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はじめに

　Ｃ型肝炎ウィルス（hepatitis C 
virus；HCV）は，1989年，米国の
Choo らによって発見されたこと
で1)，従来，非Ａ非Ｂ型肝炎と診断
されていた患者の９割以上，アルコ
ール性肝障害と診断されていた症例
の半数以上がHCVによる肝障害で
あることが明らかになった．現在，
HCVキャリアは全世界で１億7,000
万人，本邦で150万～200万人と推定
されている．HCV感染が一旦成立す
ると，健康成人への感染であっても，
急性の経過で治癒するものは約30％
であり，感染例の約70％でHCV感
染が持続し，慢性肝炎へと移行する．
慢性化した場合，ウィルスの自然排
除は稀であり（年率0.2％），HCV感
染による炎症の持続により肝線維化
が惹起され，肝硬変や肝細胞癌へと
進展する 2)．インターフェロン
（interferon；IFN）による治療は，
1986年，Hoofnagle らが，非Ａ非Ｂ
型肝炎に対してヒト組み換え IFNα
を投与し，トランスアミナーゼの正

常化を確認したことに始まり3)，欧
米で1991年，本邦では1992年から，
Ｃ型肝炎に対する IFN治療の一般
臨床での使用が開始された．
　Ｃ型肝炎治療の目標は，HCV持続
感染によって惹起される慢性肝疾患
の長期予後の改善，すなわち，肝発
癌ならびに肝疾患関連死を抑制する
ことにある．ペグインターフェロン
（pegylated interferon；Peg-IFN）
とリバビリン（ribavirin；RBV）の
併用が標準的な抗ウィルス療法とな
って著効（sustained virological 
response；SVR）率は向上したが，
難治性であるHCVジェノタイプ１
型・高ウィルス量症例では同療法に
おいても SVR率が40～50％であり，
約半数の症例ではHCVが排除でき
ない．近年，治療効果の向上あるい
は副作用軽減を目指して多くの新規
抗ウィルス薬が開発され，2011年11
月には，第１世代プロテアーゼ阻害
剤であるテラプレビルがタイプ１型
高ウィルス量症例に対して一般臨床
で使用可能となった．テラプレビル
＋Peg-IFNα-2b＋RBV３剤併用療法
により，初回治療の SVR率は約70％
と向上し，抗ウィルス効果は増強し
たが，高度な貧血の進行，重篤な皮
膚病変の出現など副作用も増加し
た4ﾝ8)．一方で，現在，わが国におい

て第２世代プロテアーゼ阻害剤
（TMC435，MK7009，BI-201335）
と Peg-IFN＋RBVとの３剤併用療
法，ならびに IFN free であるプロテ
アーゼ阻害剤／NS5A阻害剤の内服
剤による抗ウィルス療法などの臨床
試験が進んでいる．こうした直接型
Ｃ型肝炎ウィルス阻害薬（direct 
anti-viral agents；DAAs）は，副作
用が非常に少なく，また初回治療の
SVR率80％以上と更なる抗ウィル
ス効果の向上が報告されており，今
後期待がもたれる．

