
 

3. その他の改訂内容 
その他、以下の項目について記載整備を行いました。詳細は添付文書をご覧ください。 

² 【薬物動態】10．相互作用（1）ドルテグラビルナトリウム単独投与での成績 
² 【薬物動態】10．相互作用（2）アバカビル硫酸塩単独投与での成績 
² 【薬物動態】10．相互作用（3）ラミブジン単独投与での成績 
² 【主要文献】 
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－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 
2017 年 12 月 

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：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） 

1. 主な改訂内容                     

項  目 内  容 

効能・効果に関連

する使用上の注意 

副作用の概要 

[一部改訂] 

トリーメクの海外臨床試験成績*に基づき、「効能・効果に関連する使用上

の注意」を改訂しました。 
また、「副作用」の概要に当該臨床試験で発現した主な副作用を記載しまし

た。 
*既存の抗 HIV 薬でウイルス学的抑制が得られている HIV-1 成人患者を対象として、治療の継続とドル

テグラビル／アバカビル／ラミブジン固定用量配合剤への切り替えを検討した無作為化試験

（STRIIVING：201147） 

その他の副作用 

[一部改訂] 

トリーメク配合錠の有効成分の一部を含有する、エピビル錠 150/300 とエ

プジコム配合錠の副作用の項の「体温調節障害」との整合をはかり、副作用

名の表記を「体温調節障害」と改訂しました。 

相互作用 [追記] ソルビトールとの相互作用に関し追記しました。 
 
■改訂後の「使用上の注意」全文は弊社ホームページをご覧ください。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。（http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/medical/medicine.html） 

製造販売元： 

プロモーション提携：
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2. 改訂内容及び改訂理由 
2.1. 効能・効果に関連する使用上の注意：（事務連絡） 
  副作用の概要：（自主改訂） 

トリーメクの海外臨床試験成績に基づき「効能・効果に関連する使用上の注意」を改訂しました。

また、副作用の概要に当該試験でみられた主な副作用を追記しました。 
改訂後（下線部：追記、取消し線：削除） 改訂前 

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 感染症患者に使用する

こと。 
1) 抗 HIV 薬による治療経験のない患者 
2) インテグラーゼ阻害剤以外の抗 HIV 薬によ

る治療でウイルス学的抑制が得られていな

い患者 
3) ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジンの

組み合わせによりウイルス学的抑制が得ら

れている患者 
(2) 抗 HIV 薬による治療で既にウイルス学的抑制

が得られている患者において、本剤に切り替え

た使用経験はないため、ドルテグラビル・アバ

カビル・ラミブジンによる治療でウイルス学的

抑制が得られている患者以外において、本剤へ

の切り替えは推奨されない。 
(3) インテグラーゼ阻害剤に耐性を有する患者に

対して、本剤の使用は推奨されない（ドルテグ

ラビル・アバカビル・ラミブジンの 3 成分で治

療された経験はない）。 
(4) 本剤による治療にあたっては、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（ヌ

クレオシド系逆転写酵素阻害剤による治療経

験がある場合には、ヌクレオシド系逆転写酵

素阻害剤に対する耐性変異を有している可能

性がある）。 

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 感染症患者に使用する

こと。 
1) 抗 HIV 薬による治療経験のない患者 
2) インテグラーゼ阻害剤以外の抗 HIV 薬によ

る治療でウイルス学的抑制が得られていな

い患者 
3) ウイルス学的抑制が得られている以下のい

ずれかの患者 
① ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン

の組み合わせによりウイルス学的抑制が得

られている治療中の患者 
② ①以外の患者で、ウイルス学的失敗の経験

がなく、切り替え前 6 ヵ月間以上においてウ

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) 抗 HIV 薬による治療で既にウイルス学的抑制

が得られている患者において、本剤に切り替

えた使用経験はないため、ドルテグラビル・ア

バカビル・ラミブジンによる治療でウイルス

学的抑制が得られている患者以外において、

本剤への切り替えは推奨されない。 
(3)(2) インテグラーゼ阻害剤に耐性を有する患者

に対して、本剤の使用は推奨されない（ドルテ

グラビル・アバカビル・ラミブジンの 3 成分

で治療された経験はない）。 
(4)(3) 本剤による治療にあたっては、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（ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤による

