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─ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。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

【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）中等度以上（Child-Pugh分類B又はC）の肝機能障害又は非代償性肝疾患のある患者

［アスナプレビルの血中濃度が上昇する。］（「薬物動態」の項参照）
（3）次の薬剤を使用中の患者：イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ボリコ

ナゾール、ミコナゾール（経口剤又は注射剤）、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、ジルチ
アゼム、ベラパミル塩酸塩、コビシスタットを含有する製剤、テラプレビル、リトナビル、アタ
ザナビル硫酸塩、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、サキナビルメシル酸塩、ダルナビ
ルエタノール付加物、ネルフィナビルメシル酸塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、ロ
ピナビル/リトナビル、オムビタスビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル、リファンピ
シン、リファブチン、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、カルバマゼピン、フェノ
バルビタール、デキサメタゾン全身投与、モダフィニル、エファビレンツ、エトラビリン、ネビラ
ピン、ボセンタン水和物、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、シクロスポリン、フレカイニド、プロパフェノン（｢相互作用｣の項参照）

（4）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

【警告】
本剤は、ウイルス性肝疾患の治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が
適切と判断される患者に対してのみ投与すること。

市販直後調査
平成29年2月～平成29年8月
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はじめに

　日本の C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変患者に対する治療は、長期にわたってインターフェロ
ン（IFN）製剤を中心とした治療が行われてきました。近年、IFNを使用しない直接作用型抗ウイルス剤

（DAA）による治療法の開発が進み、2014 年本邦初の DAA のみの治療として NS5A 複製複合体阻
害剤であるダクルインザ ® 錠（ダクラタスビル塩酸塩；以下、ダクラタスビル）及び NS3/4Aプロテアーゼ阻
害剤であるスンベプラ ® カプセル（アスナプレビル）が「セログループ 1（ジェノタイプ 1）の C 型慢性肝炎又
は C 型代償性肝硬変に対するウイルス血症の改善」を効能又は効果として承認されました。
　ジメンシー ® 配合錠（以下、ジメンシー）は、米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社（BMS）が開発したダ
クラタスビル及びアスナプレビルに、新規 DAA であるベクラブビル塩酸塩（以下、ベクラブビル）を配合した
固定用量配合剤です。ベクラブビルは、非構造蛋白 5B（NS5B）ポリメラーゼに対する非核酸型阻害剤で、
C 型肝炎ウイルス（HCV）の NS5B ポリメラーゼに結合することで、NS5B によるウイルスリボ核酸（RNA）
の合成開始を阻害するDAA であり、作用点の異なるベクラブビルをダクラタスビル及びアスナプレビルに
追加することで、in vitro では HCV ゲノム排除作用の増強、及びダクラタスビル、アスナプレビルに対する
耐性変異への有効性が認められました。
　国内では、未治療及び IFN 製剤による既治療のジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝
硬変患者を対象とした第 3 相試験（AI443117 試験）において、治療開始前の耐性関連変異の発現状
況や未治療及び IFN 既治療患者、あるいは代償性肝硬変の有無を問わず本剤の有効性が確認され
ました。
　以上の成績を踏まえて承認を申請し、2016 年 12 月19日に「セログループ 1（ジェノタイプ 1）の C 型慢性
肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」を効能又は効果として、承認を取得しました。

　本冊子では、本剤のご使用に際しての注意事項を項目ごとに解説いたしました。本剤の適正使用の一
助となれば幸甚に存じます。
　なお、本剤のご使用に際しては、ジメンシー配合錠適正使用ガイド、製品情報概要、インタビューフォーム
もご参照ください。
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【効能又は効果】

セログループ 1（ジェノタイプ 1）の C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血
症の改善

効能又は効果 



-4-

【解説】

本剤の効能又は効果は、国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）の有効性及び安全性の結果に基づき設
定しました。また、海外第 3 相試験（AI443102 試験、AI443113 試験）3,4）の成績は有効性を裏付ける参
考としました。

● AI443117 試験：未治療及びインターフェロン（IFN）既治療のジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎及び
C 型代償性肝硬変患者を対象としたダクラタスビル・アスナプレビル併用療法及びジメンシー配合錠
による国内第 3 相試験

● AI443102 試験：ジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎患者を対象としたダクラタスビル・アスナプレビル併
用療法及びジメンシー配合錠による海外第 3 相試験

● AI443113 試験：ジェノタイプ 1 の C 型代償性肝硬変患者を対象としたダクラタスビル・アスナプレビ
ル併用療法及びジメンシー配合錠による海外第 3 相試験

AI443117 試験は、ジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした第 3 相試
験であり、未治療＊1 又は IFN 既治療＊2 の患者を対象とする2 つのコホートにより構成されました。コホート
1 ではジェノタイプ 1b の未治療患者をジメンシー群とダクラタスビル・アスナプレビル併用療法群に 2：1 に
ランダム化し、ジェノタイプ 1a の未治療患者はランダム化せずジメンシーを投与しました。コホート2 ではジェ
ノタイプ 1a 及び 1b の IFN 既治療患者としジメンシーを投与しました。いずれのコホートにも約 20% の割合
で C 型代償性肝硬変患者を組み入れました。コホート1 の未治療患者ではジェノタイプ 1b の 149 例、1a
の 3 例が、コホート2 の IFN 既治療患者ではジェノタイプ 1b の 64 例、1a の 1 例がジメンシーの投与を
受けました。C 型代償性肝硬変患者は未治療患者で 26 例、IFN 既治療患者で 20 例でした。
有効性については、主要評価項目である未治療でジェノタイプ 1b の C 型慢性肝炎患者におけるジメン
シー群の SVR12［投与終了 12 週後の HCV RNA が定量下限未満（検出又は検出せず）］達成割合は
95.9%（118/123 例、95% 信頼区間：90.8%、98.7%）であり、ヒストリカルコントロール＊3 を参照して設定し
た閾値（79%）を統計学的に有意に上回りました。
ジェノタイプ 1 の未治療患者、IFN 既治療患者いずれにおいても、C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性
肝硬変患者におけるSVR12 達成割合は同程度であり、未治療患者ではそれぞれ 96.0%（121/126 例、う
ちジェノタイプ 1a：3/3 例）及び 96.2%（25/26 例）、IFN 既治療患者ではそれぞれ 95.6%（43/45 例、う
ちジェノタイプ 1a：0/1 例）及び 95.0%（19/20 例）でした。また、ジェノタイプ 1b の未治療患者及び IFN
既治療患者において、年齢、性別、体重及び BMI の部分集団で SVR12 達成割合はいずれも高く、これ
らの特性によって有効性に大きな違いはありませんでした。NS5A 薬剤耐性遺伝子変異を有する患者に
対しては、Y93、L31 に耐性関連変異が検出されたそれぞれ 91.4%（32/35 例）、100%（4/4 例）の患者
で SVR12を達成しました。また、Y93 又は L31 のいずれかに耐性関連変異が検出された 92.3%（36/39
例）の患者でSVR12を達成しました。ジェノタイプ1aに対する効果は4例中3例がSVR12を達成しており、
海外第 3 相試験では 85.3 ～ 90.4% でした。

効能又は効果 
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効能又は効果 

ジメンシーの安全性については、ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法時の安全性シグナルとして特定さ
れているALT 上昇・AST 上昇に加えて、ビリルビン上昇並びにビリルビンの高度上昇の同時発現に対し
ても注意が必要であるものの、これらの事象は管理可能であると考えられ、概ね忍容でした。これらの有効
性及び安全性の評価に基づき、効能又は効果を設定しました。

＊1 未治療患者：IFN 製剤を含む治療又は DAA による治療を受けたことがない患者
＊2 IFN 既治療患者：IFNを含む治療に対するnull responder、partial responder、前治療再燃例又は治療不耐容例。なお、シメプレビルナ

トリウム又はテラプレビルを含む DAAとIFN 製剤の併用レジメンの治療歴を有する患者は除外することと設定した。
＊3 未治療患者を対象としたシメプレビルの国内第 3 相試験での SVR12 達成割合に基づいて設定

1）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
2）Toyota J et al. J Gastroenterol 2016 Aug 9 doi：10. 1007/s00535-016-1245-6
3）Poordad F et al. JAMA, 2015；313（17）：1728-1735（ジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎患者を対象とした第 3 相試験：AI443102 試験）
4）社内資料　ジェノタイプ 1 の C 型代償性肝硬変患者を対象とした第 3 相試験（AI443113 試験）



-6-

Ｍemo
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効能又は効果 

＜効能又は効果に関連する使用上の注意＞

本剤の使用に際しては、HCV RNA が陽性であることを確認すること。また、肝予備能、臨床症状等
により、非代償性肝硬変でないことを確認すること。
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【解説】

本剤を使用する前に、C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変であること及び非代償性肝硬変でないこと
を確認し、他の肝炎に対する使用を避けてください。

効能又は効果 
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【用法及び用量】

通常、成人には 1 回 2 錠を 1 日 2 回食後に経口投与し、投与期間は 12 週間とする。

用法及び用量
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【解説】

●ダクラタスビル
既承認のダクラタスビル単剤（ダクルインザ錠 60mg）の用法及び用量は「60mgを1日1 回経口投与」
ですが、アスナプレビル及びベクラブビルの 1日2 回投与に合わせてダクラタスビルも「1日2 回、1 回
30mg」の用法を採用しました。ジメンシーを投与した海外第 2 相試験（AI443014 試験）1）より、ダクラタ
スビル30mg 1日2 回投与及び 60mg 1日1 回投与の用法における1日あたりのAUCは同程度であり、
有効性についても同程度であることが示されました。
なお、ダクラタスビルとアスナプレビルの 2 剤併用による国内第 3 相試験（AI447026 試験及び
AI447031 試験）2-4）において、ダクラタスビル 1 回 60mg1日1 回による有効性及び安全性が確認され
ています。

●アスナプレビル
既承認のアスナプレビル単剤（スンベプラカプセル 100mg）の用法及び用量は「軟カプセル 100mgを
1日2 回経口投与」ですが、アスナプレビルの相対バイオアベイラビリティ試験（AI447024 試験）5）等の
結果から、アスナプレビル 200mg 錠を1日2 回食後に投与したときのアスナプレビルの曝露量は軟カプ
セル 100mgを1日2 回、食後又は空腹時に投与したときと同程度であることが示されました。そこで、本
剤においてはアスナプレビル 200mg 1日2 回食後投与を採用しました。
なお、アスナプレビルとダクラタスビルの 2 剤併用による国内第 3 相試験（AI447026 試験及び
AI447031 試験）2-4）において、アスナプレビル軟カプセル 1 回 200mg1日2 回による有効性及び安全性
が確認されています。

●ベクラブビル
ベクラブビルの用法及び用量である「1 回 75mg 1日2 回投与」は、海外第 2 相試験（AI443014 試験）1）

及び日本人を含む健康成人を対象とした第 1 相試験（AI443006 試験）6）等の結果に基づいて設定
しました。

用法及び用量
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これらの結果を踏まえ、国内第 3 相試験（AI443117 試験）7,8）を12 週間投与で実施した結果、C 型慢性
肝炎及び C 型代償性肝硬変患者に対する本剤の有効性が示され、また、忍容可能であることが確認さ
れました。
以上より、本剤の用法及び用量は、ダクラタスビル 15mg、アスナプレビル 100mg、ベクラブビル 37.5mgを
含有するジメンシー配合錠を「通常、成人には 1 回 2 錠を1日2 回食後に経口投与し、投与期間は 12
週間とする」となりました。

用法及び用量

1）社内資料　ジェノタイプ 1 又は 4 の C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした海外第 2 相試験（AI443014 試験）
2）社内資料　ダクラタスビル及びアスナプレビルのジェノタイプ 1b の C 型慢性肝炎患者を対象とした国内第 3 相臨床試験（AI447026 試験）
3）Kumada H et al. Hepatology. 2014；59（6）：2083-2091.
4）社内資料　ジェノタイプ 1b の C 型慢性肝炎患者を対象とした国内第 3 相臨床試験（AI447031 試験）
5）社内資料　相対バイオアベイラビリティ試験（AI447024 試験）
6）社内資料　日本人を含む健康被験者を対象としたベクラブビルの第 1 相試験（AI443006 試験）
7）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
8）Toyota J et al. J Gastroenterol 2016 Aug 9 doi：10. 1007/s00535-016-1245-6
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＜用法及び用量に関連する使用上の注意＞

（2）本剤投与中は、血中 HCV RNA 量を測定すること。ウイルス学的ブレイクスルー（投与中に血中
HCV RNA 量が最低値から1 log10を超えて増加）が発現した場合は、本剤の投与中止を考慮
すること。

（3）本剤の有効成分であるダクラタスビル塩酸塩又はアスナプレビルを含む製剤と併用しないこと。

（1）投与開始後は、用量の変更及び投与の中断をしないこと。ただし、副作用の発現により投与の継
続が困難な場合には、本剤の投与中止を検討すること。投与再開の可否は、リスクとベネフィットを
考慮して慎重に判断すること。

用法及び用量
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【解説】

（1）薬剤耐性ウイルスの出現を防ぐため、原則として投与の中断は推奨されません。副作用の発現により
投与継続が困難な場合は、本剤の投与を中止し、副作用に対して十分な処置を行った上で、速や
かに投与を再開することが望まれますが、再開により副作用の増悪／再発を起こす可能性も否定でき
ないことから、再開にあたっては、リスクとベネフィットを考慮の上、慎重に行う必要があることより設定
しました。
国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）において、ジメンシーを投与した 217 例のうち、有害事象発現
により投与中止に至った症例は 21 例（9.7%）でした。このうち 19 例が高ビリルビン血症、ALT 及び
AST 増加等肝機能検査値異常によるものであり、全例が投与中止後に肝機能検査値が回復しまし
た。別添 3「投与中止例一覧」の項 p54をご参照ください。
さらに、有害事象の発現により一時投与中断したもののその後投与を再開した症例は 9 例（4.1%）でし
た。休薬期間は１～ 7日間で、9 例中 8 例は 12 週間の投与期間を完了し、残りの 1 例は投与再開後
新たな有害事象の発現により投与中止となりました。6 例は投与再開後、有害事象の再発を認めず、
2 例は Grade 1 の高ビリルビン血症を再発したものの投与継続にて回復しました。別添 4「中断再開例
一覧」の項 p55をご参照ください。

