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田中 博之

【序論】
世界におけるヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症患者数は、2016 年末の時点で約 3,670
万人と推定されている。
日本国内においては、
2016 年の新規 HIV 感染者報告数は 1,011 件、
後天性免疫不全症候群（AIDS）発症患者報告数は 437 件であり、両者を合わせた累積報告
数は増加の一途をたどっている。
HIV は主として CD4 陽性 T リンパ球やマクロファージ系の細胞に感染するレトロウイル
スである。通常、HIV 感染症の臨床経過は、急性感染期、無症候期、AIDS 期に分類され
る。適切な治療が行われない場合、AIDS 発症後、死亡にいたるまでの期間は約 2 年程度で
あり、無症候期をいかにコントロールするかが予後と密接に関係する。
HIV の薬物治療は、抗 HIV 薬の多剤併用療法（cART）が基本であり、国内外の主要な
ガイドラインでその組み合わせが示されている。cART は強力に HIV の増殖を抑制し、患
者の免疫能を回復させるため、生命予後は著しく改善されてきた。さらに近年の新規薬剤
の開発により、従来の薬剤を使用した場合と比較して平均余命の著名な延長が見られるこ
とも報告されている。しかしながら HIV は寿命の長いメモリーT リンパ球と呼ばれる細胞
に潜伏感染していることが分かっており、感染者の体内から完全に排除するためには cART
を平均 73.4 年間継続する必要がある。このことは治療を開始した HIV 感染者は、ほぼ一生
涯、治療を継続しなければならないことを意味している。また、HIV は容易に変異を起こ
すウイルスであるため、治療の成功は抗 HIV 薬の服薬アドヒアランスと密接な関係があり、
100％に近い服薬率を維持する必要がある。
このように、HIV 感染症の治療は長期間にわたり高い服薬率を維持し続けることが必要
であるが、これらのことは患者の QOL 低下や経済的な負担、副作用などさまざまな問題を
惹起する恐れがある。
本研究では、抗 HIV 薬の有効で安全な使用方法を確立することを目的として、臨床的な
評価を行うとともに、新規薬物の相互作用の可能性について基礎的な検討を行った。
【本論】

第 1 章 HIV 感染症患者における cART レジメン変更の実態と変更要因の解析
背景と目的：
1997 年には cART が開始され、その有効性が確立されたものの、現在においても新薬の
開発とそれらを利用した治療法は進歩を続けており、HIV の薬物療法に関するガイドライ
ンは毎年改訂されている現状がある。その大きな理由は、現在行われている cART をもっ
てしても HIV を完全に体内から排除することが出来ず、患者はほぼ一生涯抗 HIV 薬の服薬
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を続ける必要があり、服薬のしにくさや長期に服薬した場合の副作用、薬物相互作用、薬
剤耐性ウイルスの出現などのさまざまな点で未だ治療法が完成されていないためである。
このような状況の下、抗 HIV 薬の服薬に伴うさまざまな問題を解決するために、臨床の
現場ではしばしば抗 HIV 薬の処方変更が行われるが、日本におけるその現状や変更要因は
明らかになっていない。
本章では、cART が施行されるようになった 1997 年以降に初めて抗 HIV 薬の服薬を開始
した症例について cART レジメン変更の実態を調査し、また、その要因となりうる有効性
と安全性の評価を行うことで今後の抗 HIV 療法の課題を抽出した。
方法：
1997 年 4 月から 2013 年 3 月までの期間に北里大学病院で cART が開始された HIV 感染
症患者 96 例を対象にレトロスペクティブな調査を行った。調査項目は、性別、年齢、感染
経路、CD4 陽性 T リンパ球数、HIV-RNA 量、服用中及び服用歴のある抗 HIV 薬、cART
レジメン変更の有無、レジメンの変更回数、各レジメンの継続期間、変更理由、レジメン
変更に伴う臨床検査値変化とした。
結果と考察：
レジメンの継続期間の中央値は 1st レジメンでは 2,040 日、2nd レジメンでは 2,714 日で
あり、海外での報告と比較して長いことが示された。観察期間中に cART レジメンの変更
が行われたのは 40.6％であり、レジメンの変更が原因と考えられる治療失敗はみられなか
った。cART レジメンの主な変更理由は、副作用であった。特に、腎機能障害によるレジメ
ン変更が最も多く、ほとんどの患者でテノホビル（TDF）を使用していた。さらに、他剤
変更後の血清クレアチニン値の有意な低下が観察されたため、TDF と腎機能障害の因果関
係が明らかとなった。現在、TDF は広く使用されているため、長期使用時の腎機能のモニ
タリングはさらに重要性を増すものと考えられる。
レジメン変更に伴い、抗 HIV 薬の一日服用回数が大きく変化することはなかった。これ
は近年の抗 HIV 薬の開発により、患者に負担のかからない抗 HIV 薬への変更が可能となり
つつあることを示すものであり、有効性、安全性のみならずアドヒアランスも考慮した適
切なレジメン変更が可能であることを示唆する。