治療経験がある場合には、ヌクレオシド系逆

転写酵素阻害剤に対する耐性変異を有してい

る可能性がある）。 

4. 副作用 

海外の臨床試験（ ING114467 、 ING113086 、

ING114915、ING112276）において、抗 HIV 薬によ

る治療経験のない患者を対象として、ドルテグラ

ビ ル 50mg 及 び ア バ カ ビ ル ／ ラ ミ ブ ジ ン

（600/300mg）を併用投与した場合の副作用は 40%
（679 例中 274 例）に認められ、主な副作用は悪心

（12%）、不眠症（7%）、頭痛（6%）及び浮動性め

まい（6%）であった。 
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ラビル 50mg 及びアバカビル／ラミブジン
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悪心（12%）、不眠症（7%）、頭痛（6%）及び浮動

性めまい（6%）であった（承認時）。 
海外の臨床試験（201147）において、抗 HIV 薬に

よる治療でウイルス学的抑制が得られている患者

を対象として、本剤に切り替え投与をした場合の

副作用は、22%（262 例中 57 例）に認められ、主

な副作用は悪心（8%）、疲労（3%）、下痢（3%）、

頭痛（3%）であった（投与後 48 週時）。 

改訂後（下線部：追記、取消し線：削除） 改訂前 
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＜改訂理由＞ 
海外においてトリーメク配合錠の第Ⅲ相無作為化試験（STRIIVING試験）が実施され、この度、

既存の抗HIV薬による治療経験がありウイルス学的抑制が得られているHIV-1成人患者を対象とし

た治療の継続と本剤への切り替えを検討した試験成績が得られました。本臨床試験において、他の

抗HIV薬によりウイルス学的抑制が得られているHIV感染症患者における、本剤への切り替えに対

する有効性及び安全性が確認されたことから、トリーメク配合錠の「効能・効果に関連する使用上

の注意」の項の記載を改訂しました。これまではDTG/ABC/3TCの組み合わせによりウイルス学的

抑制が得られている患者に対する切り替え使用が可能である旨、本剤の「効能・効果に関連する使

用上の注意」にて記載してきましたが、DTG/ABC/3TC以外の組み合わせによりウイルス学的抑制

が得られている患者に対しても切り替え使用ができるようになりました。 
また、本試験成績に基づき、本臨床試験でみられた副作用を「副作用」の概要に追記しました。 
なお、本剤の添付文書【臨床成績】の項に、本試験結果を追記しました。  
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【臨床成績】 
1.～4. （略） 
5. 抗 HIV 薬によりウイルス学的抑制が得られている成人 HIV 感染症患者を対象として、本剤への切り替

えを検討した無作為化非盲検試験（STRIIVING：201147） 
プロテアーゼ阻害剤、インテグラーゼ阻害剤又は非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤＋ヌクレオシド系

逆転写酵素阻害剤2剤の抗HIV薬による治療によりウイルス学的抑制が得られている成人HIV感染症患者

533例を対象とした無作為化非盲検試験において、本剤1日1回投与群（本剤群）又は組入れ時の抗HIV薬

による治療を24週間継続する群（治療継続群）にそれぞれ262例及び271例が割り付けられた。主要評価

項目である投与後24週時におけるHIV-1 RNA量が50 copies/mL未満の被験者の割合は、表-14のとおりであ

り、両群間の差の95%信頼区間の下限値が事前に設定された非劣性マージン（－10%）を上回ったことか

ら、治療継続群に対する本剤の非劣性が検証された。 

なお、本剤群で投与48週後のHIV-1 RNA量が50copies/mL未満であった被験者の割合は80%であった。 

表-14 試験成績の要約 

結果 本剤群注 1) 
(262 例) 

治療継続群注 2) 
(271 例) 

HIV-1 RNA 量が 
50copies/mL 未満 221 例 (84%) 238 例 (88%) 

両群間の差(調整済み) 注 3） 
(95%信頼区間) 

-3.5% (-9.4%, 2.5%) 

ウイルス学的な治療失敗注 4) 3 例 (1%) 4 例 (1%) 
注 1）本剤 1 日 1 回投与 
注 2）プロテアーゼ阻害剤、インテグラーゼ阻害剤又は非ヌクレオシド系逆転写酵素阻

害剤＋ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤 2 剤の継続 
注 3）ベースラインの層別因子（プロテアーゼ阻害剤、インテグラーゼ阻害剤又は非ヌ

クレオシド系逆転写酵素阻害剤）を層とした Mantel Haenszel 法により調整 

注 4）投与後 24 週時で HIV-1 RNA 量が 50 copies/mL 以上の被験者数 
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改訂後（下線部：追記、取消し線：削除） 改訂前 