「重要な基本的注意」の項 p25 ～ 26をご参照ください。

（2）国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）において、ウイルス学的ブレイクスルーは認められなかったもの
の、ウイルス学的ブレイクスルーが発現した場合には本剤を投与しても効果が得られない可能性がある
ため、投与中止を考慮することとしました。

（3）本剤はダクラタスビル及びアスナプレビルを含有する製剤であり、単剤の製剤と併用すると過量投与と
なるため設定しました。本剤の有効成分であるダクラタスビル又はアスナプレビルを含む製剤と併用しな
いでください。

用法及び用量

1）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
2）Toyota J et al. J Gastroenterol 2016 Aug 9 doi：10. 1007/s00535-016-1245-6
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【警告】

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

本剤は、ウイルス性肝疾患の治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判
断される患者に対してのみ投与すること。

（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

警告及び禁忌
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【解説】

ウイルス性肝疾患の治療に十分な知識・経験を持つ医師により、患者の状態を踏まえて、本剤投与の適
否について慎重に判断がなされることが重要であることから、設定しました。

【解説】

（1）一般的な注意事項として設定しました。
本剤には以下の成分が含まれています。

成分：ダクラタスビル塩酸塩、アスナプレビル、ベクラブビル塩酸塩
添加剤：乳糖水和物、結晶セルロース、二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグ

ネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール 400、青色 2 号アルミニウムレーキ、黄色
三二酸化鉄

これらの成分に対し、過敏症の既往歴のある患者には、本剤を投与しないでください。

警告及び禁忌
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警告及び禁忌

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

（2）中等度以上（Child-Pugh 分類 B 又は C）の肝機能障害又は非代償性肝疾患のある患者［アス
ナプレビルの血中濃度が上昇する。］（「薬物動態」の項参照）

（3）次の薬剤を使用中の患者：イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ボリコナゾー
ル、ミコナゾール（経口剤又は注射剤）、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、ジルチアゼム、ベラパ
ミル塩酸塩、コビシスタットを含有する製剤、テラプレビル、リトナビル、アタザナビル硫酸塩、インジナ
ビル硫酸塩エタノール付加物、サキナビルメシル酸塩、ダルナビルエタノール付加物、ネルフィナビ
ルメシル酸塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、ロピナビル /リトナビル、オムビタスビル水和物
/ パリタプレビル水和物 /リトナビル、リファンピシン、リファブチン、フェニトイン、ホスフェニトインナトリ
ウム水和物、カルバマゼピン、フェノバルビタール、デキサメタゾン全身投与、モダフィニル、エファビ
レンツ、エトラビリン、ネビラピン、ボセンタン水和物、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、シクロスポリン、フレカイニド、プロパフェノン（｢相互作用｣の項参照）

（4）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
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【解説】

（2）中等度以上（Child-Pugh 分類 B 又は C）の肝機能障害又は非代償性肝疾患のある患者に対して
臨床試験は実施しておらず、有効性と安全性は確認されていないため投与しないでください。また、中
等度以上の肝機能障害患者では、アスナプレビルの AUC 及び Cmax が上昇することが報告されてい
ます。

 
C 型肝炎ウイルスに感染していない外国人の肝機能正常者 12 例及び肝機能障害患者 16 例を対
象として、アスナプレビルの硬カプセル 200mgを1日2 回 7日間反復投与したとき、軽度（Child−
Pugh 分類 A）の肝機能障害患者ではアスナプレビルの薬物動態に及ぼす影響は軽微でした。中等
度（Child−Pugh 分類 B）の肝機能障害患者では、アスナプレビルの定常状態におけるAUC 及び
Cmax は、肝機能正常者に比べ、それぞれ 9.8 倍及び 5.0 倍、重度（Child−Pugh 分類 C）の肝機能
障害患者ではそれぞれ 32.1 倍及び 22.9 倍に著しく上昇しました 1）。また肝機能障害によるアスナプレ
ビルの血漿蛋白結合への影響は認められませんでした。

肝機能障害患者及び肝機能正常者におけるアスナプレビルの薬物動態パラメータの比較
（外国人データ）

AUC（TAU）（ng・h/mL） Cmax（ng/mL）
Child-Pugh 分類 A の肝機能障害患者 vs 肝機能正常者 0.79（0.55, 1.15） 0.58（0.35, 0.98）
Child-Pugh 分類 B の肝機能障害患者 vs 肝機能正常者 9.83（6.76, 14.28） 5.03（2.99, 8.47）
Child-Pugh 分類 C の肝機能障害患者 vs 肝機能正常者 32.08（20.84, 49.40） 22.92（12.57, 41.81）

幾何平均値比（90% 信頼区間）
AUC（TAU）：1 投与間隔における血漿中濃度−時間曲線下面積、Cmax：最高血漿中濃度

（3）本剤と併用することにより、本剤の血中濃度が上昇し肝機能障害リスクを増強、又は本剤の血中濃度
が低下し治療効果を減弱、あるいは併用薬の血中濃度上昇による有害事象を発現する可能性のある
薬剤を示しました。これらの薬剤を使用中の患者へは本剤を投与しないでください。

「相互作用」の項 p29 ～ 34をご参照ください。

（4）動物実験でダクラタスビルにより胚・胎児致死作用、催奇形性作用が、ベクラブビルにより出生児の低
体重等が報告されているため、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないでください。

「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項 p47 ～ 48をご参照ください。

警告及び禁忌

1）Eley T et al. Antivir Ther. 2015；20（1）：29-37（AI447012 試験）
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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）クレアチニンクリアランス50mL/min 未満の腎機能障害患者［血液透析を行っていない場合、アス
ナプレビルの血中濃度が上昇するおそれがある。］（「薬物動態」の項参照）

使用上の注意 
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【解説】

（1）クレアチニンクリアランス50mL/min 以下の腎機能障害患者では、アスナプレビルの血中濃度が上昇
するおそれがあるため、慎重に投与してください。

外国人の HCV に感染していない腎機能正常者及び腎機能障害患者を対象に、本剤を用いたときの
薬物動態を評価した結果（AI443110 試験）1）、血液透析を行っていない重度の腎機能障害患者で
は、腎機能正常者と比較してアスナプレビルの AUC が約 2 倍に増加しました。

表　薬物動態パラメータに対する腎機能障害の影響（腎機能正常者の AUC に対する幾何平均比）

腎機能障害の
重症度

（CLcr：mL/min）

軽度
（60 以上 90 未満）a, c

（n=8）

中等度
（30 以上 60 未満）a, c

（n=7）

重度（30 未満） 
透析なし a, c

（n=8）

末期腎不全
透析あり

透析直後 a, d

（n=8）
透析 2日後 b, d

（n=8）
ダクラタスビル

（90% 信頼区間）
1.22

（1.09, 1.37）
1.50

（1.33, 1.68）
1.65

（1.47, 1.86）
1.00

（0.76, 1.33）
1.00

（0.76, 1.32）
アスナプレビル

（90% 信頼区間）
1.33

（1.11, 1.59）
1.76

（1.47, 2.11）
2.03

（1.69, 2.43）
0.84

（0.52, 1.35）
0.67

（0.42, 1.08）
ベクラブビル

（90% 信頼区間）
1.28

（1.14, 1.45）
1.65

（1.45, 1.86）
1.86

（1.65, 2.11）
1.03

（0.75, 1.40）
1.01

（0.75, 1.38）
腎機能正常者に対するAUC（TAU）の幾何平均値比（90% 信頼区間）
CLcr：クレアチニンクリアランス
a：本剤及びベクラブビル 75mgを1日2 回反復投与時の 10日目における薬物動態パラメータ
b：本剤及びベクラブビル 75mgを1日2 回反復投与時の 12日目における薬物動態パラメータ
c：腎機能正常者（n=8）並びに軽度、中等度及び重度の腎機能障害患者より得られた結果を用いて回帰分析より推定
   （それぞれ CLcr が 90mL/min に対する60、30 及び 15mL/min のときの幾何平均値比を推定）
d：腎機能正常者（n=8）に対する末期腎不全患者の薬物動態パラメータの幾何平均値比

上記のとおり、透析を行っていない重度の腎障害患者だけでなく、中等度の腎障害患者においても
アスナプレビルの血中濃度上昇の傾向が認められています。国内第 3 相臨床試験（AI443117 試験）
では、クレアチニンクリアランス50mL/min 未満の患者は組み入れ対象外であり、これらの腎機能障
害患者に対して十分なデータが得られていないことから、慎重投与として設定しました。

使用上の注意 

1）社内資料　腎機能障害患者を対象とした試験（AI443110 試験）
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国内第 3 相試験（AI443117 試験）2）において、ジメンシーが投与された中等度腎機能障害（CLcr 値
30mL/min 以上 60mL/min 未満）患者 31 例（CLcr 値 50mL/min 未満 2 例、CLcr 値 50mL/min
以上 60mL/min 未満 29 例）の安全性プロファイルは、腎機能正常患者（CLcr 値 90mL/min 以上）
と軽度腎機能障害患者（CLcr 値 60mL/min 以上 90mL/min 未満）と比べて著明な相違は認めら
れませんでした。Grade 3 又は 4 のビリルビン値異常の頻度は腎機能正常患者と同程度で、腎機能
障害の程度とビリルビン値異常の頻度に一定の傾向はみられませんでした。

腎機能障害重症度別の安全性プロファイル（AI443117 試験）
腎機能障害重症度

合計（n=217）
正常 a（n=79） 軽度 b（n=107） 中等度 c（n=31）

死亡 0 0 0 0
重篤な有害事象 4（5.1%） 6（5.6%） 3（9.7%） 13（6.0%）
有害事象による投与中止 4（5.1%） 14（13.1%） 3（9.7%） 21（9.7%）
有害事象 59（74.7%） 86（80.4%） 21（67.7%） 166（76.5%）
主な有害事象（いずれかで＞ 10%）
　ALT 増加 17（21.5%） 26（24.3%） 7（22.6%） 50（23.0%）
　発熱 17（21.5%） 23（21.5%） 4（12.9%） 44（20.3%）
　AST 増加 12（15.2%） 23（21.5%） 7（22.6%） 42（19.4%）
　好酸球増加 12（15.2%） 23（21.5%） 2（6.5%） 37（17.1%）
　高ビリルビン血症 12（15.2%） 16（15.0%） 4（12.9%） 32（14.7%）
　頭痛 10（12.7%） 12（11.2%） 2（6.5%） 24（11.1%）
　鼻咽頭炎 6（7.6%） 15（14.0%） 0 21（9.7%）
　下痢 9（11.4%） 5（4.7%） 5（16.1%） 19（8.8%）
　リンパ球減少 4（5.1%） 6（5.6%） 4（12.9%） 14（6.5%）
　食欲減退 4（5.1%） 5（4.7%） 5（16.1%） 14（6.5%）
Grade 3 又は 4 の臨床検査値異常
　ALT 値 7（8.9%） 19（17.8%） 4（12.9%） 30（13.8%）
　AST 値 3（3.8%） 14（13.1%） 3（9.7%） 20（9.2%）
　総ビリルビン値 4（5.1%） 7（6.5%） 1（3.2%） 12（5.5%）

例数（%）
a：腎機能正常患者（CLcr 値 90mL/min 以上）
b：軽度腎機能障害患者（CLcr 値 60mL/min 以上 90mL/min 未満）
c：中等度腎機能障害患者（CLcr 値 30mL/min 以上 60mL/min 未満）。ただし、本試験では、中等度腎機能障害患者 31 例の内訳は

CLcr 値 50mL/min 未満 2 例、CLcr 値 50mL/min 以上 60mL/min 未満 29 例

使用上の注意 

2）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
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Ｍemo
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1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

（2）B 型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者［再活性化するおそれがある。］（「重要な基本的
注意」の項参照）

使用上の注意 
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【解説】

（2）B 型肝炎ウイルス（HBV）及び C 型肝炎ウイルス（HCV）の共感染において、ダクラタスビル塩酸塩及
びアスナプレビルなど、C 型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、HBV が再活性化した症例が認
められ、中には肝機能障害から死亡に至った症例も報告されています。HBV 感染の患者（HBs 抗
原陽性）では HBV の再活性化を認めた症例が集積されており、既往感染者（HBs 抗原陰性、かつ
HBc 抗体又は HBs 抗体陽性）においてもHBV の再活性化が起こる可能性が否定できないため、
HBV 感染の患者又は既往感染者には慎重に投与してください。

使用上の注意 
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2．重要な基本的注意

（1）肝機能障害、肝予備能低下があらわれ、肝不全に至ることがあるので、投与中は肝機能検査を
毎週実施すること。肝機能の悪化が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止する
など適切な処置を行うこと。また、肝酵素上昇の有無にかかわらず、黄疸、腹水、肝性脳症等を伴
う肝不全があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察し、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。
総ビリルビン値が基準値上限 5 倍又は ALT（GPT）値が基準値上限 10 倍を超えて上昇した場
合、もしくは総ビリルビン及び ALT（GPT）が基準値上限の 2 倍及び 5 倍を超えて同時に上昇し
た場合には、直ちに投与を中止し、再投与しないこと。（「重大な副作用」の項参照）

（2）動物実験で、ダクラタスビルによる胚・胎児致死作用及び催奇形性作用等 1）-3）、及びベクラブビル
による出生児の低体重 4）-6）が報告されており、胎児等への影響が疑われるので、妊娠する可能性
のある婦人への投与に際しては、次の点に留意すること。
1）本剤の投与に際しては、妊娠検査を行い、妊娠していないことを確認すること。
2）患者には、本剤が胎児等に悪影響を及ぼす可能性があることを十分に説明し理解させ、本剤

投与中及び投与終了後 5 週間は適切な避妊を徹底するよう指導すること。（「妊婦、産婦、授
乳婦等への投与」の項参照）
なお、アスナプレビルは、エチニルエストラジオール含有製剤（経口避妊薬）の血中濃度を低下
させるおそれがある。

3）本剤投与中に妊娠が確認された場合又は疑われた場合には、直ちに投与を中止すること。

使用上の注意 
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【解説】

（1）本剤の国内第 3 相臨床試験（AI443117 試験）7）において、ビリルビン上昇関連事象、ALT 上昇、
AST 上昇等の肝機能障害が認められており、特に Grade 3 又は 4 の高ビリルビン血症は 2 週目から
6 週目、ALT 増加は 2 週目から12 週目までの広い範囲の時期に発現しています。投与中の肝機能
障害の発現状況を早期に把握するため、肝機能検査は毎週実施してください。肝機能の悪化が認め
られた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止するなど適切な処置を行ってください。

