非併用時のビクテグラビルの
薬物動態パラメータ比（90%信頼区間）
Cmax

AUC

Cmin

15

1.31
（1.23, 1.40）

4.06
（3.76, 4.37）

該当なし

75 mg
単回

15

1.28
（1.23, 1.33）

4.15
（3.81, 4.51）

該当なし

800 mg +
コビシスタット
150 mg
1日1回

75 mg
1日1回

13

1.52
（1.40, 1.64）

1.74
（1.62, 1.87）

2.11
（1.95, 2.29）

レジパスビル/
ソホスブビル
（食後）2

90/400 mg
1日1回

75 mg
1日1回a

30

0.98
（0.94, 1.03）

1.00
（0.97, 1.03）

1.04
（0.99, 1.09）

リファブチン
（空腹時）1

300 mg
1日1回

75 mg
1日1回

13

0.80
（0.67, 0.97）

0.62
（0.53, 0.72）

0.44
（0.37, 0.52）

リファンピシン
（食後）1

600 mg
1日1回

75 mg
単回

15

0.72
（0.67, 0.78）

0.25
（0.22, 0.27）

該当なし

ソホスブビル/
ベルパタスビル/
voxilaprevir
（食後）3

400 mg/
100 mg/
100 mg + 100 mg
voxilaprevirb
1日1回

50 mg
1日1回a

30

0.98
（0.94, 1.01）

1.07
（1.03, 1.10）

1.10
（1.05, 1.17）

ボリコナゾール
（空腹時）1

300 mg
1日2回

75 mg
単回

15

1.09
（0.96, 1.23）

1.61
（1.41, 1.84）

該当なし

高用量制酸剤
（本剤と同時投与/
空腹時）4

20 mLc
単回（経口）

50 mg
単回a

14

0.20
（0.16, 0.24）

0.21
（0.18, 0.26）

該当なし

高用量制酸剤
（本剤投与の2時間
後/空腹時）4

20 mLc
単回（経口）

50 mg
単回a

13

0.93
（0.88, 1.00）

0.87
（0.81, 0.93）

該当なし

高用量制酸剤
（本剤投与の2時間
前/空腹時）4

20 mLc
単回（経口）

50 mg
単回a

13

0.42
（0.33, 0.52）

0.48
（0.38, 0.59）

該当なし

高用量制酸剤
（本剤と同時投与/
食後d）4

20 mLc
単回（経口）

50 mg
単回a

14

0.51
（0.43, 0.62）

0.53
（0.44, 0.64）

該当なし

炭酸カルシウム
（本剤と同時投与/
空腹時）4

1200 mg
単回

50 mg
単回a

14

0.58
（0.51, 0.67）

0.67
（0.57, 0.78）

該当なし

ダルナビル
（食後）1

1

社内資料（BIC DDI study: GS-US-141-1485）

2

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1761）

3

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1999）

4

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-3909）
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併用薬の
用法・用量

ビクテグラビル

炭酸カルシウム
（本剤と同時投与/
食後d）4

1200 mg
単回

50 mg
単回a

フマル酸第一鉄
（本剤と同時投与/
空腹時）4

324 mg
単回

フマル酸第一鉄
（本剤と同時投与/
食後d）4

324 mg
単回

併用薬

例数

他剤併用時／非併用時のビクテグラビルの
薬物動態パラメータ比（90%信頼区間）
Cmax

AUC

Cmin

14

0.90
（0.78, 1.03）

1.03
（0.89, 1.20）

該当なし

50 mg
単回a

14

0.29
（0.26, 0.33）

0.37
（0.33, 0.42）

該当なし

50 mg
単回a

14

0.75
（0.65, 0.87）

0.84
（0.74, 0.95）

該当なし

いずれの相互作用試験も健康被験者を対象として実施した。
a: ビクテグラビルナトリウム／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
b: HCV感染症患者で予測されるvoxilaprevirの曝露量を達成するため、voxilaprevir 100 mgを追加増量して試験を実施した。
c: 高用量制酸剤は、1 mL中に水酸化アルミニウム80 mg、水酸化マグネシウム80 mg及びシメチコン8 mgを含有する。
d: 比較対照の投与は空腹時に行った。

