
 

 

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：ホスアンプレナビルカルシウム水和物）
 

 
  
1. 改訂内容（自主改訂） 

項  目 内  容 

相互作用 （併用注意）    

[削除] 

 

 

 [追記] 

デラビルジンは本邦での販売を終了していることから、「デ

ラビルジン」を削除しました。 

本剤の CYP3A4 阻害作用又は誘導作用により、シメプレビル

の代謝が阻害又は促進されることから、「シメプレビル」を

追記しました。 

副作用 

   [追記・変更] 

本剤の再審査結果が通知されたことに伴い、再審査期間中に

実施した使用成績調査の結果を副作用の項に反映しました。

 
  

－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 8 月 

製造販売元： 

プロモーション提携：

■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）をご覧くだ

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。 
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2. 改訂内容及び改訂理由 

2.1. 相互作用 (2)併用注意（併用に注意すること）： 

デラビルジンを削除しました。またシメプレビルとの相互作用を追記しました。（自主改訂） 

改訂後（下線部：改訂箇所、取消し線部：削除） 改訂前 
3. 相互作用 
(2) 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 機序･危険因子

変更なし 
デラビル

ジン 
アンプレナビルの Cmax、AUC、
Cmin はそれぞれ 40％、130％、

125％上昇した。一方、デラビル

ジンの Cmax、AUC、Cmin はそれ

ぞれ 47％、61％、88％低下し、デ

ラビルジンの効果が減弱する可

能性がある。 
なお、デラビルジン併用時の推奨

用量は確立していない。 

アンプレナ

ビルとこれ

ら 薬 剤 は

CYP3A4で代

謝されるた

め、併用によ

り代謝が競

合的に阻害

される。 
（略） （略） （略） 
テラプレ

ビル 
本剤／リトナビルとテラプレビ

ルの併用により、定常状態におけ

るアンプレナビルとテラプレビ

ルの血中濃度が低下する可能性

がある。 

機序不明 

シメプレ

ビル 
 

シメプレビルの血中濃度が変化

する可能性がある。シメプレビル

の血中濃度が低下しシメプレビ

ルの効果が減弱する、もしくはシ

メプレビルの血中濃度が上昇し

副作用が発現するおそれがある

ので、本剤とシメプレビルを併用

する場合は十分注意すること。 

本 剤 の

CYP3A4阻害

作用又は誘

導作用によ

り、シメプレ

ビルの代謝

が阻害又は

促進される。

（略） （略） （略） 
 

3. 相互作用 
(2) 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 機序･危険因子

変更なし 
デラビル

ジン 
アンプレナビルの Cmax、AUC、
Cmin はそれぞれ 40％、130％、

125％上昇した。一方、デラビル

ジンの Cmax、AUC、Cmin はそれ

ぞれ 47％、61％、88％低下し、デ

ラビルジンの効果が減弱する可

能性がある。 
なお、デラビルジン併用時の推奨

用量は確立していない。 

アンプレナ

ビルとこれ

ら 薬 剤 は

CYP3A4で代

謝されるた

め、併用によ

り代謝が競

合的に阻害

される。 
（略） （略） （略） 

テラプレ

ビル 
本剤／リトナビルとテラプレビ

ルの併用により、定常状態におけ

るアンプレナビルとテラプレビ

ルの血中濃度が低下する可能性

がある。 

機序不明 

（略） （略） （略） 

 
 
 
 

＜改訂理由＞ 

① デラビルジンの削除：  
デラビルジンは本邦での販売を終了しており、2012 年 3 月 31 日に経過措置期間が満了しているこ

とから、「相互作用」の項からデラビルジンに関する記載を削除しました。 
② シメプレビルの追記： 

ホスアンプレナビルと同じ HIV プロテアーゼ阻害剤であるリトナビル及びダルナビル／リトナビル

とシメプレビルとの併用によりシメプレビルのAUC(0-)等が上昇したとの相互作用試験が報告され

ました 1, 2)。シメプレビルを HIV プロテアーゼ阻害剤と併用した場合に HIV プロテアーゼ阻害剤に

よる CYP3A4 阻害／誘導作用によりシメプレビルの血中濃度が変化する可能性があることから、本

剤との併用によりシメプレビルの血中濃度が変化する可能性があることを注意喚起しました。  
 
1) Sekar, V., et al. Evaluation of metabolic interactions for TMC435 via cytochrome P450 enzymes in healthy 

volunteers [abstract 1076]. 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver 
(EASL), April 14-18, 2010, Vienna, Austria. 