「重大な副作用」の項 p41 ～ 44をご参照ください。

（2）本剤に配合されているダクラタスビルは動物実験（ラット、ウサギ）で胚・胎児致死作用及び催奇形性作
用等 1-3）、ベクラブビルは動物実験（ラット、ウサギ）で出生児の低体重 4-6）が報告されています。本剤投
与中は、妊娠する可能性のある婦人に対して、妊娠を避ける必要があります。次の点にご留意ください。
1）本剤の投与を開始する前に、妊娠検査を行い、妊娠していないことを確認してください。
2）本剤の投与を開始する際は、患者に、本剤投与中の妊娠は胎児等に悪影響を及ぼす可能性があ

ることを十分に説明し理解していただいた上で、本剤投与中及び投与終了後 5 週間は適切な避妊
を徹底するようご指導ください。
なお、本剤に配合されているアスナプレビルは、エチニルエストラジオール含有製剤（経口避妊薬）
の血中濃度を低下させるおそれがありますのでご留意ください。

3）本剤投与中に妊娠が確認された場合又は疑われた場合には、直ちに投与を中止してください。

「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項 p47 ～ 48をご参照ください。

使用上の注意 

1）社内資料　ダクラタスビルのラットを用いた胚・胎児発生に関する試験
2）社内資料　ダクラタスビルのウサギを用いた胚・胎児発生に関する試験
3）社内資料　ダクラタスビルのラットを用いた出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験
4）社内資料　ベクラブビルのラットを用いた胚・胎児発生に関する試験
5）社内資料　ベクラブビルのウサギを用いた胚・胎児発生に関する試験
6）社内資料　ベクラブビルのラットを用いた出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験
7）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
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2．重要な基本的注意

（3）B 型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者（HBs 抗原陰性、かつ HBc 抗体又は HBs 抗体
陽性）において、C 型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、C 型肝炎ウイルス量が低下する一
方 B 型肝炎ウイルスの再活性化が報告されている。本剤投与に先立って、B 型肝炎ウイルス感染
の有無を確認すること。B 型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者に本剤を投与する場合は、
HBV DNA 量等の B 型肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B 型肝炎ウイルスの再活
性化の徴候や症状の発現に注意すること。

使用上の注意 
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【解説】

（3）B 型肝炎ウイルス（HBV）及び C 型肝炎ウイルス（HCV）の共感染患者において、ダクラタスビルやア
スナプレビルなどの C 型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、HBV が再活性化した症例が認
められ、中には肝機能障害から死亡に至った症例も報告されています。HBV 感染の患者（HBs 抗
原陽性）では HBV の再活性化を認めた症例が集積されており、既往感染者（HBs 抗原陰性、かつ
HBc 抗体又は HBs 抗体陽性）においてもHBV の再活性化が起こる可能性が否定できません。本剤
投与に先立って、HBV 感染の有無をご確認ください。また、HBV 感染の患者又は既往感染者に本
剤を投与する場合は、HBV DNA 量等の B 型肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、HBV
の再活性化や徴候や症状の発現にご注意ください。

使用上の注意 
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3．相互作用

（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

イトラコナゾール（イトリゾール）
フルコナゾール（ジフルカン）
ホスフルコナゾール（プロジフ）
ボリコナゾール（ブイフェンド）
ミコナゾール（経口剤又は注射剤）（フロリード）

本剤の血中濃度が上昇す
る。（｢薬物動態｣の項参照）
肝胆道系の副作用が発現
し、また重症化するおそれ
がある。

これらの薬剤の CYP3A の
阻害作用により、本剤の代
謝が阻害される。

クラリスロマイシン（クラリス）
エリスロマイシン（エリスロシン）

ジルチアゼム（ヘルベッサー）
ベラパミル塩酸塩（ワソラン）

コビシスタットを含有する製剤（スタリビルド、ゲンボイヤ）

テラプレビル（テラビック）

ダクラタスビル：CYP3A4及びP糖蛋白（P-gp）の基質である。また、P-gp、有機アニオントランスポー
ター（OATP）1B1、1B3 及び乳癌耐性蛋白（BCRP）の阻害作用を有する。
アスナプレビル：CYP3A、P-gp 及び OATP1B1 の基質である。また、CYP2D6､ OATP1B1、1B3
及び P-gp の阻害作用及び CYP3A4 の誘導作用を有する。
ベクラブビル：CYP3A、P-gp 及び BCRP の基質であり、P-gp、BCRP、OATP1B1 及び 1B3 の阻
害作用、CYP3A4 の誘導作用を有する。

（「薬物動態｣の項参照）

使用上の注意 



-30-

【解説】

ダクラタスビルは CYP3A4、P-gp の基質であり、P-gp、OATP1B1、1B3 及び BCRP の阻害作用を
有します。
アスナプレビルは CYP3A、P-gp 及び OATP1B1 の基質であり、CYP2D6、OATP1B1、1B3、P-gp の
阻害作用及び CYP3A4 の弱い誘導作用を有します。
ベクラブビルは CYP3A、P-gp 及び BCRP の基質であり、P-gp、BCRP、OATP1B1 及び 1B3 の阻害作
用、CYP3A4 の誘導作用を有します。
CYP3A 阻害薬／誘導薬や P-gp 阻害薬等と本剤の併用においては、本剤又は併用薬剤の曝露量への
影響が予想されるため注意が必要です。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
る薬剤については、すべて医師及び薬剤師に相談するようご指導ください。
また、本剤服用中に新たに服用する薬剤についても、事前に医師及び薬剤師に相談するようご指導
ください。

【薬物動態】より抜粋
6．相互作用

（1）in vitro 試験成績
ダクラタスビル、アスナプレビル及びベクラブビルは CYP3A 及び P-gp の基質である。アスナプレビルは、CYP2D6
を阻害した［IC50：5.7µmol/L、KI（時間依存的阻害）：6.62µmol/L］。アスナプレビル及びベクラブビルは CYP3A
の誘導剤である。ダクラタスビル、アスナプレビル及びベクラブビルは、OATP1B1（IC50：それぞれ 2.3、0.3 及び
3.8µmol/L）、OATP1B3（IC50：それぞれ 5.7、3.0 及び 1.6µmol/L）及び BCRP［IC50：それぞれ 10.9、50 超（最
高試験濃度 50µmol/L での阻害率：36%）及び 2.3µmol/L］を阻害した。OATP1B1 は、アスナプレビルの肝臓
への取り込みに関与する。

（1）非臨床試験成績及び薬物相互作用試験成績に基づき設定しました。
●併用により本剤の血中濃度に影響を及ぼす薬剤
強力又は中程度の CYP3A4 阻害薬
強力又は中程度の CYP3A 阻害作用を有するアゾール系抗真菌剤（イトラコナゾール、フルコナゾー
ル、ホスフルコナゾール、ボリコナゾール、ミコナゾール）、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、ジルチア
ゼム、ベラパミル塩酸塩、コビシスタットを含有する製剤（スタリビルド、ゲンボイヤ）、テラプレビルとの併
用により、本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇し、肝胆道系の副作用が発現し、また重症化する
おそれがあるため、これらの薬剤を併用禁忌に設定しました。
・ケトコナゾールとアスナプレビルの薬物相互作用（外国人データ：AI447014 試験）1）：p38 参照
・ケトコナゾールとダクラタスビルの薬物相互作用（外国人データ：AI444005 試験）2）：p38 参照
・テラプレビルとダクラタスビルの薬物相互作用（日本人データ：AI444067 試験）3）：p38 参照
なお、イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ボリコナゾール、ミコナゾール、クラリスロ
マイシン、エリスロマイシン、ジルチアゼム、ベラパミル塩酸塩、コビシスタットを含有する製剤との併用に
おける薬物相互作用試験結果は得られていません。

使用上の注意 

1）社内資料　アスナプレビルとケトコナゾールとの薬物相互作用試験（AI447014 試験）
2）社内資料　ダクラタスビルとケトコナゾールとの薬物相互作用試験（AI444005 試験）
3）社内資料　ダクラタスビルとテラプレビルとの薬物相互作用試験（AI444067 試験）
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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

リトナビル（ノービア）
アタザナビル硫酸塩（レイアタッツ）
インジナビル硫酸塩エタノール付加物（クリキシバン）
サキナビルメシル酸塩（インビラーゼ）
ダルナビルエタノール付加物（プリジスタ）
ネルフィナビルメシル酸塩（ビラセプト）
ホスアンプレナビルカルシウム水和物（レクシヴァ）
ロピナビル /リトナビル（カレトラ）
オムビタスビル水和物 / パリタプレビル水和物 /リトナビル

（ヴィキラックス）

本剤の血中濃度が上昇す
る。（｢薬物動態｣の項参照）
肝胆道系の副作用が増加
し、また重症化するおそれが
ある。

これらの薬剤の CYP3A 及
び / 又は OATP1B1 の阻
害作用により、本剤の代謝
及び / 又は本剤の肝臓へ
の取り込みが阻害される。

リファンピシン（リファジン）
リファブチン（ミコブティン）

本剤の血中濃度が低下し、
治療効果を減弱させるおそ
れがある。（｢薬物動態｣ の
項参照）

これらの薬剤の CYP3A 誘
導作用により、本剤の代謝
が促進される。

フェニトイン（アレビアチン）
ホスフェニトインナトリウム水和物（ホストイン）
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）

デキサメタゾン全身投与（デカドロン）

モダフィニル（モディオダール）

エファビレンツ（ストックリン）
エトラビリン（インテレンス）
ネビラピン（ビラミューン）

ボセンタン水和物（トラクリア）

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

使用上の注意
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【解説】

（1）非臨床試験成績及び薬物相互作用試験成績に基づき設定しました。
●併用により本剤の血中濃度に影響を及ぼす薬剤
CYP3A 及び / 又は OATP1B1 阻害薬
CYP3A 及び / 又は OATP1B1 の阻害作用を有するリトナビル、アタザナビル硫酸塩、インジナビル硫
酸塩エタノール付加物、サキナビルメシル酸塩、ダルナビルエタノール付加物、ネルフィナビルメシル酸
塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、ロピナビル /リトナビル、オムビタスビル水和物 / パリタプレビ
ル水和物 /リトナビルとの併用により、本剤の代謝及び / 又は肝臓への取り込みが阻害され血中濃度
が上昇し、肝胆道系の副作用が発現し、また重症化するおそれがあるため、これらの薬剤を併用禁忌
に設定しました。
・リトナビルとアスナプレビルの薬物相互作用（外国人データ：AI447001 試験）1）：p38 参照
・リトナビルとベクラブビルの薬物相互作用（外国人データ：AI443001 試験）2）：p38 参照
・アタザナビル／リトナビルとダクラタスビルの薬物相互作用（外国人データ：AI444032 試験）3）： p38

参照
なお、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、サキナビルメシル酸塩、ダルナビルエタノール付加物、
ネルフィナビルメシル酸塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、ロピナビル /リトナビル、オムビタスビ
ル水和物 / パリタプレビル水和物 /リトナビルとの併用における薬物相互作用試験結果は得られて
いません。

強力又は中程度の CYP3A 誘導薬
強力又は中程度の CYP3A 誘導作用を有するリファンピシン、リファブチン、フェニトイン、ホスフェニト
インナトリウム水和物、カルバマゼピン、フェノバルビタール、デキサメタゾン全身投与、モダフィニル、エ
ファビレンツ、エトラビリン、ネビラピン、ボセンタン水和物、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）含有食品との併用により、本剤の代謝が促進され血中濃度が低下し、治療効果を
減弱させるおそれがあるため、これらの薬剤を併用禁忌に設定しました。
・リファンピシンとアスナプレビルの薬物相互作用（外国人データ：AI447018 試験）4）：p38 参照
・リファンピシンとダクラタスビルの薬物相互作用（外国人データ：AI444012 試験）5）：p38 参照
・エファビレンツとダクラタスビルの薬物相互作用（外国人データ：AI444034 試験）3）：p38 参照
なお、リファブチン、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、カルバマゼピン、フェノバルビタール、
デキサメタゾン全身投与、モダフィニル、エトラビリン、ネビラピン、ボセンタン水和物、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）含有食品との併用における薬物相互作用試験結果は
得られていません。

使用上の注意 

1）社内資料　リトナビルとの薬物相互作用試験（AI447001 試験）
2）社内資料　外国人健康被験者を対象としたベクラブビルの第 1 相試験（AI443001 試験）
3）Bifano M et al. Antivir Ther. 2013；18（7）：931-940（ダクラタスビルとアタザナビル及びリトナビル、エファビレンツ、テノホビルとの薬物相互

作用試験）
4）社内資料　アスナプレビルとリファンピシンとの薬物相互作用試験（AI447018 試験）
5）社内資料　ダクラタスビルとリファンピシンとの薬物相互作用試験（AI444012 試験）
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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

シクロスポリン（サンディミュン） アスナプレビルの血中濃度
が上昇するおそれがある。
アスナプレビルの肝臓への
取り込みが減少し、本剤の
治療効果を減弱させるおそ
れがある。

シクロスポリンの OATP1B1
の阻害作用によりアスナプレ
ビルの肝臓への取り込みが
阻害される。

フレカイニド（タンボコール）
プロパフェノン（プロノン）

これらの薬剤の血中濃度が
上昇し、不整脈が起こるお
それがある。

アスナプレビルの CYP2D6
阻 害 作 用により、これら
の 薬 剤（ 治 療 域 が 狭 い
CYP2D6 の基質）の代謝
が阻害される。

使用上の注意
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【解説】

（1）非臨床試験成績及び薬物相互作用試験成績に基づき設定しました。
●併用により本剤の血中濃度に影響を及ぼす薬剤
OATP1B1 阻害薬
OATP1B1 阻害作用を有するシクロスポリンとの併用によりアスナプレビルの肝臓への取り込みが阻害
され、アスナプレビルの血中濃度が上昇するおそれがあります。アスナプレビルの肝臓への取り込みが
減少し、本剤の治療効果を減弱させるおそれがあるため、併用禁忌に設定しました。
・シクロスポリンとダクラタスビルの薬物相互作用（外国人データ：AI444065 試験）1）：p38 参照