表2に示した結果から、高用量制酸剤、炭酸カルシウム、フマル酸第一鉄と本剤の併用により場合によ
ってはビクテグラビルの血漿中濃度が低下し、薬効の減弱が引き起こされる可能性が示唆されました。
これらの製剤と本剤の同時併用は空腹時を避け食後にあるいは本剤投与後２時間の間隔を空けて実施
するのが望ましいと考えられます。

表3 他剤併用時／非併用時におけるエムトリシタビンの薬物動態パラメータ比
併用薬

レジパスビル/
ソホスブビル
（食後）2
ソホスブビル/
ベルパタスビル/
voxilaprevir
（食後）3

併用薬の
用法・用量

エムトリ
シタビン

例数

90 mg/400 mg
1日1回

200 mg
1日1回a

400 mg/100 mg/
100 mg+100 mg
voxilaprevirb
1日1回

200 mg
1日1回a

他剤併用時／非併用時のエムトリシタビンの
薬物動態パラメータ比 （90%信頼区間）
Cmax

AUC

Cmin

30

0.99
（0.94,1.05）

0.99
（0.95, 1.02）

1.03
（0.99, 1.07）

30

0.89
（0.83, 0.94）

0.95
（0.93, 0.97）

1.10
（1.05, 1.16）

いずれの相互作用試験も健康被験者を対象として実施した。
a: ビクテグラビルナトリウム／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
b: HCV感染症患者で予測されるvoxilaprevirの曝露量を達成するため、voxilaprevir 100 mgを追加増量して試験を実施した。

表3にレジパスビル／ソホスブビル及びソホスブビル／ベルパタスビル／voxilaprevirと併用投与時の
エムトリシタビンの薬物動態パラメータ比を示しました。
1

社内資料（BIC DDI study: GS-US-141-1485）

2

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1761）

3

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1999）

4

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-3909）
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表4 他剤併用時／非併用時におけるテノホビル アラフェナミドの薬物動態パラメータ比

併用薬

カルバマゼピン1
レジパスビル/
ソホスブビル
（食後）2
ソホスブビル/
ベルパタスビル/
voxilaprevir
（食後）3

併用薬の
用法・用量

テノホビル
アラフェナミド

例数

他剤併用時／非併用時のテノホビル
アラフェナミドの薬物動態パラメータ比
（90%信頼区間）
Cmax

AUC

Cmin

3000 mg
1日2回

25 mg
単回 a

22

0.43
（0.36, 0.51）

0.46
（0.40, 0.54）

該当なし

90 mg/400 mg
1日1回

25 mg
1日1回b

30

1.17
（1.00, 1.38）

1.27
（1.19, 1.34）

該当なし

400 mg/100 mg/
100 mg+100 mg
voxilaprevirc
1日1回

25 mg
1日1回b

30

1.28
（1.09, 1.51）

1.57
（1.44, 1.71）

該当なし

いずれの相互作用試験も健康被験者を対象として実施した。
a: エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
b: ビクテグラビルナトリウム/エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
c: HCV感染症患者で予測されるvoxilaprevirの曝露量を達成するため、voxilaprevir 100 mgを追加増量して試験を実施した。

表4に示した薬物のうち、カルバマゼピンはビクテグラビルの肝代謝酵素であるCYP3Aの基質であると
ともに同酵素に対して強力な誘導作用を示す薬物です。カルバマゼピンとビクテグラビルの併用は、ビ
クテグラビルの血漿中濃度を低下させ、薬効の減弱を引き起こし、薬剤耐性ウイルスの発現につながる
可能性があります。したがって、カルバマゼピンは併用禁忌薬に分類しました。

1

社内資料（DESCOVY-DDI study: GS-US-311-1387）

2

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1761）

3

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1999）
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表5 他剤併用時／非併用時におけるテノホビルの薬物動態パラメータ比