2) Ouwerkerk-Mahadevan, S., et al. The pharmacokinetic interactions of the HCV protease inhibitor simeprevir 
(TMC435) with HIV antiretroviral agents in healthy volunteers [abstract 36620]. Presented at Infectious 
Diseases Week (2012). 
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2.2. 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 

HIV 感染症を対象とした海外臨床試験において、700
例中 246 例（35.1%）に中等度又は重度の副作用が
認められ、その主なものは下痢 53 例（7.6%）、悪心
37 例（5.3％）、嘔吐 28 例（4.0％）であった。なお、
アバカビル硫酸塩錠を併用した試験においては、主
な副作用として薬物過敏症が報告されていた。 
なお、副作用の頻度については、日本人における臨
床試験成績は得られていないため、HIV 感染症を対
象とした海外臨床試験成績に基づき分類した。また、
上記の海外臨床試験では認められていないが、HIV
プロテアーゼ阻害剤を含むレジメンで報告されてい
る副作用については頻度不明とした※。 
 
使用成績調査 364 例中、159 例（43.68%）に副作用
が報告された。その主なものは、下痢 38 例（10.44%）、
高脂血症 31 例（8.52%）、高トリグリセリド血症 25
例（6.87%）、発疹 18 例（4.95%）、悪心 13 例（3.57%）
であった（再審査終了時）。 

 

4. 副作用 
HIV 感染症を対象とした海外臨床試験において、700
例中 246 例（35.1%）に中等度又は重度の副作用が認
められ、その主なものは下痢 53 例（7.6%）、悪心 37
例（5.3％）、嘔吐 28 例（4.0％）であった。なお、ア
バカビル硫酸塩錠を併用した試験においては、主な
副作用として薬物過敏症が報告されていた。 
なお、副作用の頻度については、日本人における臨
床試験成績は得られていないため、HIV 感染症を対
象とした海外臨床試験成績に基づき分類した。また、
上記の海外臨床試験では認められていないが、HIV
プロテアーゼ阻害剤を含むレジメンで報告されてい
る副作用については頻度不明とした。 

 
 
 

 

(1)重大な副作用 
1)皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）：

Stevens-Johnson 症候群等の重度又は生命に危険を
及ぼすような発疹があらわれたとの報告がある
（1%未満）。重度の発疹、及び全身的症状又は粘膜
症状を伴う中等度の発疹があらわれた場合は、本剤
の投与を直ちに中止し適切な処置を行うこと。 

2)高血糖、糖尿病：糖尿病・糖尿病の悪化（0.82%※）、
高血糖（0.55%※）及び糖尿病性ケトアシドーシス
（頻度不明）があらわれることがあるので、このよ
うな症状があらわれた場合は、インスリン又は経口
糖尿病薬の投与開始や用量調節など適切な処置を
行うこと（HIV プロテアーゼ阻害剤にて治療中の患
者において、糖尿病、糖尿病の悪化、高血糖及び糖
尿病性ケトアシドーシスがあらわれたとの報告が
ある）。 

3)出血傾向：皮下血腫、出血性関節症等の出血事象の
増加（頻度不明）があらわれることがあるので、本
剤投与中は出血事象の増加に注意し、このような症
状があらわれた場合は、血液凝固因子を投与するな
ど適切な処置を行うこと（HIV プロテアーゼ阻害剤
にて治療中の血友病の患者において、皮下血腫、出
血性関節症等の出血事象の増加があらわれたとの
報告がある）。 

4)横紋筋融解症、筋炎、筋痛、CK(CPK)上昇：横紋
筋融解症、筋炎（いずれも頻度不明）、CK(CPK)上
昇（0.27%※）及び筋痛（1%未満）があらわれるこ
とがあるので、このような症状があらわれた場合
は、投与を中止するなど適切な処置を行うこと
（HIV プロテアーゼ阻害剤にて治療中の患者（特に
HIV 逆転写酵素阻害剤を併用している患者）におい
て、横紋筋融解症、筋炎、筋痛、CK(CPK)上昇があ
らわれたとの報告がある）。 

※重大な副作用のうち、使用成績調査にて報告された
副作用に関しては、使用成績調査結果に基づき頻度
を記載した。 

(1)重大な副作用 
1)皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）：

Stevens-Johnson 症候群等の重度又は生命に危険を及
ぼすような発疹があらわれたとの報告がある（1%未
満）。重度の発疹、及び全身的症状又は粘膜症状を伴
う中等度の発疹があらわれた場合は、本剤の投与を
直ちに中止し適切な処置を行うこと。 