●本剤との併用により血中濃度に影響を受ける薬剤
アスナプレビルは CYP2D6 阻害作用を有しているため、CYP2D6 の基質と併用した場合、併用薬剤
の血中濃度が上昇するおそれがあります。
抗不整脈薬のフレカイニド及びプロパフェノンは CYP2D6 の基質であり、かつ治療域が狭いことから、
本剤との併用により曝露量が上昇することで不整脈を引き起こすおそれがあるため、これらの薬剤を併
用禁忌に設定しました。
なお、フレカイニド及びプロパフェノンとの併用における薬物相互作用試験結果は得られていません。

使用上の注意 

1）Bifano M et al. Clin Drug Investig. 2015；35（5）：281-289（ダクラタスビルとシクロスポリン、タクロリムスとの薬物相互作用試験）
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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

ロスバスタチン ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。併
用する場合には、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。（｢薬物動態｣の項参照）

本剤の OATP1B1 及び 1B3、BCRP 阻
害作用により、ロスバスタチンの肝臓への
取り込み、肝臓及び腸からの排泄が阻害
される。

アトルバスタチン
フルバスタチン
シンバスタチン
ピタバスタチン
プラバスタチン

これらの薬剤の血中濃度が上昇するので、
注意すること。（｢薬物動態｣の項参照）

本剤の OATP1B1 及び 1B3 阻害作用に
より、これらの薬剤の肝臓への取り込みが
阻害される。

デキストロメトルファン臭化水素
酸塩
メトプロロール

これらの薬剤の血中濃度が上昇する。
（｢薬物動態｣の項参照）
本剤とこれらの薬剤を併用する場合には、
患者の状態を十分に観察し、必要に応じ
てこれらの薬剤の減量を考慮すること。

アスナプレビルの CYP2D6 阻害作用によ
り、これらの薬剤の代謝が阻害される。

ジゴキシン ジゴキシンの血中濃度が上昇する。（｢薬
物動態｣の項参照）
ジゴキシンを併用する場合には、ジゴキシ
ンの血中濃度をモニタリングし、投与量を
調節すること。

本剤の P-gp 阻害作用により、ジゴキシン
のバイオアベイラビリティが増加及び / 又
は排泄が阻害される。

ミダゾラム ミダゾラムの血中濃度が低下するので、
注意すること。（｢薬物動態｣の項参照）

本剤の CYP3A4 誘導作用により、ミダゾ
ラムの代謝が促進される。

オメプラゾール
エスシタロプラム
セルトラリン

これらの薬剤の血中濃度が低下するの
で、注意すること。（「薬物動態」の項
参照）

本剤の CYP2C19 誘導作用により、これ
らの薬剤の代謝が促進される可能性が
ある。

エチニルエストラジオール含有
製剤

（経口避妊薬）

エチニルエストラジオールの血中濃度が低
下するおそれがある。（「薬物動態」の項
参照）

本剤の CYP3A4 の誘導作用により、エチ
ニルエストラジオールの代謝が促進される。

使用上の注意
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【解説】

（2）非臨床試験成績及び薬物相互作用試験成績に基づき設定しました。
●本剤との併用により血中濃度が影響を受ける薬剤
OATP1B1 及び 1B3 の基質となる薬剤
本剤は OATP1B1 及び 1B3 阻害作用を有しており、OATP1B1 及び 1B3 の基質と併用した場合、
併用薬剤の肝臓への取り込みを阻害し血中濃度を上昇するおそれがあるため、注意してください。さ
らに、本剤の BCRP 阻害作用によって、ロスバスタチンの肝臓への取り込み、肝臓及び腸からの排
泄を阻害し、ロスバスタチンの Cmax 及び AUC が、それぞれ 2.96 倍及び 9.13 倍上昇しました。ロス
バスタチンと併用する場合には、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し
てください。
・ロスバスタチンと本剤＋ベクラブビル 75mg の薬物相互作用（外国人データ：AI443115 試験）1）：

p39 参照
・プラバスタチンと本剤＋ベクラブビル 75mg の薬物相互作用（外国人データ：AI443021 試験）2）：

p39 参照
なお、アトルバスタチン、フルバスタチン、シンバスタチン、ピタバスタチン、プラバスタチンとの併用におけ
る薬物相互作用試験結果は得られていません。

CYP2D6 の基質となる薬剤
アスナプレビルは CYP2D6 阻害作用を有しているため、CYP2D6 の基質と併用した場合、併用薬剤
の血中濃度が上昇するおそれがあります。
本剤とこれらの薬剤を併用する場合には、患者の状態を十分に観察し、必要に応じてこれらの薬剤の
減量を考慮してください。
・デキストロメトルファン臭化水素酸塩とアスナプレビルの薬物相互作用（外国人データ：AI447020

試験）3）：p39 参照
・メトプロロールと本剤の薬物相互作用（外国人データ：AI443021 試験）2）：p39 参照

P-gp の基質となる薬剤
本剤は P-gp 阻害作用を有しており、P-gp の基質であるジゴキシンと併用した場合、ジゴキシンのバイ
オアベイラビリティの増加及び／又は排泄の阻害により、血中濃度が上昇するおそれがあります。本剤
とジゴキシンを併用する場合は、ジゴキシンの血中濃度をモニタリングし、投与量を調節してください。
・ジゴキシンと本剤の薬物相互作用（外国人データ：AI443021 試験）2）：p39 参照

使用上の注意 

1）社内資料　ロスバスタチンとの薬物相互作用試験（AI443115 試験）
2）社内資料　カクテル基質との薬物相互作用試験（AI443021 試験）
3）社内資料　アスナプレビルとカクテル基質を用いた薬物相互作用試験（AI447020 試験）
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CYP3A4 の基質となる薬剤
本剤は CYP3A4 の誘導作用を有しており、CYP3A4 の基質と併用した場合、併用薬剤の代謝が促
進します。ミダゾラムの血中濃度は低下するのでご注意ください。エチニルエストラジオールと併用した場
合、併用薬剤の代謝が促進され、血中濃度を低下するおそれがあります。
・ミダゾラムと本剤の薬物相互作用（外国人データ：AI443021 試験）1）：p39 参照
・ミダゾラムとベクラブビルの薬物相互作用（日本人及び外国人データ：AI443006 試験）2）：p39 参照
・エチニルエストラジオールと本剤＋ベクラブビル 75mg の薬物相互作用（外国人データ：AI443016

試験）3）：p39 参照
・エチニルエストラジオールとアスナプレビルの薬物相互作用（外国人データ：AI447019 試験）4）：p39

参照

CYP2C19 の基質となる薬剤
本剤とCYP2C19 の基質を併用した場合、併用薬剤の代謝が促進される可能性があり、これらの薬
剤の血中濃度が低下するのでご注意ください。
・オメプラゾールと本剤の薬物相互作用（外国人データ：AI443021 試験）1）：p39 参照
・エスシタロプラム又はセルトラリンと本剤＋ベクラブビル 75mg の薬物相互作用（外国人データ：

AI443116 試験）5）：p39 参照

使用上の注意

1）社内資料　カクテル基質との薬物相互作用試験（AI443021 試験）
2）社内資料　日本人を含む健康被験者を対象としたベクラブビルの第 1 相試験（AI443006 試験）
3）社内資料　経口避妊薬との薬物相互作用試験（AI443016 試験）
4）社内資料　アスナプレビルと経口避妊薬との薬物相互作用試験（AI447019 試験）
5）社内資料　エスシタロプラム又はセルトラリンとの薬物相互作用試験（AI443116 試験）
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薬物相互作用試験成績（外国人データ）
＜併用薬がダクラタスビル、アスナプレビル又はベクラブビルの薬物動態に及ぼす影響＞ 1-14）

併用薬の投与量 DCV/ASV/BCV の
投与量 例数

DCV/ASV/BCV の薬物動態パラメータ比
併用時／非併用時（90% 信頼区間）

AUC Cmax

ケトコナゾール 200mg BID ASV 200mg BID 19 9.65 （8.64, 10.77） 6.92 （5.92, 8.09）
ケトコナゾール 400mg QD DCV 10mg 単回投与 14 3.00 （2.62, 3.44） 1.57 （1.31, 1.88）

リトナビル 100mg 単回投与
ASV 10mg（懸濁液）
単回投与（空腹時） 6 4.81 （4.01, 5.77） 5.22 （2.83, 9.61）

BCV 100mg 単回投与 6 12.1 （9.03, 16.13） 2.03 （1.68, 2.46）

リファンピシン600mg 単回投与 ASV 200mg
単回投与（空腹時） 20 14.81（11.22, 19.53） 21.11 （14.27, 31.24）

リファンピシン600mg QD
ASV 600mg BID 20 0.79 （0.56, 1.09） 0.95 （0.60, 1.50）

DCV 60mg 単回投与 14 0.21 （0.19, 0.23） 0.44 （0.40, 0.48）
アタザナビル 300mg QD
リトナビル 100mg QD DCV 20mg QD 14 2.10a （1.95, 2.26） 1.35a （1.24, 1.47）

エファビレンツ600mg QD DCV 120mg QD 15 0.68a （0.60, 0.78） 0.83a （0.76, 0.92）
シクロスポリン400mg 単回投与 DCV 60mg QD 14 1.40 （1.29, 1.53） 1.04 （0.94, 1.15）
シメプレビル 150mg QD DCV 60mg QD 17 1.96 （1.84, 2.10） 1.50 （1.39. 1.62）
テラプレビル 500mg BIDb DCV 20mg QD 15 2.32 （2.06, 2.62） 1.46 （1.28, 1.66）
テラプレビル 750mg TIDb DCV 20mg QD 15 2.15 （1.87, 2.48） 1.22 （1.04, 1.44）

ファモチジン40mg 単回投与
DCV 60mg 単回投与 18 0.82 （0.70, 0.96） 0.56 （0.46, 0.67）
BCV 100mg 単回投与 6 1.16 （1.01, 1.33） 1.13 （0.93, 1.36）

エスシタロプラム10mg QD
DCV 30mg BID 

18
1.00 （0.93, 1.09） 1.08 （0.99, 1.17）

ASV 200mg BID 0.92 （0.85, 1.00） 0.96 （0.79, 1.17）
BCV 150mg BID 0.96 （0.91, 1.02） 1.02 （0.94, 1.11）

セルトラリン50mg QD
DCV 30mg BID

23
0.96 （0.93, 0.98） 1.06 （1.02, 1.11）

ASV 200mg BID 1.02 （0.92, 1.13） 1.11 （0.92, 1.34）
BCV 150mg BID 0.94 （0.92, 0.97） 1.08 （1.01, 1.16）

オメプラゾール 40mg QD DCV 60mg 単回投与 12 0.84 （0.73, 0.96） 0.64 （0.54, 0.77）
タクロリムス5mg 単回投与 DCV 60mg QD 14 1.05 （1.03, 1.07） 1.07 （1.02, 1.12）
テノホビルジソプロキシフマル酸
300mg QD DCV 60mg QD 20 1.10 （1.01, 1.21） 1.06 （0.98, 1.15）

DCV：ダクラタスビル、ASV：アスナプレビル、BCV：ベクラブビル、QD：1日1 回投与、BID：1日2 回投与、
TID：1日3 回投与、a：投与量により補正、b：日本人データ

使用上の注意 

承認された【用法及び用量】
通常、成人には 1 回 2 錠を1日2 回食後に経口投与し、投与期間は 12 週間とする。

（本剤は 1 錠あたり、ダクラタスビル 15mg、アスナプレビル 100mg、ベクラブビル 37.5mgを含有）
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＜本剤が併用薬の薬物動態に及ぼす影響＞ 7-10, 15-22）

併用薬の投与量 DCV/ASV/BCV の
投与量 例数

併用薬の薬物動態パラメータ比
併用時／非併用時（90% 信頼区間）

AUC Cmax

カフェイン200mg 単回投与 30/200/75mg BID 20 0.96 （0.90, 1.01） 0.97 （0.93, 1.02）
メトプロロール 50mg 単回投与 30/200/75mg BID 20 1.71 （1.49, 1.97） 1.40 （1.20, 1.64）
モンテルカスト10mg 単回投与 30/200/75mg BID 20 0.92 （0.88, 0.97） 1.01 （0.95, 1.08）
フルルビプロフェン50mg 単回投与 30/200/75mg BID 20 0.90 （0.87, 0.93） 0.94 （0.88, 0.99）
オメプラゾール 40mg 単回投与 30/200/75mg BID 18 0.48 （0.39, 0.59） 0.57 （0.42, 0.78）

ミダゾラム5mg 単回投与
30/200/75mg BID 20 0.53 （0.47, 0.60） 0.57 （0.50, 0.65）
BCV 150mg BID 16 0.50a （0.45, 0.57） 0.66a （0.57, 0.76）
BCV 300mg BID 16 0.44a （0.40, 0.48） 0.52a （0.47, 0.57）

ジゴキシン0.25mg 単回投与 30/200/75mg BID 20 1.23b （1.17, 1.30） 1.23 （1.12, 1.35）
プラバスタチン40mg 単回投与 30/200/75mg BID 20 1.68 （1.43, 2.00） 2.01 （1.63, 2.47）
ロスバスタチン10mg 単回投与 30/200/150mg BID 18 2.96 （2.54, 3.46） 9.13 （7.60, 10.98）
エスシタロプラム10mg QD 30/200/150mg BID 18 0.65 （0.61, 0.69） 0.68 （0.64, 0.73）
セルトラリン50mg QD 30/200/150mg BID 23 0.62 （0.60, 0.65） 0.68 （0.65, 0.71）
メサドン40 ～ 120mg QD 30/200/150mg BID 16 0.75c （0.64, 0.87） 0.66c （0.53, 0.81）