テラプレビル

　Ｃ型慢性肝炎治療薬：テラプレビ
ル（テラビック錠250㎎）は2011年11
月発売となった．効能・効果は「血
中HCV RNA量が高値の未治療患
者，インターフェロン製剤の単独療
法又はリバビリンとの併用療法で無
効又は再燃となった患者におけるセ
ログループ１（ジェノタイプⅠ
（１ａ）又はⅡ（１ｂ）のＣ型慢性肝
炎患者でのウィルス血症の改善）」で
あり，用法・用量は「ペグインター
フェロン アルファ－2b 及びリバビ
リンとの併用療法で１回750㎎を１
日３回食後投与，投与期間は12週間」
と設定されている．
　Ｃ型慢性肝炎の治療目標は，HCV
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の排除である．治療は，IFN（イン
トロンＡなど）での単独療法が主流
であったが，2001年，RBVの登場
で，IFN＋RBV併用療法が標準治療
となった．その後，改良された IFN
製剤として Peg-IFN が登場し，最近
では Peg-IFN＋RBV併用療法（48週
間）が一般的に行われている．
　しかし，日本人に最も多い「ジェ
ノタイプⅠ型・高ウィルス量」の難
治性Ｃ型慢性肝炎の患者では，SVR
率は約50％と低い．また，効果不十
分例では治療期間の延長が推奨され
ているが，その有効性に関するエビ
デンスは十分には得られていないの
が現状である．そうしたことから臨
床現場では，今以上に治療効果が高
い新たな治療薬の開発が熱望されて
いた．
　テラプレビルは，HCVの複製に必
須の酵素であるNS3-4A-セリンプロ
テアーゼを選択的に阻害すること
で，HCVの増殖を抑制する薬剤であ
る．IFNα-2a 又は IFNα-2b と併用す
ることで，抗ウィルス作用の相加的
な増強を示すことが確認されてい
る．国内の臨床試験では，テラプレ
ビルを含む３剤併用療法（テラプレ

ビル＋Peg-IFNα-2b＋RBV）は，従
来の２剤併用療法（Peg-IFNα-2b＋
RBV）に比べて，治療効果の改善と
治療期間の短縮が確認されている．
さらに，従来の治療法で再燃した患
者や無効な患者においても有効性が
認められている9)．
　ただし，テラプレビルを含む３剤
併用療法は，既存の２剤併用療法よ
りも副作用発現率が高く，特に皮膚
症状については，今までの臨床試験
で重篤な事例も多数報告されている
ので十分な注意が必要である10)．ま
た，市販後調査において，急性腎不
全等の重篤な腎機能障害が報告され
ており，リスク・ベネフィットを考慮
した上での投与が必要とされている．

相互作用

　テラプレビルは代謝酵素チトクロ
ーム P450 3A4/5（CYP3A4/5）阻害
作用を有することから，CYP3A4/5
により代謝される薬剤と併用したと
き，併用薬剤の血中濃度を上昇させ
るおそれがある．
　また，テラプレビルはCYP3A4に
よって代謝されることから，CYP3A4
を誘導する薬剤と併用したときテラ

プレビルの血中濃度が低下し，
CYP3A4を阻害する薬剤と併用し
たときテラプレビルの血中濃度が上
昇するおそれがある．なお，テラプ
レビルは時間依存的（非可逆的）な
CYP3A4阻害作用を示すことから，
テラプレビル投与終了（又は中止）
後，少なくとも７日間は併用禁忌薬
剤（リファンピシンを除く）を投与
しないようにする必要がある．同様
に，少なくとも７日間は併用注意薬
剤についても慎重に投与する必要が
ある11)．
　テラプレビルのCYP3A4/5阻害
作用による併用薬剤との相互作用を
表１，CYP3A4誘導薬剤とテラプレ
ビルとの相互作用を表２，CYP3A4
阻害薬剤とテラプレビルとの相互作
用を表３に示す．また，機序不明の
相互作用を表４に示す．

おわりに

　昨今，新薬が次々と開発され，薬
物治療の多様性に伴い多くの薬物間
相互作用に注意する必要性が増して
いる．特にHCVと HIVの重複感染
患者においては，副作用・相互作用
のデータの集積がこれから必要であ

表１　テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用による併用薬剤との相互作用（併用薬剤の作用増強）

薬剤名
臨床症状 相互作用の機序

一般名 商品名

キニジン硫酸塩水和物
ベプリジル塩酸塩水和物
フレカイニド酢酸塩
プロパフェノン塩酸塩
アミオダロン塩酸塩
ピモジド

硫酸キニジン
ベプリコール
タンボコール
プロノン
アンカロン
オーラップ

不整脈
血液障害
血管痙攣　等

テラプレビルのチトクローム P450阻害作用に
より，これらの薬剤の代謝が阻害され血中濃度
が上昇し，作用の増強や相加的なQT延長を起
こす．

併用禁忌

エルゴタミン酒石酸塩
ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩
エルゴメトリンマレイン酸塩
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