2)高血糖、糖尿病：糖尿病、糖尿病の悪化、糖尿病性
ケトアシドーシス（いずれも頻度不明）及び高血糖
（1%未満）があらわれることがあるので、このよう
な症状があらわれた場合は、インスリン又は経口糖
尿病薬の投与開始や用量調節など適切な処置を行う
こと（HIV プロテアーゼ阻害剤にて治療中の患者に
おいて、糖尿病、糖尿病の悪化、高血糖及び糖尿病
性ケトアシドーシスがあらわれたとの報告がある）。

3)出血傾向：皮下血腫、出血性関節症等の出血事象の
増加（頻度不明）があらわれることがあるので、本
剤投与中は出血事象の増加に注意し、このような症
状があらわれた場合は、血液凝固因子を投与するな
ど適切な処置を行うこと（HIV プロテアーゼ阻害剤
にて治療中の血友病の患者において、皮下血腫、出
血性関節症等の出血事象の増加があらわれたとの報
告がある）。 

4)横紋筋融解症、筋炎、筋痛、CK(CPK)上昇：横紋筋
融解症、筋炎、CK(CPK)上昇（いずれも頻度不明）
及び筋痛（1%未満）があらわれることがあるので、
このような症状があらわれた場合は、投与を中止す
るなど適切な処置を行うこと（HIV プロテアーゼ阻
害剤にて治療中の患者（特に HIV 逆転写酵素阻害剤
を併用している患者）において、横紋筋融解症、筋
炎、筋痛、CK(CPK)上昇があらわれたとの報告があ
る）。 
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2. 改訂内容及び改訂理由 

2.1. 相互作用 (2)併用注意（併用に注意すること）： 

デラビルジンを削除しました。またシメプレビルとの相互作用を追記しました。（自主改訂） 

改訂後（下線部：改訂箇所、取消し線部：削除） 改訂前 
3. 相互作用 
(2) 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 機序･危険因子

変更なし 
デラビル

ジン 
アンプレナビルの Cmax、AUC、
Cmin はそれぞれ 40％、130％、

125％上昇した。一方、デラビル

ジンの Cmax、AUC、Cmin はそれ

ぞれ 47％、61％、88％低下し、デ

ラビルジンの効果が減弱する可

能性がある。 
なお、デラビルジン併用時の推奨

用量は確立していない。 

アンプレナ

ビルとこれ

ら 薬 剤 は

CYP3A4で代

謝されるた

め、併用によ

り代謝が競

合的に阻害

される。 
（略） （略） （略） 
テラプレ

ビル 
本剤／リトナビルとテラプレビ

ルの併用により、定常状態におけ

るアンプレナビルとテラプレビ

ルの血中濃度が低下する可能性

がある。 

機序不明 

シメプレ

ビル 
 

シメプレビルの血中濃度が変化

する可能性がある。シメプレビル

の血中濃度が低下しシメプレビ

ルの効果が減弱する、もしくはシ

メプレビルの血中濃度が上昇し

副作用が発現するおそれがある

ので、本剤とシメプレビルを併用

する場合は十分注意すること。 

本 剤 の

CYP3A4阻害

作用又は誘

導作用によ

り、シメプレ

ビルの代謝

が阻害又は

促進される。

（略） （略） （略） 
 

3. 相互作用 
(2) 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 機序･危険因子

変更なし 
デラビル

ジン 
アンプレナビルの Cmax、AUC、
Cmin はそれぞれ 40％、130％、

125％上昇した。一方、デラビル

ジンの Cmax、AUC、Cmin はそれ

ぞれ 47％、61％、88％低下し、デ

ラビルジンの効果が減弱する可

能性がある。 
なお、デラビルジン併用時の推奨

用量は確立していない。 

アンプレナ

ビルとこれ

ら 薬 剤 は

CYP3A4で代

謝されるた

め、併用によ

り代謝が競

合的に阻害

される。 
（略） （略） （略） 

テラプレ

ビル 
本剤／リトナビルとテラプレビ

ルの併用により、定常状態におけ

るアンプレナビルとテラプレビ

ルの血中濃度が低下する可能性

がある。 

機序不明 

（略） （略） （略） 

 
 
 
 