3 

＜改訂理由＞ 
海外においてトリーメク配合錠の第Ⅲ相無作為化試験（STRIIVING試験）が実施され、この度、
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抗HIV薬によりウイルス学的抑制が得られているHIV感染症患者における、本剤への切り替えに対

する有効性及び安全性が確認されたことから、トリーメク配合錠の「効能・効果に関連する使用上
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抑制が得られている患者に対する切り替え使用が可能である旨、本剤の「効能・効果に関連する使

用上の注意」にて記載してきましたが、DTG/ABC/3TC以外の組み合わせによりウイルス学的抑制

が得られている患者に対しても切り替え使用ができるようになりました。 
また、本試験成績に基づき、本臨床試験でみられた副作用を「副作用」の概要に追記しました。 
なお、本剤の添付文書【臨床成績】の項に、本試験結果を追記しました。  
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【臨床成績】 
1.～4. （略） 
5. 抗 HIV 薬によりウイルス学的抑制が得られている成人 HIV 感染症患者を対象として、本剤への切り替

えを検討した無作為化非盲検試験（STRIIVING：201147） 
プロテアーゼ阻害剤、インテグラーゼ阻害剤又は非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤＋ヌクレオシド系

逆転写酵素阻害剤2剤の抗HIV薬による治療によりウイルス学的抑制が得られている成人HIV感染症患者

533例を対象とした無作為化非盲検試験において、本剤1日1回投与群（本剤群）又は組入れ時の抗HIV薬

による治療を24週間継続する群（治療継続群）にそれぞれ262例及び271例が割り付けられた。主要評価

項目である投与後24週時におけるHIV-1 RNA量が50 copies/mL未満の被験者の割合は、表-14のとおりであ

り、両群間の差の95%信頼区間の下限値が事前に設定された非劣性マージン（－10%）を上回ったことか

ら、治療継続群に対する本剤の非劣性が検証された。 

なお、本剤群で投与48週後のHIV-1 RNA量が50copies/mL未満であった被験者の割合は80%であった。 

表-14 試験成績の要約 

結果 本剤群注 1) 
(262 例) 

治療継続群注 2) 
(271 例) 

HIV-1 RNA 量が 
50copies/mL 未満 221 例 (84%) 238 例 (88%) 

両群間の差(調整済み) 注 3） 
(95%信頼区間) 

-3.5% (-9.4%, 2.5%) 

ウイルス学的な治療失敗注 4) 3 例 (1%) 4 例 (1%) 
注 1）本剤 1 日 1 回投与 
注 2）プロテアーゼ阻害剤、インテグラーゼ阻害剤又は非ヌクレオシド系逆転写酵素阻

害剤＋ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤 2 剤の継続 
注 3）ベースラインの層別因子（プロテアーゼ阻害剤、インテグラーゼ阻害剤又は非ヌ

クレオシド系逆転写酵素阻害剤）を層とした Mantel Haenszel 法により調整 

注 4）投与後 24 週時で HIV-1 RNA 量が 50 copies/mL 以上の被験者数 
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2.2 副作用 （2）その他の副作用：（自主改訂） 
副作用名の表記を一部改訂しました。 

改訂後（下線部：追記、取消し線：削除） 改訂前 
4. 副作用 

(2) その他の副作用 

 1％以上 1％未満 頻度不明

（略） 

全身症状 疲労、無
力症 

異常感、熱感、
インフルエン
ザ様疾患、酩
酊感、易刺激
性、乳頭炎 

発熱、体温
調整節障
害、疼痛、
倦怠感 

（略） 
 

4. 副作用 

(2) その他の副作用 

 1％以上 1％未満 頻度不明

（略） 

全身症状 疲労、無
力症 

異常感、熱感、
インフルエン
ザ様疾患、酩
酊感、易刺激
性、乳頭炎 

発熱、体温
調整障害、
疼痛、倦怠
感 

（略） 
 

＜改訂理由＞ 
トリーメク配合錠の有効成分の一部を含有する、エピビル錠150/300とエプジコム配合錠の副作

用の項の表記「体温調節障害」との整合をはかり、副作用名の表記を「体温調節障害」と改訂しま

した。 
 
 
2.3. 相互作用：（自主改訂） 

ラミブジンとソルビトールとの相互作用についての注意を「併用注意」の項に追記しました。 
改訂後（下線部：追記、取消し線：削除） 改訂前 

3. 相互作用 
(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 

機序･危険因子

ソルビトー
ル 

経口ソルビトール溶液（ソルビト
ールとして 3.2g、10.2g、13.4g）と
ラミブジンの併用により、ラミブ
ジンの AUC が減少した（それぞれ
18%、36%、42%減少）との報告が
ある。 

