
抗HIV(エイズ)薬一覧表
アステム社内資料

H23.1
No.1

【1】逆転写酵素阻害剤（ヌクレオシド系）
一般名 略号 商品名 会社名 剤型 通常1日用法用量（成人） 備考

ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ d4T ゼリット ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ｶﾌﾟｾﾙ 15mg 体重60kg以上：80mg 分2 単独療法：他の抗HIV薬の投与を受けたことのある患者のみ

20mg 体重60kg未満：60mg　 <12時間毎>

ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ ddI ヴァイデックス
* ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 錠 25mg 250mg　 分2 かみ砕いて水で服用するか、又は用時、水に懸濁して用いる

50mg <12時間毎食間>

100mg

ヴァイデックスEC ｶﾌﾟｾﾙ 125mg 体重60kg以上：400mg 分1 他の抗HIV薬と併用を考慮

200mg 体重60kg未満：250mg　 <食間>

ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ ZDV レトロビル GSK ｶﾌﾟｾﾙ 100mg 500～600mg　 分2～6 他の抗HIV薬と併用

(ｱｼﾞﾄﾞﾁﾐｼﾞﾝ) AZT

ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ TDF ビリアード JT＝鳥居 錠 300mg 300mg 分1 必ず他の抗HIV薬と併用

ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ FTC エムトリバ JT＝鳥居 ｶﾌﾟｾﾙ 200㎎ 200mg 分1 必ず他の抗HIV薬と併用

ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 3TC エピビル GSK 錠 150mg 300mg　 分1～2 他の抗HIV薬と併用

300mg

硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ ABC ザイアジェン GSK 錠 300mg 600mg　 分1～2 他の抗HIV薬と併用

配合剤 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ ABC/3TC エプジコム GSK 錠 　 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ：300mg ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ300mg 分1 他の抗HIV薬と併用

       硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ 　　ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ：600mg 及びｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ600mg ※ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ製剤又はｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ製剤を併用投与しないこと

配合剤 ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ AZT/3TC コンビビル GSK 錠 ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ：300mg ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ600mg 分2 他の抗HIV薬と併用を考慮

       ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ     　 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ：150mg 及びﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ300mg ※ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ製剤又はﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ製剤を併用投与しないこと

配合剤 ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ FTC/TDF ツルバダ JT＝鳥居 錠  ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ：200mg ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ200mg 分1 他の抗HIV薬と併用

       ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ：245mg 及びﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ245mg ※ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ製剤又はﾃﾉﾎﾋﾞﾙ製剤を併用投与しないこと

　　JT：日本たばこ

【2】逆転写酵素阻害剤(非ヌクレオシド系)
一般名 略号 商品名 会社名 剤型 通常1日用法用量（成人） 備考

ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ EFV ストックリン MSD ｶﾌﾟｾﾙ
* 200mg 600mg　 分1 必ず他の抗HIV薬と併用

錠 200mg ★1:空腹時､可能な限り就寝時の服用が望ましい

600mg

ﾈﾋﾞﾗﾋﾟﾝ NVP ビラミューン 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 錠 200mg 400mg　 分2
☆1 必ず他の抗HIV薬と併用

ﾒｼﾙ酸ﾃﾞﾗﾋﾞﾙｼﾞﾝ DLV レスクリプター
ﾌｧｲｻﾞｰ＝
第一三共

錠 200mg 1200mg　 分3 必ず他の抗HIV薬と併用

ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ ETR インテレンス ﾔﾝｾﾝ 錠 100mg 400mg　 分2 必ず他の抗HIV薬と併用

<食後>

*:経過措置品目(H23.3.31まで) ☆1:導入用量については添付文書参照

<食事の有無にかかわらず投与できる
★1
>

詳細は添付文書等をご参照下さい ＜参考＞各添付文書、新聞発表用資料、ﾒｰｶｰ確認



抗HIV(エイズ)薬一覧表
アステム社内資料

H23.1
No.2

【3】プロテアーゼ阻害剤
一般名 略号 商品名 会社名 剤型 通常1日用法用量（成人） 備考

ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙｶﾙｼｳﾑ水和物 FPV レクシヴァ GSK 錠 700mg ●抗HIV薬治療の経験がない患者 必ず他の抗HIV薬と併用（ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ併用時も他の抗HIV薬と併用）