＜改訂理由＞ 

① デラビルジンの削除：  
デラビルジンは本邦での販売を終了しており、2012 年 3 月 31 日に経過措置期間が満了しているこ

とから、「相互作用」の項からデラビルジンに関する記載を削除しました。 
② シメプレビルの追記： 

ホスアンプレナビルと同じ HIV プロテアーゼ阻害剤であるリトナビル及びダルナビル／リトナビル

とシメプレビルとの併用によりシメプレビルのAUC(0-)等が上昇したとの相互作用試験が報告され

ました 1, 2)。シメプレビルを HIV プロテアーゼ阻害剤と併用した場合に HIV プロテアーゼ阻害剤に

よる CYP3A4 阻害／誘導作用によりシメプレビルの血中濃度が変化する可能性があることから、本

剤との併用によりシメプレビルの血中濃度が変化する可能性があることを注意喚起しました。  
 
1) Sekar, V., et al. Evaluation of metabolic interactions for TMC435 via cytochrome P450 enzymes in healthy 

volunteers [abstract 1076]. 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver 
(EASL), April 14-18, 2010, Vienna, Austria. 

2) Ouwerkerk-Mahadevan, S., et al. The pharmacokinetic interactions of the HCV protease inhibitor simeprevir 
(TMC435) with HIV antiretroviral agents in healthy volunteers [abstract 36620]. Presented at Infectious 
Diseases Week (2012). 
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2.2. 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 

HIV 感染症を対象とした海外臨床試験において、700
例中 246 例（35.1%）に中等度又は重度の副作用が
認められ、その主なものは下痢 53 例（7.6%）、悪心
37 例（5.3％）、嘔吐 28 例（4.0％）であった。なお、
アバカビル硫酸塩錠を併用した試験においては、主
な副作用として薬物過敏症が報告されていた。 
なお、副作用の頻度については、日本人における臨
床試験成績は得られていないため、HIV 感染症を対
象とした海外臨床試験成績に基づき分類した。また、
上記の海外臨床試験では認められていないが、HIV
プロテアーゼ阻害剤を含むレジメンで報告されてい
る副作用については頻度不明とした※。 
 
使用成績調査 364 例中、159 例（43.68%）に副作用
が報告された。その主なものは、下痢 38 例（10.44%）、
高脂血症 31 例（8.52%）、高トリグリセリド血症 25
例（6.87%）、発疹 18 例（4.95%）、悪心 13 例（3.57%）
であった（再審査終了時）。 

 

4. 副作用 
HIV 感染症を対象とした海外臨床試験において、700
例中 246 例（35.1%）に中等度又は重度の副作用が認
められ、その主なものは下痢 53 例（7.6%）、悪心 37
例（5.3％）、嘔吐 28 例（4.0％）であった。なお、ア
バカビル硫酸塩錠を併用した試験においては、主な
副作用として薬物過敏症が報告されていた。 
なお、副作用の頻度については、日本人における臨
床試験成績は得られていないため、HIV 感染症を対
象とした海外臨床試験成績に基づき分類した。また、
上記の海外臨床試験では認められていないが、HIV
プロテアーゼ阻害剤を含むレジメンで報告されてい
る副作用については頻度不明とした。 

 
 
 

 

(1)重大な副作用 
1)皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）：

Stevens-Johnson 症候群等の重度又は生命に危険を
及ぼすような発疹があらわれたとの報告がある
（1%未満）。重度の発疹、及び全身的症状又は粘膜
症状を伴う中等度の発疹があらわれた場合は、本剤
の投与を直ちに中止し適切な処置を行うこと。 

2)高血糖、糖尿病：糖尿病・糖尿病の悪化（0.82%※）、
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※重大な副作用のうち、使用成績調査にて報告された
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＜改訂理由＞ 

本剤の再審査結果が通知されたことに伴い、再審査期間中に実施した使用成績調査の結果を副作用発

現状況の概要に追記しました。 

また、重大な副作用のうち、使用成績調査にて報告された副作用に関しては、使用成績調査結果に基

づく発現頻度に変更しました。 

使用成績調査における副作用発現状況は以下の通りです。 

レクシヴァ錠 700 使用成績調査における副作用発現状況一覧 
  調査施設数   26 施設 
  調査症例数  364 症例 
  副作用等の発現症例数  159 症例 
  副作用等の発現件数  276 件 
  副作用等の発現症例率 43.68% 

副作用等の種類別発現症例（件数） 率（％） 
感染症および寄生虫症 7 (1.92) 
   播種性結核 1 (0.27) 
   Ｂ型肝炎 1 (0.27) 