第 2 章 テノホビルを含む cART が HIV 感染症患者の腎機能に与える影響の評価
背景と目的：
TDF とダルナビル（DRV）やラルテグラビル（RAL）といった新規薬剤との併用が腎機
能障害の進展因子となりうるかについては明らかとなっていない。また、前治療歴の有無
が TDF による腎機能障害に与える影響も不明な点が多い。
本章では TDF の使用による腎機能の経時的変化を評価するとともに、TDF と併用する抗
HIV 薬の違いや、前治療歴の有無が腎機能へ与える影響を評価した。
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方法：
2004 年 11 月から 2012 年 5 月までの期間に、北里大学病院において TDF を含む cART
を施行した 69 名の HIV 感染症患者を対象に、診療録を用いてレトロスペクティな調査を
行った。調査項目は年齢、性別、CD4 陽性 T リンパ球数、HIV-RNA 量、腎機能（推定糸
球体濾過量：eGFR）
、併用抗 HIV 薬及び過去の抗 HIV 薬の使用状況とした。
結果と考察：
TDF との併用による腎機能の低下が以前より指摘されていたプロテアーゼ阻害薬（PI）
においては、アタザナビル（ATV）/リトナビル（RTV）の併用が最も腎機能低下に寄与し
ていることが明らかとなった。また、比較的新しい PI であるダルナビル（DRV）/RTV と
の併用については、長期に追跡できた症例数が少なく十分な評価は行うことが出来なかっ
たが、腎機能を低下させる傾向が確認された。さらに、インテグラーゼ阻害薬（INSTI）で
あるラルテグラビル（RAL）の併用も腎機能の低下を引き起こす可能性が示唆された。
加えて、TDF 以外の薬剤による前治療歴の有無が、TDF 投与後の腎機能に影響するかを
検討したところ、前治療歴の無い症例において、より腎機能が低下しやすい可能性が示さ
れた。

第 3 章 ラルテグラビルと金属含有製剤の相互作用に関する検討
背景と目的：
RAL は、その構造上の特徴により、多価金属との併用で吸収過程における相互作用が生
じることが懸念されるが、その詳細は明らかとなっていない。相互作用による RAL の血中
濃度の低下は、HIV の RAL に対する耐性を誘導するばかりでなく、併用して用いられる他
の抗 HIV 薬に対しても耐性を誘導する危険性を増長させる。さらに HIV の薬剤耐性は抗
HIV 療法に影響を与える負の要因の一つであり、治療薬選択の制限や耐性化ウイルスの蔓
延を引き起こしうるため、その詳細を明らかにすることは極めて重要である。
本章では、多価金属含有製剤と RAL の間の相互作用の存在をより明確化することを目的
に in vitro における基礎的な検討を行った。
方法：
1. RAL と多価金属含有製剤の同時懸濁液における RAL 残存率の測定
ラルテグラビルカリウム（RAL-K）含有製剤（アイセントレス®錠）1 錠と金属含有製剤
1 錠または 1 包を混合したものを蒸留水に懸濁した後、遠心分離や希釈といった前処理を行
ったものを試料溶液とした。RAL の濃度は HPLC-UV で測定した（カラム：C18S、分析
波長：300 nm、注入量：20 μL、カラム温度：25℃、移動相：0.01 M KH2PO4 : アセトニ
トリル＝60 : 40、流速：1.0 mL / min）。
金属含有製剤としては、マグミット®（330 mg）錠、乳酸カルシウム水和物（1 g /包）
、
カルタン®（500 mg）錠、アルサルミン®細粒 90%（1 g/包）、フェロミア®（50 mg）錠、
プロマック®D（75 mg）錠及びホスレノール®チュアブル（250 mg）錠を用いた。
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2. 懸濁液の色調変化の観察及び pH の測定
アイセントレス®錠単独及び金属含有製剤との混合による懸濁液の色調変化を目視にて観
察した。また、懸濁液の pH を測定した。
3. RAL とカルシウムの反応物の分光分析及び質量分析
RAL-K 水溶液に CaCl2 溶液を添加し、撹拌することで RAL とカルシウムの相互作用に
よる生成物である白色の沈殿を得た。得られた沈殿を、1H-NMR、IR、ESI MS にて分析
した。
結果と考察：
いくつかの金属含有製剤と RAL との間に相互作用が確認された。特に、カルシウムやア
ルミニウム、マグネシウム、鉄を含有する薬剤は、キレートの形成により懸濁液中の RAL
の含量低下を引き起こすことが明らかとなった。RAL を有効かつ安全に使用するためには、
これらの薬剤との併用を回避する必要がある。
【結論】
1. cART のレジメン変更は約 40％の患者で経験し、その原因の多くは副作用、特に腎機能
障害であることが明らかとなった。現在、広く使用されている TDF が副作用の原因と
された症例が多いため、今後のより慎重なモニタリングが必要である。
2. TDF による腎機能障害を引き起こす因子は、PI や INSTI の併用及び前治療歴の無い症
例であることが明らかとなった。このような腎機能障害のリスクの高い患者では、モニ
タリングを強化することで腎機能障害の早期の発見が可能となる。
3. 近年、使用頻度が増加している INSTI は、カルシウムをはじめとする一部の金属含有
製剤との間に相互作用が存在することが明らかとなった。この相互作用を理解すること
で INSTI をより有効で安全に使用することが可能となる。
本研究により、抗 HIV 療法のレジメン変更の実態を明らかにするとともに、安全性や有効
性確保に係る因子が明らかとなった。本研究の結果は、臨床における抗 HIV 薬の適正使用
に寄与するとともに、有効で安全な抗 HIV 療法の確立に貢献するものと考える。
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