ブプレノルフィン（BN）
ナロキソン（NX）
8/2 ～ 24/6mg QD

30/200/150mg BID 16

BN
0.92c （0.81, 1.05）

BN
0.76c （0.65, 0.90）

NX
1.38c （0.82, 2.32）

NX
 0.77c （0.43, 1.35）

経口避妊薬
エチニルエストラジオール（EE）
ノルエチステロン（NE）
0.020/1、0.030/1.5mg QD

30/200/150mg BID
22 EE

0.85c （0.79, 0.90）
EE

1.09c （1.01, 1.18）

22 NE
0.94c （0.83, 1.05）

NE
0.79c （0.71, 0.88）

経口避妊薬
エチニルエストラジオール（EE）
0.035mg QD
ノルゲスチメート
0.180/0.215/0.250mg QD

ASV 600mg BID 17

EE
0.72 （0.67, 0.78）

EE
0.75（0.67, 0.85）

ノルエルゲストロミン
0.66 （0.62, 0.70）

ノルエルゲストロミン
0.71 （0.65, 0.77）

経口避妊薬
エチニルエストラジオール（EE）
0.035mg QD
ノルゲスチメート
0.180/0.215/0.250mg QD

DCV 60mg QD 20

EE
1.01 （0.95, 1.07）

EE
1.11 （1.02, 1.20）

ノルエルゲストロミン
1.12 （1.06, 1.17）

ノルエルゲストロミン
1.06 （0.99, 1.14）

ノルゲストレル
1.12 （1.02, 1.23）

ノルゲストレル
1.07 （0.99, 1.16）

デキストロメトルファン
30mg 単回投与 ASV 200mg BID 17 3.94d （3.09, 5.03） 2.72 （2.10, 3.53）

シクロスポリン400mg 単回投与 DCV 60mg QD 14 1.03 （0.97, 1.09） 0.96 （0.91, 1.02）
シメプレビル 150mg QD DCV 60mg QD 24 1.44 （1.32, 1.56） 1.39 （1.27, 1.52）
タクロリムス5mg 単回投与 DCV 60mg QD 14 1.00 （0.87, 1.15） 1.05 （0.90, 1.23）
テラプレビル 500mg BIDe DCV 20mg QD 15 0.94 （0.84, 1.04） 1.01 （0.89, 1.14）
テラプレビル 750mg TIDe DCV 20mg QD 14 0.99 （0.95, 1.03） 1.02 （0.95, 1.09）
テノホビルジソプロキシフマル酸
300mg QD DCV 60mg QD 20 1.10 （1.05, 1.15） 0.95 （0.89, 1.02）

ロサルタン25mg 単回投与 ASV 200mg BID 18 0.89 （0.81, 0.98） 1.63 （1.35, 1.97）
DCV：ダクラタスビル、ASV：アスナプレビル、BCV：ベクラブビル、QD：1日1 回投与、BID：1日2 回投与、TID：1日3 回投与、a：日本人
及び外国人データの統合解析、b：19 例、c：投与量により補正、d：16 例、e：日本人データ

使用上の注意
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使用上の注意 

承認された【用法及び用量】
通常、成人には 1 回 2 錠を1日2 回食後に経口投与し、投与期間は 12 週間とする。

（本剤は 1 錠あたり、ダクラタスビル 15mg、アスナプレビル 100mg、ベクラブビル 37.5mgを含有）

1）社内資料　外国人健康被験者を対象としたベクラブビルの第 1 相試験（AI443001 試験）
2）社内資料　アスナプレビルとケトコナゾールとの薬物相互作用試験（AI447014 試験）
3）社内資料　ダクラタスビルとケトコナゾールとの薬物相互作用試験（AI444005 試験）
4）社内資料　リトナビルとの薬物相互作用試験（AI447001 試験）
5）社内資料　アスナプレビルとリファンピシンとの薬物相互作用試験（AI447018 試験）
6）社内資料　ダクラタスビルとリファンピシンとの薬物相互作用試験（AI444012 試験）
7）Bifano M et al. Antivir Ther. 2013；18（7）：931-940（ダクラタスビルとアタザナビル及びリトナビル、エファビレンツ、テノホビルとの薬物相互

作用試験）
8）Bifano M et al. Clin Drug Investig. 2015；35（5）：281-289（ダクラタスビルとシクロスポリン、タクロリムスとの薬物相互作用試験）
9）社内資料　ダクラタスビルとシメプレビルとの薬物相互作用試験（TMC435HPC1005 試験）

10）社内資料　ダクラタスビルとテラプレビルとの薬物相互作用試験（AI444067 試験）
11）社内資料　ダクラタスビルのバイオアベイラビリティ、食事及びファモチジンによる影響を検討した試験（AI444009 試験）
12）社内資料　ベクラブビルのバイオアベイラビリティ、高脂肪食及びファモチジンによる影響を検討した試験（AI443007 試験）
13）社内資料　エスシタロプラム又はセルトラリンとの薬物相互作用試験（AI443116 試験）
14）社内資料　ダクラタスビルとオメプラゾールとの薬物相互作用試験（AI444024 試験）
15）社内資料　日本人を含む健康被験者を対象としたベクラブビルの第 1 相試験（AI443006 試験）
16）社内資料　カクテル基質との薬物相互作用試験（AI443021 試験）
17）社内資料　ロスバスタチンとの薬物相互作用試験（AI443115 試験）
18）社内資料　メサドン又はブプレノルフィン／ナロキソンとの薬物相互作用試験（AI443108 試験）
19）社内資料　経口避妊薬との薬物相互作用試験（AI443016 試験）
20）社内資料　アスナプレビルと経口避妊薬との薬物相互作用試験（AI447019 試験）
21）Bifano M et al. Antivir Ther. 2014；19（5）：511-519. （ダクラタスビルと経口避妊薬との薬物相互作用試験）
22）社内資料　アスナプレビルとカクテル基質を用いた薬物相互作用試験（AI447020 試験）
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4．副作用

国内臨床試験において、217 例中 123 例（56.7%）に副作用が認められた。主な副作用は、ALT
（GPT）増加 50 例（23.0%）、AST（GOT）増加 42 例（19.4%）、好酸球増加症 37 例（17.1%）、発
熱 36 例（16.6%）、高ビリルビン血症 32 例（14.7%）等であった。（承認時）

（1）重大な副作用

1）肝機能障害、肝不全：ALT（GPT）増加（13.8% 注 1））、AST（GOT）増加（9.2% 注 1））、高ビリルビ
ン血症（5.5% 注 2））、胆のう障害（2.3%）、プロトロンビン時間延長、アルブミン低下等があらわれ、黄
疸、腹水、肝性脳症等を伴う肝不全（頻度不明注 3））に至ることがある。発熱等の症状が認められ
た場合には、肝機能検査等を行うなど患者の状態を十分に観察すること。肝機能の悪化が認めら
れた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。（「重要な基本
的注意」の項参照）

注 1）基準値上限 5 倍超、注 2）基準値上限 2.5 倍超、
注 3）ダクラタスビル及びアスナプレビルの 2 剤併用療法で自発報告された副作用

使用上の注意
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【解説】

本剤の国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）で報告された主な副作用について記載しました。
国内臨床試験におけるすべての副作用発現状況については、別添 1「副作用一覧」の項 p51 ～ 53を
ご参照ください。

1）本剤を投与する上で最も注意しなければならない副作用は肝機能障害です。国内第 3 相試験
（AI443117 試験）1,2）において、Grade 3 又は 4 の ALT 増加、AST 増加、高ビリルビン血症及びビ
リルビン上昇関連事象の発現状況は以下のとおりでした。

Grade 3 又は 4 の
有害事象 a

未治療患者
（ジェノタイプ 1b）

IFN 既治療患者
（ジェノタイプ 1b） ジメンシー群の合計

（ジェノタイプ
1a＋1b）b

（n=217）
ジメンシー群
（n=149）

ダクラタスビル・
アスナプレビル
併用療法群
（n=75）

ジメンシー群
（n=64）

ALT 増加 24（16.1%） 9（12.0%） 5（7.8%） 30（13.8%）
AST 増加 16（10.7%） 5（6.7%） 4（6.3%） 20（9.2%）
高ビリルビン血症 8（5.4%） 1（1.3%） 3（4.7%） 12（5.5%）
ビリルビン上昇関連事象 c 9（6.0%） 1（1.3%） 3（4.7%） 13（6.0%）
a：ALT 又は AST 増加は基準値上限の 5.1 倍以上、高ビリルビン血症は基準値上限の 2.6 倍以上、b：ジェノタイプ 1a の 4 例を含む、
c：高ビリルビン血症、胆嚢障害、胆嚢炎、抱合ビリルビン増加、血中非抱合ビリルビン増加、肝腫大を含む

●ビリルビン上昇関連事象と高ビリルビン血症
Grade 3 又は 4 のビリルビン増加関連事象が認められたジメンシー群の 13 例のうち、Grade 3 又は 4 の
高ビリルビン血症は 12 例（5.5%）、Grade 3 又は 4 の胆嚢障害は 3 例（1.4%）でした。Grade 3 又は 4
の高ビリルビン血症又は胆嚢障害と、同時期に発熱が認められたのは 13 例中 10 例であり、このうち9 例
は高ビリルビン血症又は胆嚢障害に先行して発熱が認められました。Grade 3 又は 4 の高ビリルビン血症
が認められた 12 例では、総ビリルビン値の上昇と同時期の治療早期にアルブミンの減少とINR の変動が
みられました。

● ALT 増加とAST 増加
ジメンシー群において、Grade 3 又は 4 の ALT 増加が 30 例（13.8%）に認められ、そのうち20 例（9.2%）
に Grade 3 又は 4 の AST 増加が認められました。Grade 3 又は 4 の ALT 増加と高ビリルビン血症が
30日以内の同時期に発現したのは 3 例であり、2 例は同日に発現しました。ALT 増加と高ビリルビン血症
を同時期に発現した 3 例を除く27 例のほとんどでアルブミンの減少はみられず、INR の変動もみられませ
んでした。

使用上の注意 
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●ビリルビンとALT 上昇の同時発現
ジメンシー群において、Grade 3 又は 4 のビリルビン及び ALT の高度上昇が同日に発現した患者が 2 例
認められ、このうち代償性肝硬変患者の 1 例は pDILI の基準※に該当し、重度の肝障害に至りました。
※ pDILI の基準

1）ALT がベースラインまたは最低値のいずれか低い方の値の 5 倍以上、かつ ULN（基準値上限）の 10 倍以上、かつ
2）総ビリルビンが ULN の 2 倍以上、かつ
3）ALT 上昇及び高ビリルビン血症について、その他の直接的かつ明白な原因がない（例えば、急性ウイルス性肝炎、胆汁うっ滞、C 型肝炎

以外の肝疾患の合併症、肝毒性のある薬剤投与歴等があれば除外する）

Grade 3 又は 4 のビリルビン上昇関連事象、ALT 増加、AST 増加の発現までの期間、及び回復までの
期間は以下のとおりでした。

ビリルビン上昇関連事象 a

（n=13）
ALT 増加
（n=30）

AST 増加
（n=20）

発現時期の中央値（範囲）b 16.0日（11日、43日） 53.5日（16日、86日） 48.0日（23日、85日）
転帰 全例回復 全例回復 全例回復
最終投与から回復までの
中央値（範囲）c

18.5日（7 ～ 177日）
n=10

30.0日（8 ～ 177日）
n=29

27.0日（8 ～ 177日）
n=19

投与中止例 10（4.6%） 11（5.1%） 5（2.3%）
a：高ビリルビン血症、胆嚢障害、胆嚢炎、抱合ビリルビン増加、血中非抱合ビリルビン増加、肝腫大を含む
b：Grade 3 又は 4となった最初の日
c：最終投与前に回復した患者を除く

使用上の注意
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●投与前の肝硬変有無別の安全性（AI443117 試験）
臨床検査によるGrade 3 又は 4 の総ビリルビン値異常の発現率は、肝硬変患者では 13.0%、非肝硬変
患者では 3.5% であり、肝硬変患者で高値でした。一方、Grade 3 又は 4 の ALT 値異常の発現率は、
肝硬変患者では 8.7%、非肝硬変患者では 15.2% であり、非肝硬変患者で高値でした。

投与前の肝硬変有無別の Grade 3 又は 4 の臨床検査値異常
Grade 3 又は 4 の
臨床検査値異常

肝硬変患者
（n=46）

非肝硬変患者
（n=171）

全例
（n=217）

ALT 値 4（8.7%） 26（15.2%） 30（13.8%）
AST 値 4（8.7%） 16（9.4%） 20（9.2%）
総ビリルビン値 6（13.0%） 6（3.5%） 12（5.5%）

以上より、発熱等の症状が認められた場合には、肝機能検査等を行うなど患者の状態を十分に観察してく
ださい。肝機能検査は毎週実施し、肝機能の悪化が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を
中止するなどの適切な処置を行ってください。
また、総ビリルビン値が基準値上限 5 倍又は ALT（GPT）値が基準値上限 10 倍を超えて上昇した場合、
もしくは総ビリルビン及び ALT（GPT）が基準値上限の 2 倍及び 5 倍を超えて同時に上昇した場合には、
直ちに投与を中止し、再投与しないでください。

「重要な基本的注意」の項 p25 ～ 26をご参照ください。

使用上の注意 

1）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
2）Toyota J et al. J Gastroenterol 2016 Aug 9 doi：10. 1007/s00535-016-1245-6
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4．副作用
（1）重大な副作用

2）多形紅斑（1.4%）：多形紅斑があらわ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
場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

3）血小板減少（2.8%）：血小板減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うなど観
察を十分に行い、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。

4）間質性肺炎（頻度不明注 3））：間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、
肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、胸部 X 線、胸部 CT、血清マーカー等の検査を
実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注 3）ダクラタスビル及びアスナプレビルの 2 剤併用療法で自発報告された副作用

使用上の注意



-46-

【解説】

2）国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）において、多形紅斑は有害事象として本剤投与例の 1.4%
（3/217 例）で認められ、このうち1 例は重篤な有害事象として報告されました。また、ダクラタスビルとア
スナプレビルとの併用療法の国内製造販売後においても、重篤な多形紅斑が報告されています。そのた
め、重大な副作用として注意喚起しました。本剤投与により多形紅斑があらわ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には、投与を中止するなど適切な処置を行ってください。

3）国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）において、血小板減少症は Grade 3 又は 4 の有害事象として
本剤投与例の 2.3%（5/217 例）で認められ、このうち3 例は本剤との因果関係が否定できない有害事
象として報告されました。また、ダクラタスビルとアスナプレビルとの併用療法の国内製造販売後において
も、重篤な血小板減少が報告されています。そのため、重大な副作用として注意喚起しました。本剤投
与により血小板減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うなど観察を十分に行い、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ってください。