帯状疱疹 2 (0.55) 
尿道炎 1 (0.27) 
サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 1 (0.27) 
クラミジア感染 1 (0.27) 
肺感染 1 (0.27) 
非定型マイコバクテリア感染 1 (0.27) 
耳帯状疱疹 1 (0.27) 

良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞

およびポリープを含む） 
3 (0.82) 

結腸癌 1 (0.27) 
リンパ腫 1 (0.27) 
骨腫 1 (0.27) 

血液およびリンパ系障害 1 (0.27) 
汎血球減少症 1 (0.27) 

免疫系障害 2 (0.55) 
   免疫再構築炎症反応症候群 2 (0.55) 
代謝および栄養障害 68 (18.68) 
   糖尿病 2 (0.55) 

高コレステロール血症 9 (2.47) 
高血糖 2 (0.55) 
高トリグリセリド血症 25 (6.87) 
高尿酸血症 5 (1.37) 
亜鉛欠乏 1 (0.27) 

   脂質異常症 3 (0.82) 
   脂質代謝障害 1 (0.27) 
   高脂血症 31 (8.52) 
   ２型糖尿病 1 (0.27) 
精神障害 3 (0.82) 

不眠症 3 (0.82) 
神経系障害 6 (1.65) 

浮動性めまい 2 (0.55) 
味覚異常 1 (0.27) 
頭痛 2 (0.55) 
感覚鈍麻 1 (0.27) 
傾眠 1 (0.27) 
神経学的症状 1 (0.27) 

副作用等の種類別発現症例（件数） 率（％） 
心臓障害 1 (0.27) 

狭心症 1 (0.27) 
血管障害 6 (1.65) 

高血圧 6 (1.65) 
呼吸器、胸郭および縦隔障害 1 (0.27) 

アレルギー性鼻炎 1 (0.27) 
胃腸障害 53 (14.56) 

腹部不快感 5 (1.37) 
腹部膨満 1 (0.27) 
上腹部痛 1 (0.27) 
慢性胃炎 1 (0.27) 
便秘 1 (0.27) 
下痢 38 (10.44) 
十二指腸潰瘍 1 (0.27) 
十二指腸炎 1 (0.27) 
悪心 13 (3.57) 
口内炎 1 (0.27) 
口の感覚鈍麻 1 (0.27) 

   腹部症状 1 (0.27) 
肝胆道系障害 12 (3.30) 

胆石症 1 (0.27) 
慢性肝炎 1 (0.27) 
肝不全 1 (0.27) 
肝機能異常 4 (1.10) 
脂肪肝 1 (0.27) 
高ビリルビン血症 2 (0.55) 
肝障害 4 (1.10) 

皮膚および皮下組織障害 35 (9.62) 
アレルギー性皮膚炎 1 (0.27) 

   薬疹 8 (2.20) 
   湿疹 1 (0.27) 
   脂肪組織萎縮症 1 (0.27) 
   痒疹 1 (0.27) 
   そう痒症 2 (0.55) 
   発疹 18 (4.95) 
   全身性皮疹 1 (0.27) 
   蕁麻疹 1 (0.27) 
   後天性リポジストロフィー 2 (0.55) 

中毒性皮疹 1 (0.27) 
筋骨格系および結合組織障害 1 (0.27) 

筋肉内出血 1 (0.27) 
腎および尿路障害 4 (1.10) 

尿管結石 1 (0.27) 
腎障害 2 (0.55) 
腎機能障害 1 (0.27) 
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2.2. 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 

HIV 感染症を対象とした海外臨床試験において、700
例中 246 例（35.1%）に中等度又は重度の副作用が
認められ、その主なものは下痢 53 例（7.6%）、悪心
37 例（5.3％）、嘔吐 28 例（4.0％）であった。なお、
アバカビル硫酸塩錠を併用した試験においては、主
な副作用として薬物過敏症が報告されていた。 
なお、副作用の頻度については、日本人における臨
床試験成績は得られていないため、HIV 感染症を対
象とした海外臨床試験成績に基づき分類した。また、
上記の海外臨床試験では認められていないが、HIV
プロテアーゼ阻害剤を含むレジメンで報告されてい
る副作用については頻度不明とした※。 
 
使用成績調査 364 例中、159 例（43.68%）に副作用
が報告された。その主なものは、下痢 38 例（10.44%）、
高脂血症 31 例（8.52%）、高トリグリセリド血症 25
例（6.87%）、発疹 18 例（4.95%）、悪心 13 例（3.57%）
であった（再審査終了時）。 
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   高脂血症 31 (8.52) 
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不眠症 3 (0.82) 
神経系障害 6 (1.65) 
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傾眠 1 (0.27) 
神経学的症状 1 (0.27) 
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心臓障害 1 (0.27) 