　 　・1400mg＋ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ200mg 分1or2 ｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙのﾌﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ

　・1400mg＋ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ100mg 分1

  ・1400mg 分2

●HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤の投与経験がある患者

　・1400mg＋ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ200mg 分2

ﾒｼﾙ酸ｻｷﾅﾋﾞﾙ SQV インビラーゼ 中外 錠 500mg 2000mg＋ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ200mg 分2 必ず他の抗HIV薬と併用

ｶﾌﾟｾﾙ 200mg <食後2時間以内>

ﾒｼﾙ酸ﾈﾙﾌｨﾅﾋﾞﾙ NFV ビラセプト 中外=鳥居 錠 250mg ①2500mg 分2 必ず他の抗HIV薬と併用

②2250mg 分3

<食後>

ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ RTV ノービア ｱﾎﾞｯﾄ ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ 100mg 1200mg　 分2
☆1 【1】と併用

ﾘｷｯﾄﾞ 80mg/mL <食後>

硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ ATV レイアタッツ ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ｶﾌﾟｾﾙ 　150mg 400mg　 分1 必ず他の抗HIV薬と併用

200mg <食事中又は食直後>

硫酸ｲﾝｼﾞﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物 IDV クリキシバン MSD ｶﾌﾟｾﾙ 200mg 2400mg　 分3 ★2:食事の1時間以上前又は食後2時間以降

<8時間毎、空腹時
★2
>

配合剤    ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ LPV カレトラ ｱﾎﾞｯﾄ ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ800mg 分1
★3
or2

★4 ★3:薬剤耐性検査を実施した上でﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ由来の耐性変異数が2

      　  ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ RTV 及びﾘﾄﾅﾋﾞﾙ200mg 　　以下の場合に限る

★4:併用によってﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙの血中濃度が低下するおそれのある薬

　　剤と併用する場合

LPV/ｒ  ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ800mg 分2

及びﾘﾄﾅﾋﾞﾙ200mg ＜食後投与＞

ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物 DRV プリジスタ ﾔﾝｾﾝ 錠 300mg 1200mg＋ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ200mg　 分2 必ず他の抗HIV薬と併用

<食事中又は食直後> ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝと併用する場合には､本剤及びﾘﾄﾅﾋﾞﾙ投与の1時間前又は

2時間後にｼﾞﾀﾞﾉｼﾝを投与すること

ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀﾅｲｰﾌﾞ ﾔﾝｾﾝ 錠 400mg 800mg＋ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ100mg 分1 （ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀﾅｲｰﾌﾞは初回療法に使用）

<食事中又は食直後>

【4】インテグラーゼ阻害剤
一般名 略号 商品名 会社名 剤型 通常1日用法用量（成人） 備考

ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ RAL アイセントレス MSD 錠 400mg 800mg 分2 必ず他の抗HIV薬と併用

<食事の有無にかかわらず投与できる>

【5】CCR5阻害剤
一般名 略号 商品名 会社名 剤型 通常1日用法用量（成人） 備考

ﾏﾗﾋﾞﾛｸ MVC シーエルセントリ GSK 錠 150mg 600mg 分2 必ず他の抗HIV薬と併用(併用薬に応じて適宜増減
☆2
）

<食事の有無にかかわらず投与できる>

ﾘｷｯﾄﾞ
ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ：80mg/mL
ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ：20mg/mL

＜食事の有無にかかわらず投与できる＞

錠
ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ：200mg
ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ： 50mg

詳細は添付文書等をご参照下さい ＜参考＞各添付文書、新聞発表用資料、ﾒｰｶｰ確認
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H23.1
No.3

☆1:導入用量については添付文書参照 ☆2:用量については添付文書参照

詳細は添付文書等をご参照下さい ＜参考＞各添付文書、新聞発表用資料、ﾒｰｶｰ確認