併用薬

カルバマゼピン1
レジパスビル/
ソホスブビル
（食後）2
ソホスブビル/
ベルパタスビル/
voxilaprevir
（食後）3

併用薬の
用法・用量

テノホビル アラ
フェナミド

他剤併用時／非併用時のテノホビルの
薬物動態パラメータ比
（90%信頼区間）

例数

Cmax

AUC

Cmin

3000 mg
1日2回

25 mg
単回a

22

0.70
（0.65, 0.74）

0.77
（0.74, 0.81）

該当なし

90 mg/400 mg
1日1回

25 mg
1日1回b

30

1.43
（1.37, 1.50）

1.67
（1.60, 1.74）

1.81
（1.73, 1.90）

400 mg/100 mg/
100 mg+100 mg
voxilaprevirc
1日1回

25 mg
1日1回b

30

1.51
（1.45, 1.58）

1.67
（1.62, 1.73）

1.74
（1.68, 1.80）

いずれの相互作用試験も健康被験者を対象として実施した。
a: エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
b: ビクテグラビルナトリウム／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
c: HCV感染症患者で予測されるvoxilaprevirの曝露量を達成するため、voxilaprevir 100 mgを追加増量して試験を実施した。

表5から明らかなように、カルバマゼピンによりテノホビル アラフェナミドの血漿中濃度が低下する傾
向がみられました。この結果は併用したこれらの薬剤によるP-gpの競合阻害によるテノホビルの代謝遅
延によるものと考えられます。
表6に本剤の構成成分であるビクテグラビル及びテノホビル アラフェナミドと併用が予測される医薬
品の併用時／非併用時の併用薬の薬物動態パラメータ比を示しました。

1

社内資料（DESCOVY-DDI study: GS-US-311-1387）

2

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1761）

3

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1999）
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表6 本剤の成分を投与した時の併用薬の薬物動態パラメータ比
併用薬

併用薬の
用法・用量

ビクテ
テノホビル
例数
グラビル アラフェナミド

レジパスビル1
ソホスブビル1

90 mg/400 mg
1日1回

75 mg
1日1回b

25 mg
1日1回b

500 mg
50 mg
1日2回
1日1回b
2 mg
50 mg
単回
1日1回b
norgestimate
0.180 mg/
0.215 mg/
0.250 mg
75 mg
1日1回
1日1回
エチニルエストラ
ジオール
0.025 mg
1日1回
norgestimate
0.180 mg/
0.215 mg/
0.250 mg
―
1日1回
エチニルエストラ
ジオール
0.025 mg
1日1回
50 mg
―
単回

25 mg
1日1回b
25 mg
1日1回b

30

GS-331007a,1
メトホルミン2
ミダゾラム3
Norelgestromin4
ノルゲストレル4
エチニル
エストラジオール4
Norelgestromin4
ノルゲストレル4
エチニル
エストラジオール4
セルトラリン5

―

30
14

15

25 mg
1日1回c

10 mg
1日1回d

14
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ソホスブビル6
GS-331007a,6
ベルパタスビル6

400 mg/100mg/
100 mg+100 mge
1日1回

50 mg
1日1回b

25 mg
1日1回b

Voxilaprevir6

30

併用時/非併用時の併用薬の薬物動態
パラメータ比
（90%信頼区間）
Cmax
AUC
Cmin
0.85
0.87
0.90
（0.81, 0.90） （0.83, 0.92）
（0.84, 0.96）
1.11
1.07
該当なし
（1.00, 1.24） （1.01, 1.13）
1.10
1.11
1.02
（1.07, 1.13） （1.08, 1.14）
（0.99, 1.06）
1.28
1.39
1.36
（1.21, 1.36） （1.31, 1.48）
（1.21, 1.53）
1.03
1.15
該当なし
（0.87, 1.23） （1.00, 1.31）
1.23
1.08
1.10
（1.14, 1.32） （1.05, 1.10）
（1.05, 1.15）
1.15
1.13
1.14
（1.10, 1.21） （1.07, 1.19）
（1.06, 1.22）
1.15
（1.03, 1.27）

1.04
（0.99, 1.10）

1.05
（0.95, 1.14）

1.17
（1.07,1.26）
1.10
（1.02, 1.18）

1.12
（1.07,1.17）
1.09
（1.01, 1.18）

1.16
（1.08, 1.24）
1.11
（1.03, 1.20）

1.22
（1.15, 1.29）

1.11
（1.07, 1.16）

1.02
（0.92, 1.12）

1.14
（0.94, 1.38）
1.14
（1.04, 1.25）
1.03
（0.99, 1.06）
0.96
（0.91, 1.01）
0.90
（0.76, 1.06）

0.93
（0.77, 1.13）
1.09
（1.02, 1.15）
1.03
（1.00, 1.06）
0.96
（0.90, 1.02）
0.91
（0.80, 1.03）