狭心症 1 (0.27) 
血管障害 6 (1.65) 

高血圧 6 (1.65) 
呼吸器、胸郭および縦隔障害 1 (0.27) 

アレルギー性鼻炎 1 (0.27) 
胃腸障害 53 (14.56) 

腹部不快感 5 (1.37) 
腹部膨満 1 (0.27) 
上腹部痛 1 (0.27) 
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筋肉内出血 1 (0.27) 
腎および尿路障害 4 (1.10) 

尿管結石 1 (0.27) 
腎障害 2 (0.55) 
腎機能障害 1 (0.27) 
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副作用等の種類別発現症例（件数） 率（％） 

一般・全身障害および投与部位の状態 4 (1.10) 
異常感  )72.0(1 
倦怠感  )72.0(1 
発熱  )55.0(2 

臨床検査 27 (7.42) 
尿中 β２ミクログロブリン増加 1 (0.27) 
β－ＮｱｾﾁﾙＤｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ増加 1 (0.27) 
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1 (0.27) 
血中クレアチニン増加 3 (0.82) 
血中乳酸増加  )72.0(1 
血中ピルビン酸増加 1 (0.27) 
血中トリグリセリド増加 8 (2.20) 
血中尿酸増加  )02.2(8 
γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加 3 (0.82) 
グリコヘモグロビン増加 1 (0.27) 
高比重リポ蛋白減少 1 (0.27) 
脂質異常  )72.0(1 
低比重リポ蛋白増加 1 (0.27) 
尿中蛋白陽性  )55.0(2 
血中アルカリホスファターゼ増加 2 (0.55) 

傷害、中毒および処置合併症 1 (0.27) 
肋骨骨折  )72.0(1 

MedDRA/J version(17.1)

 

3.その他の改訂内容 
本剤の医薬品再審査結果に基づき、【承認条件】の項を削除しました。 

詳細は、改訂添付文書全文をご覧ください。 
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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：ホスアンプレナビルカルシウム水和物）
 

 
  
1. 改訂内容（自主改訂） 

項  目 内  容 

相互作用 （併用注意）    

[削除] 

 

 

 [追記] 

デラビルジンは本邦での販売を終了していることから、「デ

ラビルジン」を削除しました。 

本剤の CYP3A4 阻害作用又は誘導作用により、シメプレビル

の代謝が阻害又は促進されることから、「シメプレビル」を

追記しました。 

副作用 

   [追記・変更] 

本剤の再審査結果が通知されたことに伴い、再審査期間中に

実施した使用成績調査の結果を副作用の項に反映しました。

 
  

－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 8 月 

製造販売元： 

プロモーション提携：

■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）をご覧くだ

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

 

 

 

 

 

製造販売元： プロモーション提携：

 

 

 

 

 

 

 

 

LXVXR0051‐D1608N 

FPV-G-2(A1) 

2016年8月作成 

6

 
副作用等の種類別発現症例（件数） 率（％） 

一般・全身障害および投与部位の状態 4 (1.10) 
異常感  )72.0(1 
倦怠感  )72.0(1 
発熱  )55.0(2 

臨床検査 27 (7.42) 
尿中 β２ミクログロブリン増加 1 (0.27) 
β－ＮｱｾﾁﾙＤｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ増加 1 (0.27) 
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1 (0.27) 
血中クレアチニン増加 3 (0.82) 
血中乳酸増加  )72.0(1 
血中ピルビン酸増加 1 (0.27) 
血中トリグリセリド増加 8 (2.20) 
血中尿酸増加  )02.2(8 
γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加 3 (0.82) 
グリコヘモグロビン増加 1 (0.27) 
高比重リポ蛋白減少 1 (0.27) 
脂質異常  )72.0(1 
低比重リポ蛋白増加 1 (0.27) 
尿中蛋白陽性  )55.0(2 
血中アルカリホスファターゼ増加 2 (0.55) 

傷害、中毒および処置合併症 1 (0.27) 
肋骨骨折  )72.0(1 

MedDRA/J version(17.1)

 

3.その他の改訂内容 
本剤の医薬品再審査結果に基づき、【承認条件】の項を削除しました。 

詳細は、改訂添付文書全文をご覧ください。 

 

 

 

 

5