4）国内第 3 相試験（AI443117 試験）1,2）において、間質性肺炎は有害事象として認められていませんが、
ダクラタスビルとアスナプレビルとの併用療法の国内製造販売後において間質性肺炎が報告されていま
す。そのため、重大な副作用として注意喚起しました。本剤投与により間質性肺炎があらわれることがあ
るので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行ってくだ
さい。なお、間質性肺炎は自発報告において認められたため頻度不明としました。

使用上の注意 

1）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
2）Toyota J et al. J Gastroenterol 2016 Aug 9 doi：10. 1007/s00535-016-1245-6
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4．副作用
（2）その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

頻度
種類 10% 以上 5% 以上 10% 未満 5% 未満

皮膚 そう痒症 発疹
血液 好酸球増加症（17.1%） リンパ球減少症 貧血、好中球減少症
全身 発熱（16.6%） 倦怠感 疲労
精神神経系 頭痛

消化器 食欲減退、下痢 上腹部痛、悪心、便秘、嘔吐、腹部不快
感、消化不良

腎臓 血中クレアチニン増加

肝臓胆管系
ALT（GPT）増加（23.0%）、AST

（GOT）増 加（19.4%）、高ビリ
ルビン血症（14.7%）

γ-GTP 増加、血中 ALP 増加、胆のう炎

筋骨格系 関節痛、筋肉痛

その他 血中アルブミン減少、CRP 増加、血中尿酸
増加、リパーゼ増加

5．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婦人には投与しないこと。また、妊娠する可能性のある婦
人に対しては、本剤投与中及び投与終了後 5 週間は適切な避妊を徹底するよう指導すること。

（「禁忌」、「重要な基本的注意」の項参照）［動物実験（ラット及びウサギ）で、ダクラタスビルの
臨床用量におけるヒト曝露量の 25 倍（ラット）及び 72 倍（ウサギ）に相当する曝露量で、胚・胎
児致死作用及び催奇形性が認められている。ヒト曝露量の 4.6 倍（ラット）及び 16 倍（ウサギ）に
相当する曝露量では、胚・胎児への影響は認められなかった 1）-3）。ベクラブビルの臨床用量にお
けるヒト曝露量の 85 倍（ラット）及び 29 倍（ウサギ）に相当する曝露量で出生児の低体重が認め
られている。ヒト曝露量の 13 倍（ラット）及び 12 倍（ウサギ）に相当する曝露量では、出生児への
影響は認められなかった 4）-6）。］

（2）授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。［動物
実験（ラット）で、乳汁中に移行することが報告されている。7）］

使用上の注意



-48-

【解説】

（2）本剤の国内第 3 相試験（AI443117 試験）8,9）において認められた副作用を記載しました。

【解説】

（1）動物実験（ラット及びウサギ）において、胚・胎児致死作用、催奇形性作用、出生児の低体重等が認
められているため、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人への投与は禁忌に設定されています。そ
のため、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないでください。また、妊娠する可能性の
ある婦人に対しては、本剤投与中及び投与終了後 5 週間は適切な避妊を徹底するようご指導ください。
動物実験（ラット及びウサギ）で、ダクラタスビルの臨床用量におけるヒト曝露量の 25 倍（ラット）及び 72
倍（ウサギ）に相当する曝露量で、胚・胎児致死作用及び催奇形性が認められています。ヒト曝露量
の 4.6 倍（ラット）及び 16 倍（ウサギ）に相当する曝露量では、胚・胎児への影響は認められませんで
した 1-3）。ベクラブビルの臨床用量におけるヒト曝露量の 85 倍（ラット）及び 29 倍（ウサギ）に相当する
曝露量で出生児の低体重が認められています。ヒト曝露量の 13 倍（ラット）及び 12 倍（ウサギ）に相当
する曝露量では、出生児への影響は認められませんでした 4-6）。

（2）本剤のヒトでの乳汁移行は不明ですが、動物実験（ラット）では乳汁中に移行することが報告されてい
ます 7）。授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止するようご指導
ください。

使用上の注意 

1）社内資料　ダクラタスビルのラットを用いた胚・胎児発生に関する試験
2）社内資料　ダクラタスビルのウサギを用いた胚・胎児発生に関する試験
3）社内資料　ダクラタスビルのラットを用いた出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験
4）社内資料　ベクラブビルのラットを用いた胚・胎児発生に関する試験
5）社内資料　ベクラブビルのウサギを用いた胚・胎児発生に関する試験
6）社内資料　ベクラブビルのラットを用いた出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験
7）社内資料　授乳ラットを用いた組織分布試験
8）承認時評価資料　C 型慢性肝炎患者及び C 型代償性肝硬変患者を対象とした国内第 3 相試験成績（AI443117 試験）
9）Toyota J et al. J Gastroenterol 2016 Aug 9 doi：10. 1007/s00535-016-1245-6
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6．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及び有効性は確立していない。［使用
経験がない。］

7．過量投与

本剤の過量投与に対する解毒剤はない。過量投与時の処置には、バイタルサインのモニタリングや臨
床症状の観察等の一般的な支持療法を行う。本剤の成分はいずれも分子量が大きく血漿蛋白結合率
が高いため、透析は本剤の血中濃度減少に有効ではない。

8．適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTPシートから取り出して服用するよう指導すること。［PTPシートの
誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を
併発することが報告されている。］

使用上の注意
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【解説】

小児等に対し使用経験がなく、本剤の安全性及び有効性は確立していません。

【解説】

過量投与時の処置について記載しました。
本剤の成分はいずれも分子量が大きく血漿蛋白結合率が高いため 1-3）、透析により除去することができ
ません。また、本剤に対する特別な解毒剤がないため、過量投与した場合には、一般的な支持療法を
行ってください。

【解説】

PTP 包装の薬剤に共通な注意事項です。
1．「PTP の誤飲対策について」（日薬連発第 240 号　平成 8 年 3 月27日）
2．「PTP の誤飲対策について（改定）」（日薬連発第 304 号　平成 8 年 4 月18日）
上記に基づき設定しました。

使用上の注意 

1）社内資料　外国人ジェノタイプ 1 の C 型慢性肝炎患者を対象とした前期第 2 相反復投与試験（AI444004 試験）
2）社内資料　C 型慢性肝炎患者を対象に薬物動態及び抗ウイルス活性を検討した試験（AI447004 試験）
3）社内資料　ベクラブビルの in vitro 蛋白結合試験
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別添 1　副作用一覧
表　本剤に認められた副作用の発現頻度［国内第 3 相試験（AI443117 試験）］（承認時）
副作用
器官別大分類
　基本語

例数（%）

ジェノタイプ 1b の
未治療患者

（n=149）

ジェノタイプ 1b の
IFN 既治療患者

（n=64）

ジェノタイプ 1a
又は 1b の

未治療＋IFN
既治療患者
（n=217）

副作用が発現した患者の合計 84 （56.4%） 37 （57.8%） 123 （56.7%）
臨床検査 46 （30.9%） 17 （26.6%） 65 （30.0%）

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 40 （26.8%） 8 （12.5%） 50 （23.0%）
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 33 （22.1%） 8 （12.5%） 42 （19.4%）
γ−グルタミルトランスフェラーゼ増加 5 （3.4%） 1 （1.6%） 6 （2.8%）
血中アルブミン減少 5 （3.4%） 0 5 （2.3%）
血中クレアチニン増加 3 （2.0%） 2 （3.1%） 5 （2.3%）
C−反応性蛋白増加 4 （2.7%） 1 （1.6%） 5 （2.3%）
血中アルカリホスファターゼ増加 2 （1.3%） 2 （3.1%） 4 （1.8%）
血中尿酸増加 3 （2.0%） 1 （1.6%） 4 （1.8%）
リパーゼ増加 1 （0.7%） 2 （3.1%） 3 （1.4%）
血中リン減少 0 2 （3.1%） 2 （0.9%）
プロトロンビン量減少 2 （1.3%） 0 2 （0.9%）
抱合ビリルビン増加 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
血中非抱合ビリルビン増加 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
血中カルシウム減少 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
血中コリンエステラーゼ減少 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
血中カリウム減少 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
国際標準比増加 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

血液およびリンパ系障害 38 （25.5%） 13 （20.3%） 52 （24.0%）
好酸球増加症 28 （18.8%） 8 （12.5%） 37 （17.1%）
リンパ球減少症 8 （5.4%） 4 （6.3%） 13 （6.0%）
血小板減少症 4 （2.7%） 2 （3.1%） 6 （2.8%）
貧血 3 （2.0%） 1 （1.6%） 4 （1.8%）
好中球減少症 2 （1.3%） 1 （1.6%） 3 （1.4%）
白血球増加症 2 （1.3%） 0 2 （0.9%）
白血球減少症 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
好中球増加症 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

一般・全身障害および投与部位の状態 33 （22.1%） 14 （21.9%） 48 （22.1%）
発熱 24 （16.1%） 11 （17.2%） 36 （16.6%）
倦怠感 10 （6.7%） 3 （4.7%） 13 （6.0%）
疲労 5 （3.4%） 0 5 （2.3%）
悪寒 2 （1.3%） 0 2 （0.9%）
インフルエンザ様疾患 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
口渇 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

胃腸障害 24 （16.1%） 12 （18.8%） 37 （17.1%）
下痢 8 （5.4%） 3 （4.7%） 11 （5.1%）
上腹部痛 3 （2.0%） 4 （6.3%） 7 （3.2%）
悪心 4 （2.7%） 2 （3.1%） 6 （2.8%）
便秘 4 （2.7%） 1 （1.6%） 5 （2.3%）
嘔吐 4 （2.7%） 1 （1.6%） 5 （2.3%）
腹部不快感 2 （1.3%） 2 （3.1%） 4 （1.8%）
消化不良 2 （1.3%） 2 （3.1%） 4 （1.8%）

使用上の注意
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副作用
器官別大分類
　基本語

例数（%）

ジェノタイプ 1b の
未治療患者

（n=149）

ジェノタイプ 1b の
IFN 既治療患者

（n=64）

ジェノタイプ 1a
又は 1b の

未治療＋IFN
既治療患者
（n=217）

軟便 3 （2.0%） 1 （1.6%） 4 （1.8%）
腹水 2 （1.3%） 0 2 （0.9%）
口内炎 1 （0.7%） 1 （1.6%） 2 （0.9%）
腹痛 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
腹部圧痛 0 0 1 （0.5%）
心窩部不快感 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
胃食道逆流性疾患 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
口の錯感覚 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

肝胆道系障害 23 （15.4%） 10 （15.6%） 34 （15.7%）
高ビリルビン血症 22 （14.8%） 9 （14.1%） 32 （14.7%）
胆嚢障害 3 （2.0%） 1 （1.6%） 5 （2.3%）
胆嚢炎 3 （2.0%） 1 （1.6%） 4 （1.8%）
胆石症 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
肝腫大 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

皮膚および皮下組織障害 17 （11.4%） 12 （18.8%） 29 （13.4%）
そう痒症 6 （4.0%） 5 （7.8%） 11 （5.1%）
発疹 6 （4.0%） 4 （6.3%） 10 （4.6%）
多形紅斑 2 （1.3%） 1 （1.6%） 3 （1.4%）
湿疹 2 （1.3%） 0 2 （0.9%）
紅斑 1 （0.7%） 1 （1.6%） 2 （0.9%）
皮膚疼痛 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
斑状皮疹 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
丘疹性皮疹 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
皮膚不快感 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
蕁麻疹 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

神経系障害 9 （6.0%） 8 （12.5%） 18 （8.3%）
頭痛 9 （6.0%） 7 （10.9%） 17 （7.8%）
体位性めまい 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
片頭痛 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
傾眠 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

代謝および栄養障害 8 （5.4%） 5 （7.8%） 13 （6.0%）
食欲減退 8 （5.4%） 4 （6.3%） 12 （5.5%）
低血糖症 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

筋骨格系および結合組織障害 8 （5.4%） 3 （4.7%） 11 （5.1%）
関節痛 4 （2.7%） 3 （4.7%） 7 （3.2%）
筋肉痛 4 （2.7%） 1 （1.6%） 5 （2.3%）
筋力低下 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

感染症および寄生虫症 3 （2.0%） 1 （1.6%） 4 （1.8%）
咽頭炎 1 （0.7%） 1 （1.6%） 2 （0.9%）
口腔ヘルペス 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
爪囲炎 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
鼻炎 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

精神障害 1 （0.7%） 3 （4.7%） 4 （1.8%）
不眠症 1 （0.7%） 1 （1.6%） 2 （0.9%）
抑うつ気分 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
気分変調性障害 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

使用上の注意 
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副作用
器官別大分類
　基本語

例数（%）

ジェノタイプ 1b の
未治療患者

（n=149）

ジェノタイプ 1b の
IFN 既治療患者

（n=64）

ジェノタイプ 1a
又は 1b の

未治療＋IFN
既治療患者
（n=217）

呼吸器、胸郭および縦隔障害 4 （2.7%） 0 4 （1.8%）
胸水 2 （1.3%） 0 2 （0.9%）
口腔咽頭不快感 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
咽頭紅斑 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

心臓障害 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
動悸 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

耳および迷路障害 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）
耳痛 0 1 （1.6%） 1 （0.5%）

眼障害 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
硝子体浮遊物 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

血管障害 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）
低血圧 1 （0.7%） 0 1 （0.5%）

MedDRA Version 17.1

別添 2　有害事象発現状況 ［国内第 3 相試験（AI443117 試験）］

国内第 3 相試験（AI443117 試験）において、有害事象は、ジメンシー群では 76.5%（166/217 例）、ダクラ
タスビル・アスナプレビル併用療法群では84.0%（63/75 例）に、重篤な有害事象は、ジメンシー群では6.0%

（13/217 例）、ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法群では 10.7%（8/75 例）に認められました。死亡例
は、両群共に認められませんでした。
主な有害事象（ジメンシー群で 10% 以上に発現）は、ALT（GPT）増加、発熱、AST（GOT）増加、好酸
球増加症、高ビリルビン血症、頭痛でした。
投与中止に至った有害事象は、ジメンシー群では 9.7%（21/217 例）、ダクラタスビル・アスナプレビル併用
療法群では 9.3%（7/75 例）であり、このうちジメンシー群で 2 例以上に認められ投与中止に至った有害
事象は ALT（GPT）増加、高ビリルビン血症、AST（GOT）増加及び胆嚢障害でした。また、Grade 3 又
は 4 の有害事象は、ジメンシー群では 28.6%（62/217 例）、ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法群で
は 22.7%（17/75 例）であり、このうちジメンシー群で 5% 以上に認められた有害事象は ALT（GPT）増加、
AST（GOT）増加、リンパ球減少症、高ビリルビン血症でした。