いずれの相互作用試験も健康被験者を対象として実施した。
a: GS-331007: 循環血液中のソホスブビルの主要ヌクレオシド代謝物
b: ビクテグラビルナトリウム／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
c: エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
d: エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤を用いて試験を実施した。
e: HCV感染症患者で予測されるvoxilaprevirの曝露量を達成するため、voxilaprevir 100 mgを追加増量して試験を実施した。

1

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1761）

2

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-3908）

3

社内資料（BIC-Drug interaction potential: GS-US-380-4270）

4

社内資料（F/TAF-DDI study: GS-US-311-1790）

5

社内資料（GENVOYA-DDI study: GS-US-292-1316）

6

社内資料（BIC/F/TAF-DDI study: GS-US-380-1999）
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該当なし
該当なし
1.01
（0.98, 1.05）
0.94
（0.88, 1.01）
0.97
（0.88, 1.06）

【使用上の注意】
4. 副作用
抗HIV薬による治療経験がないHIV感染症患者を対象とした2つの海外臨床試験（投与後48週時）に
おいて、本剤を投与された634例中139例（21.9%）に臨床検査値異常を含む副作用が認められた。主
な副作用は、頭痛29例（4.6％）、下痢29例（4.6％）、悪心26例（4.1％）等であった（承認時）。
抗HIV薬による治療経験があり、ウイルス学的に抑制されているHIV感染症患者を対象とした2つの
海外臨床試験（投与後48週時）において、本剤への切り替えを行った572例中77例（13.5%）に臨床検
査値異常を含む副作用が認められた。主な副作用は、頭痛21例（3.7％）、下痢8例（1.4％）等であっ
た（承認時）
。

解説
ビクタルビ配合錠服用時の副作用は、抗レトロウイルス療法未経験の成人HIV感染被験者を対象とした
2つの第Ⅲ相試験（GS-US-380-14891及びGS-US-380-14902）、並びにウイルス学的抑制状態にある成人HIV
感染被験者を対象とした2つの第Ⅲ相試験（GS-US-380-18443及びGS-US-380-18784）の結果に基づいて主
な副作用について記載しました。

1

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1489）

2

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1490）

3

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1844）

4

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1878）
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（1）重大な副作用
1）腎不全又は重度の腎機能障害（頻度不明）
腎機能不全、腎不全、急性腎障害、近位腎尿細管機能障害、ファンコニー症候群、急性腎尿細管
壊死、腎性尿崩症又は腎炎等の重度の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に検査を
行う等、観察を十分に行い、臨床検査値に異常が認められた場合には、投与を中止する等、適切
な処置を行うこと。特に腎機能障害の既往がある患者や腎毒性のある薬剤が投与されている患者
では注意すること。
2）乳酸アシドーシス（頻度不明）
乳酸アシドーシスが現れることがあるので、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適
切な処置を行うこと。

解説
エムトリシタビンあるいはテノホビル ジソプロキシルフマル酸塩を含有する医薬品の臨床試験、製造
販売後調査及び自発報告等に基づいて国内添付文書に記載されている重大な副作用に、腎不全又は重度
の腎機能障害並びに乳酸アシドーシス及び脂肪の沈着による重度の肝腫大があります。海外で実施され
た４つの第Ⅲ相臨床試験（GS-US-380-14891、GS-US-380-14902、GS-US-380-18443及びGS-US-380-18784）
ではこれらの副作用は認められませんでしたが、他の抗HIV薬の結果に基づいて注意すべき重大な副作
用として記載しました。

1

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1489）

2

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1490）

3

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1844）

4

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1878）
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（2）その他の副作用
下記の副作用が現れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合は適切な処置を行
うこと。
器官分類