ソルビトール
によりラミブ
ジンの吸収が
抑制されると
考えられてい
る。 

 

3. 相互作用 
(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 

機序･ 
危険因子

該当なし   
 

＜改訂理由＞ 
海外において、ラミブジン経口液剤を単回投与した時の血漿中薬物動態（PK）に対するソルビト

ール含有液剤の影響を評価するための臨床試験が実施されました。その結果、ソルビトール溶液と

ラミブジンの併用によりラミブジンのAUCは、ソルビトール量に依存して減少したとの結果が得ら

れたことから、「相互作用（1）併用注意」の項に追記しました。 
なお、ラミブジン製剤含有製剤であるエピビル錠150/300、コンビビル配合錠、エプジコム配合錠

に関しても、この度、同様に追記を行っています。 

  

 

3. その他の改訂内容 
その他、以下の項目について記載整備を行いました。詳細は添付文書をご覧ください。 

² 【薬物動態】10．相互作用（1）ドルテグラビルナトリウム単独投与での成績 
² 【薬物動態】10．相互作用（2）アバカビル硫酸塩単独投与での成績 
² 【薬物動態】10．相互作用（3）ラミブジン単独投与での成績 
² 【主要文献】 
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トリーメク配合錠の有効成分の一部を含有する、エピビル錠150/300とエプジコム配合錠の副作

用の項の表記「体温調節障害」との整合をはかり、副作用名の表記を「体温調節障害」と改訂しま

した。 
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3. 相互作用 
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薬剤名等 臨床症状・ 
措置方法 

機序･危険因子

ソルビトー
ル 

経口ソルビトール溶液（ソルビト
ールとして 3.2g、10.2g、13.4g）と
ラミブジンの併用により、ラミブ
ジンの AUC が減少した（それぞれ
18%、36%、42%減少）との報告が
ある。 

ソルビトール
によりラミブ
ジンの吸収が
抑制されると
考えられてい
る。 

 

3. 相互作用 
(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 

機序･ 
危険因子

該当なし   
 

＜改訂理由＞ 
海外において、ラミブジン経口液剤を単回投与した時の血漿中薬物動態（PK）に対するソルビト

ール含有液剤の影響を評価するための臨床試験が実施されました。その結果、ソルビトール溶液と

ラミブジンの併用によりラミブジンのAUCは、ソルビトール量に依存して減少したとの結果が得ら

れたことから、「相互作用（1）併用注意」の項に追記しました。 
なお、ラミブジン製剤含有製剤であるエピビル錠150/300、コンビビル配合錠、エプジコム配合錠

に関しても、この度、同様に追記を行っています。 

  

 

3. その他の改訂内容 
その他、以下の項目について記載整備を行いました。詳細は添付文書をご覧ください。 

² 【薬物動態】10．相互作用（1）ドルテグラビルナトリウム単独投与での成績 
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－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 
2017 年 12 月 

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：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） 

1. 主な改訂内容                     

項  目 内  容 

効能・効果に関連

する使用上の注意 

副作用の概要 

[一部改訂] 

トリーメクの海外臨床試験成績*に基づき、「効能・効果に関連する使用上

の注意」を改訂しました。 
また、「副作用」の概要に当該臨床試験で発現した主な副作用を記載しまし

た。 
*既存の抗 HIV 薬でウイルス学的抑制が得られている HIV-1 成人患者を対象として、治療の継続とドル

テグラビル／アバカビル／ラミブジン固定用量配合剤への切り替えを検討した無作為化試験

（STRIIVING：201147） 

その他の副作用 

[一部改訂] 

トリーメク配合錠の有効成分の一部を含有する、エピビル錠 150/300 とエ

プジコム配合錠の副作用の項の「体温調節障害」との整合をはかり、副作用

名の表記を「体温調節障害」と改訂しました。 

相互作用 [追記] ソルビトールとの相互作用に関し追記しました。 
 
■改訂後の「使用上の注意」全文は弊社ホームページをご覧ください。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。（http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/medical/medicine.html） 

製造販売元： 

プロモーション提携：