未治療患者
（ジェノタイプ 1b）

IFN 既治療患者
（ジェノタイプ 1b） ジメンシー群の合計

（ジェノタイプ
1a＋1b）

（n=217）
ジメンシー群
（n=149）

ダクラタスビル・
アスナプレビル
併用療法群
（n=75）

ジメンシー群
（n=64）

死亡 0 0 0 0
重篤な有害事象 10（6.7%） 8（10.7%） 2（3.1%） 13（6.0%）
投与中止に至った有害事象 17（11.4%） 7（9.3%） 4（6.3%） 21（9.7%）

ジメンシー群
で 2 例 以 上
に発現

ALT（GPT）増加 10（6.7%） 3（4.0%） 1（1.6%） 11（5.1%）
高ビリルビン血症 7（4.7%） 2（2.7%） 3（4.7%） 10（4.6%）
AST（GOT）増加 4（2.7%） 2（2.7%） 1（1.6%） 5（2.3%）
胆嚢障害 1（0.7%） 0 1（1.6%） 2（0.9%）

使用上の注意
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Grade 3 又は 4 の有害事象 44（29.5%） 17（22.7%） 16（25.0%） 62（28.6%）

ジメンシー群
で 5% 以上に
発現

ALT（GPT）増加 24（16.1%） 9（12.0%） 5（7.8%） 30（13.8%）
AST（GOT）増加 16（10.7%） 5（6.7%） 4（6.3%） 20（9.2%）
リンパ球減少症 9（6.0%） 3（4.0%） 4（6.3%） 14（6.5%）
高ビリルビン血症 8（5.4%） 1（1.3%） 3（4.7%） 12（5.5%）

全有害事象 109（73.2%） 63（84.0%） 54（84.4%） 166（76.5%）

ジメンシー群
で 10% 以 上
に発現

ALT（GPT）増加 40（26.8%） 20（26.7%） 8（12.5%） 50（23.0%）
発熱 29（19.5%） 10（13.3%） 14（21.9%） 44（20.3%）
AST（GOT）増加 33（22.1%） 18（24.0%） 8（12.5%） 42（19.4%）
好酸球増加症 28（18.8%） 8（10.7%） 8（12.5%） 37（17.1%）
高ビリルビン血症 22（14.8%） 5（6.7%） 9（14.1%） 32（14.7%）
頭痛 13（8.7%） 7（9.3%） 10（15.6%） 24（11.1%）

例数（%）

別添 3　投与中止例一覧 ［国内第 3 相試験（AI443117 試験）］

表　本剤投与群における投与中止例の有害事象一覧

年齢・性別 投与中止に至った
有害事象

有害事象
Grade

有害事象
発現日

回復までの
期間

有害事象に
対する処置

1 60 歳代女性 ALT 増加 4 46日 54日 なし
2 60 歳代女性 ALT 増加 4 63日 29日 なし
3 50 歳代女性 ALT 増加 4 78日 57日 なし
4 50 歳代男性 高ビリルビン血症 4 22日 15日 なし
5 70 歳代女性 高ビリルビン血症 3 14日 9日 なし
6 70 歳代男性 高ビリルビン血症

ALT 増加
AST 増加
プロトロンビン量減少

4
4
4
3

43日 176日 あり

7 60 歳代女性 高ビリルビン血症 3 16日 7日 なし
8 60 歳代女性 ALT 増加

AST 増加
4
4 50日 23日 なし

9 50 歳代男性 ALT 増加 4 78日 8日 なし
10 40 歳代女性 イレウス 3 14日 41日 あり
11 50 歳代女性 多形紅斑 4 15日 57日 あり
12 70 歳代女性 高ビリルビン血症 4 22日 29日 なし
13 50 歳代女性 ALT 増加

AST 増加
高ビリルビン血症

3
3
2

71日
71日
78日

43日
43日
36日

なし

14 60 歳代女性 胆嚢障害
高ビリルビン血症

3
4

16日
18日

8日
20日

あり
なし

15 60 歳代女性 ALT 増加
AST 増加

4
4 30日 20日 なし

16 60 歳代女性 ALT 増加 4 50日 85日 なし
17 70 歳代男性 ALT 増加 4 50日 22日 なし
18 60 歳代男性 発熱

胆嚢障害
高ビリルビン血症
国際標準比増加

3
1
3
1

13日

8日
59日
24日
8日

あり
あり
なし
なし

19 70 歳代女性 ALT 増加
AST 増加

4
4 43日 29日 なし

20 60 歳代男性 高ビリルビン血症 3 17日 6日 なし
21 50 歳代女性 高ビリルビン血症 3 15日 8日 なし

使用上の注意 
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別添 4　中断再開例一覧
表　本剤投与群における投与中断後再開例

年齢・
性別

投与中断に至った
有害事象

有害事象
Grade 発現日 回復まで

の期間
薬剤との

関連 処置 休薬期間 投与再開後の
有害事象

1 60 歳代
女性 ALT 増加 3 Day71 43日 あり なし Day78より

7日間 なし

2 40 歳代
女性 胆嚢障害 3 Day11 14日 あり あり Day15より

5日間 なし

3 40 歳代
女性

発熱
胆嚢障害
高ビリルビン血症

3
3
3

Day17
Day18
Day21

8日
11日
5日

あり
あり
あり
なし

Day22より
4日間 なし

4 60 歳代
女性 胃静脈瘤出血 3 Day40 38日 なし あり Day40より

3日間 なし

5 60 歳代
男性 発熱 3 Day13 8日 あり あり Day13より

1日間

Day17 に Grade 3 の
高ビリルビン血症

投与中止
6 70 歳代

女性
播種性血管内凝固
高ビリルビン血症
腎盂腎炎
敗血症

3
2
3
3

Day21

36日
7日
36日
36日

なし
あり
なし
なし

あり
なし
あり
あり

Day22より
5日間

Day29 に Grade 1 の
高ビリルビン血症

3日後に回復

7 70 歳代
女性

頭位性回転性
めまい 2 Day65 273日 なし あり Day66より

6日間 なし

8 60 歳代
女性 高ビリルビン血症 3 Day15 5日 あり なし Day17より

2日間 なし

9 60 歳代
女性 発熱

高ビリルビン血症
1
1

Day17
Day18

6日
5日

あり
あり

あり
なし

Day19より
3日間

Day71 に Grade 1 の
高ビリルビン血症
22日後に回復

使用上の注意



-56-

Ｍemo



4．副作用
国内臨床試験において、217例中123例（56.7%）に副作用が認められた。主な副作用は、ALT
（GPT）増加50例（23.0%）、AST（GOT）増加42例（19.4%）、好酸球増加症37例（17.1%）、
発熱36例（16.6%）、高ビリルビン血症32例（14.7%）等であった。（承認時）
（1）重大な副作用

1）肝機能障害、肝不全：ALT（GPT）増加（13.8%注1））、AST（GOT）増加（9.2%注1））、高ビ
リルビン血症（5.5%注2））、胆のう障害（2.3%）、プロトロンビン時間延長、アルブミン低下等
があらわれ、黄疸、腹水、肝性脳症等を伴う肝不全（頻度不明注3））に至ることがある。発熱
等の症状が認められた場合には、肝機能検査等を行うなど患者の状態を十分に観察するこ
と。肝機能の悪化が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止するなど適切
な処置を行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）

2）多形紅斑（1.4%）：多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

3）血小板減少（2.8%）：血小板減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うな
ど観察を十分に行い、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。

4）間質性肺炎（頻度不明注3））：間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、
肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、胸部Ｘ線、胸部CT、血清マーカー等の検査
を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
注1）基準値上限5倍超、注2）基準値上限2.5倍超、注3）ダクラタスビル及びアスナプレ
ビルの2剤併用療法で自発報告された副作用

5．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婦人には投与しないこと。また、妊娠する可能性のある婦人

に対しては、本剤投与中及び投与終了後5週間は適切な避妊を徹底するよう指導すること。
（「禁忌」、「重要な基本的注意」の項参照）［動物実験（ラット及びウサギ）で、ダクラタスビルの臨
床用量におけるヒト曝露量の25倍（ラット）及び72倍（ウサギ）に相当する曝露量で、胚・胎児
致死作用及び催奇形性が認められている。ヒト曝露量の4.6倍（ラット）及び16倍（ウサギ）に相
当する曝露量では、胚・胎児への影響は認められなかった。ベクラブビルの臨床用量におけるヒ
ト曝露量の85倍（ラット）及び29倍（ウサギ）に相当する曝露量で出生児の低体重が認められて
いる。ヒト曝露量の13倍（ラット）及び12倍（ウサギ）に相当する曝露量では、出生児への影響
は認められなかった。］

（2）授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。［動物
実験（ラット）で、乳汁中に移行することが報告されている。］

6．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及び有効性は確立していない。［使
用経験がない。］

7．過量投与
本剤の過量投与に対する解毒剤はない。過量投与時の処置には、バイタルサインのモニタリングや
臨床症状の観察等の一般的な支持療法を行う。本剤の成分はいずれも分子量が大きく血漿蛋白結
合率が高いため、透析は本剤の血中濃度減少に有効ではない。

8．適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。［PTPシート
の誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併
症を併発することが報告されている。］

投薬期間制限医薬品に関する情報

ジメンシー配合錠：56錠（8錠×7）PTP
包装

1.医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
2.製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、使用症例の全例を対象とした使用
成績調査を実施することにより、患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に
関するデータを収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

承認条件

（2）併用注意（併用に注意すること）

頻度
種類 5%以上10%未満 5%未満

皮膚
血液
全身
精神神経系

消化器

腎臓

肝臓胆管系

筋骨格系
その他

そう痒症

リンパ球減少症

倦怠感

頭痛

食欲減退、下痢

10%以上

好酸球増加症（17.1%）

発熱（16.6%）

A LT（GP T）増 加
（23.0%）、AST（GOT）
増加（19.4%）、高ビリル
ビン血症（14.7%）

発疹

貧血、好中球減少症

疲労

上腹部痛、悪心、便秘、
嘔吐、腹部不快感、消化
不良

血中クレアチニン増加

γ-GTP増 加、血中ALP
増加、胆のう炎

関節痛、筋肉痛

血中アルブミン減少、
CRP増加、血中尿酸増
加、リパーゼ増加

（2）その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

●詳細は最新の製品添付文書をご参照ください。警告・禁忌を含む使用上の注意等の改訂にご留意ください。 2017年2月改訂（第2版）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
ロスバスタチン

アトルバスタチン
フルバスタチン
シンバスタチン
ピタバスタチン
プラバスタチン

デキストロメトルファン臭化水素酸塩
メトプロロール

ジゴキシン

ミダゾラム

オメプラゾール
エスシタロプラム
セルトラリン

エチニルエストラジオール含有製剤
（経口避妊薬）

ロスバスタチンの血中濃度
が上昇する。併用する場合
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。
（｢薬物動態｣の項参照）

これらの薬剤の血中濃度
が上昇するので、注意す
ること。（｢薬物動態｣の項
参照）

これらの薬剤の血中濃度が
上昇する。（｢薬物動態｣の項
参照）
本剤とこれらの薬剤を併用す
る場合には、患者の状態を
十分に観察し、必要に応じて
これらの薬剤の減量を考慮
すること。

ジゴキシンの血中濃度が上
昇する。（｢薬物動態｣の項
参照）
ジゴキシンを併用する場合
には、ジゴキシンの血中濃
度をモニタリングし、投与量
を調節すること。

ミダゾラムの血中濃度が低
下するので、注意すること。
（｢薬物動態｣の項参照）

これらの薬剤の血中濃度が
低下するので、注意するこ
と。（「薬物動態」の項参照）

エチニルエストラジオールの
血中濃度が低下するおそれ
がある。（「薬物動態」の項
参照）

本剤のOATP1B1 及び
1B3、BCRP阻害作用によ
り、ロスバスタチンの肝臓へ
の取り込み、肝臓及び腸か
らの排泄が阻害される。

本剤のOATP1B1 及び
1B3阻害作用により、これ
らの薬剤の肝臓への取り込
みが阻害される。

アスナプレビルのCYP2D6
阻害作用により、これらの
薬剤の代謝が阻害される。

本剤のP-gp阻害作用によ
り、ジゴキシンのバイオアベ
イラビリティが増加及び/又
は排泄が阻害される。

本剤のCYP3A4誘導作用
により、ミダゾラムの代謝が
促進される。

本剤のCYP2C19誘導作用
により、これらの薬剤の代謝
が促進される可能性がある。

本剤のCYP3A4の誘導作
用により、エチニルエストラジ
オールの代謝が促進される。

本剤は新医薬品であるため、厚生労働省告示第107号（平成18年3月6日付）に基づき、平成30年2月
末日までは、投薬期間は1回14日分を限度とされています。

セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

<効能又は効果に関連する使用上の注意>
本剤の使用に際しては、HCV RNAが陽性であることを確認すること。また、肝予備能、臨床症状等
により、非代償性肝硬変でないことを確認すること。

通常、成人には1回2錠を1日2回食後に経口投与し、投与期間は12週間とする。

<用法及び用量に関連する使用上の注意>
（1）投与開始後は、用量の変更及び投与の中断をしないこと。ただし、副作用の発現により投与の継

続が困難な場合には、本剤の投与中止を検討すること。投与再開の可否は、リスクとベネフィット
を考慮して慎重に判断すること。

（2）本剤投与中は、血中HCV RNA量を測定すること。ウイルス学的ブレイクスルー（投与中に血中
HCV RNA量が最低値から1log10を超えて増加）が発現した場合は、本剤の投与中止を考慮す
ること。

（3）本剤の有効成分であるダクラタスビル塩酸塩又はアスナプレビルを含む製剤と併用しないこと。

1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）クレアチニンクリアランス50mL/min未満の腎機能障害患者［血液透析を行っていない場合、

アスナプレビルの血中濃度が上昇するおそれがある。］（「薬物動態」の項参照）
（2）B型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者［再活性化するおそれがある。］（「重要な基本的