2%以上

心臓障害
神経系障害
胃腸障害

0.3%以上2%未満

頻度不明

動悸
頭痛、浮動性めまい 傾眠
悪心、下痢

腎及び尿路障害

便秘、腹部膨満、嘔吐、
腹痛、鼓腸、消化不良、
腹部不快感、軟便
頻尿

皮膚及び皮下組織障害

寝汗、脱毛症、そう痒症、 血管性浮腫、蕁麻疹
発疹

筋骨格系及び結合組織
障害

関節痛

代謝及び栄養障害
血管障害
一般・全身障害及び投与 疲労
部位の状態

食欲減退

体脂肪の再分布／蓄積

ほてり
倦怠感

免疫系障害

免疫再構築炎症反応症
候群

精神障害

不眠症、異常な夢、睡眠
障害、抑うつ気分、悪夢、
リビドー減退

臨床検査

腎クレアチニン・クリア
ランス減少

解説
抗レトロウイルス療法未経験の成人HIV感染被験者を対象とした2つの第Ⅲ相試験（GS-US-380-14891及
びGS-US-380-14902）、並びにウイルス学的抑制状態にある成人HIV感染被験者を対象とした2つの第Ⅲ相
試験（GS-US-380-18443及びGS-US-380-18784）の結果に基づいて主な副作用について記載しました。
1

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1489）

2

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1490）

3

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1844）

4

社内資料（Phase 3 study: GS-US-380-1878）
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【使用上の注意】
5. 高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しており、合併症や他の薬剤の併用が多いことから、患者の状態を
観察しながら慎重に投与すること。

解説
高齢者を対象とした本剤による薬物動態に関する臨床試験は実施していません。一般に高齢者では肝機
能、腎機能、心機能等の生理機能が低下していることが多く合併症を有している場合や、他の薬剤を併
用している場合が多いため、副作用の発現頻度が増加する可能性があります。したがって、高齢者に対
して本剤を投与する場合には、患者の状態を観察しながら十分に注意して投与する必要があります。
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【使用上の注意】
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1） 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場
合にのみ投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。他のインテグラーゼ
阻害薬であるドルテグラビルでは、海外で進行中の観察研究において、無脳症や二分脊椎などの
神経管閉鎖障害が報告されている。動物試験（サル）においてテノホビルの胎児への移行が報告
されている。
］
（2） 本剤投与中は授乳を避けさせること。
［動物試験（ラット）でビクテグラビルは乳汁中に分泌さ
れ、胎児に移行することが報告されている。テノホビル及びエムトリシタビンはヒト乳汁への
移行が報告されている。なお、女性のHIV感染症患者は、乳児のHIV感染を避けるため、乳児に
母乳を与えないことが望ましい。］

解説
（1） 妊娠中の投与に関する安全性は確立していません。他のインテグラーゼ阻害薬であるドルテグラビ
ルでは、海外で進行中の観察研究において、無脳症や二分脊椎などの神経管閉鎖障害が報告されて
います1。動物試験（サル）においてテノホビルの胎児への移行が報告されています。
（2） ラットを用いた動物試験においてビクテグラビルは乳汁中に分泌され、胎児に移行することが報告
されています。テノホビル及びエムトリシタビンはヒト乳汁への移行が報告されています2。なお、
女性のHIV感染症患者は、乳児のHIV感染を避けるため、乳児に母乳を与えないことが望ましいと
考えられています。

1

Zash R, et al. N Engl J Med 2018; 379 (10): 979.

2

Bonaboud S, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55 (3): 1315.
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【使用上の注意】
7. 小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

解説
国内外において小児等を対象とした臨床試験は実施しておらず、使用経験がないことから、安全性は確
立していません。
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【使用上の注意】
8. 過量投与
本剤の過量投与時には、毒性の徴候について観察し、バイタルサインのモニタリングや臨床状態の観
察等の一般的な支持療法を考慮すること。
ビクテグラビルは血漿蛋白との結合率が高いため、血液透析及び腹膜透析により除去される可能性は
低い。エムトリシタビン及びテノホビル アラフェナミドの代謝物であるテノホビルは、血液透析に
より一部除去される。

解説
本剤を過量投与したデータはなく、各薬効成分についても過量投与の報告はないため、過量投与時に特
有の徴候や症状は不明です。ビクテグラビルは血漿蛋白との結合率が高い1,2ため、血液透析及び腹膜透
析により除去される可能性は低いと考えられていますが、エムトリシタビン3及びテノホビル アラフェ
ナミドの代謝物であるテノホビル4は、血液透析により一部除去されるものと考えられます。

1

社内資料（BIC-In vitro protein binding: AD-141-2287）

2

社内資料（BIC-Blood to plasma ratio: AD-141-2312）

3

社内資料（FTC-In vitro protein binding: TBZZ/93/0025）

4

社内資料（In vitro human plasma protein binding: P0504-00039.1）
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