注意」の項参照）
2．重要な基本的注意

（1）肝機能障害、肝予備能低下があらわれ、肝不全に至ることがあるので、投与中は肝機能検査を
毎週実施すること。肝機能の悪化が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止
するなど適切な処置を行うこと。また、肝酵素上昇の有無にかかわらず、黄疸、腹水、肝性脳症
等を伴う肝不全があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察し、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。

総ビリルビン値が基準値上限5倍又はALT（GPT）値が基準値上限10倍を超えて上昇した場
合、もしくは総ビリルビン及びALT（GPT）が基準値上限の2倍及び5倍を超えて同時に上昇し
た場合には、直ちに投与を中止し、再投与しないこと。（「重大な副作用」の項参照）

（2）動物実験で、ダクラタスビルによる胚・胎児致死作用及び催奇形性作用等、及びベクラブビル
による出生児の低体重が報告されており、胎児等への影響が疑われるので、妊娠する可能性の
ある婦人への投与に際しては、次の点に留意すること。
1）本剤の投与に際しては、妊娠検査を行い、妊娠していないことを確認すること。
2）患者には、本剤が胎児等に悪影響を及ぼす可能性があることを十分に説明し理解させ、本剤

投与中及び投与終了後5週間は適切な避妊を徹底するよう指導すること。（「妊婦、産婦、授
乳婦等への投与」の項参照）
なお、アスナプレビルは、エチニルエストラジオール含有製剤（経口避妊薬）の血中濃度を低
下させるおそれがある。

3）本剤投与中に妊娠が確認された場合又は疑われた場合には、直ちに投与を中止すること。
（3）B型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者（HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体

陽性）において、C型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、C型肝炎ウイルス量が低下する
一方B型肝炎ウイルスの再活性化が報告されている。本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス
感染の有無を確認すること。B型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者に本剤を投与する場
合は、HBV DNA量等のB型肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルス
の再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。

3．相互作用
ダクラタスビル：CYP3A4及びP糖蛋白（P-gp）の基質である。また、P-gp、有機アニオントランス
ポーター（OATP）1B1、1B3及び乳癌耐性蛋白（BCRP）の阻害作用を有する。
アスナプレビル：CYP3A、P-gp及びOATP1B1の基質である。また、CYP2D6､OATP1B1、1B3
及びP-gpの阻害作用及びCYP3A4の誘導作用を有する。
ベクラブビル：CYP3A、P-gp及びBCRPの基質であり、P-gp、BCRP、OATP1B1及び1B3の
阻害作用、CYP3A4の誘導作用を有する。　　　　　　　　　　　　　（「薬物動態｣の項参照）
（1）併用禁忌（併用しないこと）

87625日本標準商品分類番号

承 認 番 号

薬 価 基 準 収 載 年 月

販 売 開 始

22800AMX00720000

2017年2月

2017年2月

国 際 誕 生

貯 法

使 用 期 限

2016年12月

室温保存

外箱等に表示

【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）中等度以上（Child-Pugh分類B又はC）の肝機能障害又は非代償

性肝疾患のある患者［アスナプレビルの血中濃度が上昇する。］（「薬
物動態」の項参照）

（3）次の薬剤を使用中の患者：イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフ
ルコナゾール、ボリコナゾール、ミコナゾール（経口剤又は注射剤）、
クラリスロマイシン、エリスロマイシン、ジルチアゼム、ベラパミル塩酸塩、
コビシスタットを含有する製剤、テラプレビル、リトナビル、アタザナビル
硫酸塩、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、サキナビルメシル
酸塩、ダルナビルエタノール付加物、ネルフィナビルメシル酸塩、ホス
アンプレナビルカルシウム水和物、ロピナビル/リトナビル、オムビタス
ビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル、リファンピシン、リファ
ブチン、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、カルバマゼピン、
フェノバルビタール、デキサメタゾン全身投与、モダフィニル、エファビ
レンツ、エトラビリン、ネビラピン、ボセンタン水和物、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、シク
ロスポリン、フレカイニド、プロパフェノン（｢相互作用｣の項参照）

（4）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等へ
の投与」の項参照）

【警告】
本剤は、ウイルス性肝疾患の治療に十分な知識・経験を持つ医師のもと
で、本剤の投与が適切と判断される患者に対してのみ投与すること。

組成・性状

効能又は効果

用法及び用量

使用上の注意

販売名

成分・含量
（1錠中）

添加剤

色・剤形

外形

大きさ

識別コード

ジメンシー配合錠

ダクラタスビル塩酸塩16.5mg（ダクラタスビルとして15mg）
アスナプレビル100.0mg
ベクラブビル塩酸塩39.6mg（ベクラブビルとして37.5mg）

乳糖水和物、結晶セルロース、二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン
酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール400、青色2号アルミニウムレー
キ及び黄色三二酸化鉄

淡緑色の楕円形のフィルムコーティング錠

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
イトラコナゾール（イトリゾール）
フルコナゾール（ジフルカン）
ホスフルコナゾール（プロジフ）
ボリコナゾール（ブイフェンド）
ミコナゾール（経口剤又は注射剤）（フロ
リード）

クラリスロマイシン（クラリス）
エリスロマイシン（エリスロシン）

ジルチアゼム（ヘルベッサー）
ベラパミル塩酸塩（ワソラン）

コビシスタットを含有する製剤（スタリビ
ルド、ゲンボイヤ）

テラプレビル（テラビック）

リトナビル（ノービア）
アタザナビル硫酸塩（レイアタッツ）
インジナビル硫酸塩エタノール付加物

（クリキシバン）
サキナビルメシル酸塩（インビラーゼ）
ダルナビルエタノール付加物（プリジスタ）
ネルフィナビルメシル酸塩（ビラセプト）
ホスアンプレナビルカルシウム水和物

（レクシヴァ）
ロピナビル/リトナビル（カレトラ）
オムビタスビル水和物/パリタプレビル
水和物/リトナビル（ヴィキラックス）

リファンピシン（リファジン）
リファブチン（ミコブティン）

フェニトイン（アレビアチン）
ホスフェニトインナトリウム水和物（ホス
トイン）
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）

デキサメタゾン全身投与（デカドロン）

モダフィニル（モディオダール）

エファビレンツ（ストックリン）
エトラビリン（インテレンス）
ネビラピン（ビラミューン）

ボセンタン水和物（トラクリア）

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

シクロスポリン（サンディミュン）

フレカイニド（タンボコール）
プロパフェノン（プロノン）

本剤の血中濃度が上昇す
る。（｢薬物動態｣の項参照）
肝胆道系の副作用が発現
し、また重症化するおそれが
ある。

本剤の血中濃度が上昇す
る。（｢薬物動態｣の項参照）
肝胆道系の副作用が増加
し、また重症化するおそれが
ある。

本剤の血中濃度が低下し、
治療効果を減弱させるおそ
れがある。（｢薬物動態｣の
項参照）

アスナプレビルの血中濃度
が上昇するおそれがある。
アスナプレビルの肝臓への
取り込みが減少し、本剤の
治療効果を減弱させるおそ
れがある。

これらの薬剤の血中濃度が
上昇し、不整脈が起こるお
それがある。

これらの薬剤のCYP3Aの
阻害作用により、本剤の代
謝が阻害される。

これらの薬剤のCYP3A及
び/又 はOATP1B1の 阻
害作用により、本剤の代謝
及び/又は本剤の肝臓へ
の取り込みが阻害される。

これらの薬剤のCYP3A誘
導作用により、本剤の代謝
が促進される。

シクロスポリンのOATP1B1
の阻害作用によりアスナプ
レビルの肝臓への取り込み
が阻害される。

アスナプレビルのCYP2D6
阻害作用により、これらの
薬 剤（治 療 域 が 狭 い
CYP2D6の基質）の代謝
が阻害される。

長径

15.3mm

BMS 224

短径

7.2mm

厚さ

5.6mm

重さ

527.5mg



4．副作用
国内臨床試験において、217例中123例（56.7%）に副作用が認められた。主な副作用は、ALT
（GPT）増加50例（23.0%）、AST（GOT）増加42例（19.4%）、好酸球増加症37例（17.1%）、
発熱36例（16.6%）、高ビリルビン血症32例（14.7%）等であった。（承認時）
（1）重大な副作用

1）肝機能障害、肝不全：ALT（GPT）増加（13.8%注1））、AST（GOT）増加（9.2%注1））、高ビ
リルビン血症（5.5%注2））、胆のう障害（2.3%）、プロトロンビン時間延長、アルブミン低下等
があらわれ、黄疸、腹水、肝性脳症等を伴う肝不全（頻度不明注3））に至ることがある。発熱
等の症状が認められた場合には、肝機能検査等を行うなど患者の状態を十分に観察するこ
と。肝機能の悪化が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止するなど適切
な処置を行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）

2）多形紅斑（1.4%）：多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

3）血小板減少（2.8%）：血小板減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うな
ど観察を十分に行い、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。

4）間質性肺炎（頻度不明注3））：間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、
肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、胸部Ｘ線、胸部CT、血清マーカー等の検査
を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
注1）基準値上限5倍超、注2）基準値上限2.5倍超、注3）ダクラタスビル及びアスナプレ
ビルの2剤併用療法で自発報告された副作用

5．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婦人には投与しないこと。また、妊娠する可能性のある婦人

に対しては、本剤投与中及び投与終了後5週間は適切な避妊を徹底するよう指導すること。
（「禁忌」、「重要な基本的注意」の項参照）［動物実験（ラット及びウサギ）で、ダクラタスビルの臨
床用量におけるヒト曝露量の25倍（ラット）及び72倍（ウサギ）に相当する曝露量で、胚・胎児
致死作用及び催奇形性が認められている。ヒト曝露量の4.6倍（ラット）及び16倍（ウサギ）に相
当する曝露量では、胚・胎児への影響は認められなかった。ベクラブビルの臨床用量におけるヒ
ト曝露量の85倍（ラット）及び29倍（ウサギ）に相当する曝露量で出生児の低体重が認められて
いる。ヒト曝露量の13倍（ラット）及び12倍（ウサギ）に相当する曝露量では、出生児への影響
は認められなかった。］

（2）授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。［動物
実験（ラット）で、乳汁中に移行することが報告されている。］

6．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及び有効性は確立していない。［使
用経験がない。］

7．過量投与
本剤の過量投与に対する解毒剤はない。過量投与時の処置には、バイタルサインのモニタリングや
臨床症状の観察等の一般的な支持療法を行う。本剤の成分はいずれも分子量が大きく血漿蛋白結
合率が高いため、透析は本剤の血中濃度減少に有効ではない。

8．適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。［PTPシート
の誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併
症を併発することが報告されている。］

投薬期間制限医薬品に関する情報

ジメンシー配合錠：56錠（8錠×7）PTP
包装

1.医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
2.製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、使用症例の全例を対象とした使用
成績調査を実施することにより、患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に
関するデータを収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

承認条件

（2）併用注意（併用に注意すること）

頻度
種類 5%以上10%未満 5%未満

皮膚
血液
全身
精神神経系

消化器

腎臓

肝臓胆管系

筋骨格系
その他

そう痒症

リンパ球減少症

倦怠感

頭痛

食欲減退、下痢

10%以上

好酸球増加症（17.1%）

発熱（16.6%）

A LT（GP T）増 加
（23.0%）、AST（GOT）
増加（19.4%）、高ビリル
ビン血症（14.7%）

発疹

貧血、好中球減少症

疲労

上腹部痛、悪心、便秘、
嘔吐、腹部不快感、消化
不良

血中クレアチニン増加

γ-GTP増 加、血中ALP
増加、胆のう炎

関節痛、筋肉痛

血中アルブミン減少、
CRP増加、血中尿酸増
加、リパーゼ増加

（2）その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

●詳細は最新の製品添付文書をご参照ください。警告・禁忌を含む使用上の注意等の改訂にご留意ください。 2017年2月改訂（第2版）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
ロスバスタチン

アトルバスタチン
フルバスタチン
シンバスタチン
ピタバスタチン
プラバスタチン

デキストロメトルファン臭化水素酸塩
メトプロロール

ジゴキシン

ミダゾラム

オメプラゾール
エスシタロプラム
セルトラリン

エチニルエストラジオール含有製剤
（経口避妊薬）

ロスバスタチンの血中濃度
が上昇する。併用する場合
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。
（｢薬物動態｣の項参照）

これらの薬剤の血中濃度
が上昇するので、注意す
ること。（｢薬物動態｣の項
参照）

これらの薬剤の血中濃度が
上昇する。（｢薬物動態｣の項
参照）
本剤とこれらの薬剤を併用す
る場合には、患者の状態を
十分に観察し、必要に応じて
これらの薬剤の減量を考慮
すること。

ジゴキシンの血中濃度が上
昇する。（｢薬物動態｣の項
参照）
ジゴキシンを併用する場合
には、ジゴキシンの血中濃
度をモニタリングし、投与量
を調節すること。

ミダゾラムの血中濃度が低
下するので、注意すること。
（｢薬物動態｣の項参照）

これらの薬剤の血中濃度が
低下するので、注意するこ
と。（「薬物動態」の項参照）

エチニルエストラジオールの
血中濃度が低下するおそれ
がある。（「薬物動態」の項
参照）

本剤のOATP1B1 及び
1B3、BCRP阻害作用によ
り、ロスバスタチンの肝臓へ
の取り込み、肝臓及び腸か
らの排泄が阻害される。

本剤のOATP1B1 及び
1B3阻害作用により、これ
らの薬剤の肝臓への取り込
みが阻害される。

アスナプレビルのCYP2D6
阻害作用により、これらの
薬剤の代謝が阻害される。

本剤のP-gp阻害作用によ
り、ジゴキシンのバイオアベ
イラビリティが増加及び/又
は排泄が阻害される。

本剤のCYP3A4誘導作用
により、ミダゾラムの代謝が
促進される。

本剤のCYP2C19誘導作用
により、これらの薬剤の代謝
が促進される可能性がある。

本剤のCYP3A4の誘導作
用により、エチニルエストラジ
オールの代謝が促進される。

本剤は新医薬品であるため、厚生労働省告示第107号（平成18年3月6日付）に基づき、平成30年2月
末日までは、投薬期間は1回14日分を限度とされています。
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