クリアミン
ジヒデルゴット
エルゴメトリンマレイン酸塩
メテルギン

末梢血管攣縮
末梢血管虚血　等

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用禁忌

トリアゾラム ハルシオン 過度の鎮静
呼吸抑制　等

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，ト
リアゾラムの代謝が阻害される．

併用禁忌

ロバスタチン
シンバスタチン
アトルバスタチンカルシウム水和物

（国内未発売）
リポバス
リピトール，カデュエット

横紋筋融解症を含むミオパチー　
等

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用禁忌
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アルフゾシン
バルデナフィル塩酸塩水和物
シルデナフィルクエン酸塩
（肺高血圧を適応とする場合）
タダラフィル
（肺高血圧を適応とする場合）

（国内未発売）
レビトラ
レバチオ

アドシルカ

低血圧
不整脈

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用禁忌

ブロナンセリン ロナセン ブロナンセリンの作用増強 テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，ブ
ロナンセリンの代謝が阻害される．

併用禁忌

コルヒチン
（肝臓または腎臓に障害のある患者に
使用する場合）

コルヒチン コルヒチンの作用増強 テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，コ
ルヒチンの代謝が阻害される．

併用禁忌

ジゴキシン ジゴシン ジゴキシンのAUC上昇
ジゴキシンの体内暴露量の増加に
よる作用増強

テラプレビルのＰ-糖蛋白質阻害作用によりジ
ゴキシンの排出が阻害される．

併用注意

アルプラゾラム ソラナックス アルプラゾラムのAUC上昇
アルプラゾラムの体内暴露量の増
加

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，ア
ルプラゾラムの代謝が阻害される．

併用注意

ミダゾラム ドルミカム ミダゾラムのAUC上昇
過度の鎮静
呼吸抑制　等

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，ミ
ダゾラムの代謝が阻害される．

併用注意

プレドニゾロン（全身投与）
メチルプレドニゾロン（全身投与）

プレドニン
メドロール，ソル・メドロール

これらの薬剤の血中濃度の上昇
これらの薬剤の作用増強による副
作用発現の増加

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

フルチカゾンプロピオン酸エステル
ブデソニド

フルタイド，アドエア
パルミコート，シムビコート

これらの薬剤の血中濃度の上昇
副腎皮質ステロイド剤を全身投与
した場合と同様の症状

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

シクロスポリン
タクロリムス水和物
シロリムス
エベロリムス

ネオーラル，サンディミュン
プログラフ
（国内未発売）
アフィニトール，サーティカン

これらの薬剤の血中濃度の上昇に
よる腎障害等の副作用の発現

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

リドカイン塩酸塩（全身投与） キシロカイン リドカインの血中濃度の上昇 テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，リ
ドカイン塩酸塩の代謝が阻害される．

併用注意

シルデナフィルクエン酸塩
（勃起不全を適応とする場合）
タダラフィル
（勃起不全を適応とする場合）

バイアグラ

シアリス

これらの薬剤の血中濃度の上昇に
よる関連する有害事象の発現

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

アムロジピンべシル酸塩
ジルチアゼム塩酸塩
フェロジピン
ニカルジピン塩酸塩
ニフェジピン
ニソルジピン
ベラパミル塩酸塩

アムロジン，ノルバスク
ヘルベッサー
ムノバール
ペルジピン
アダラート
バイミカード
ワソラン

これらの薬剤のAUC上昇
これらの薬剤の体内暴露量の増加
による降圧作用の増強および副作
用発現の増加

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，こ
れらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

ボセンタン水和物 トラクリア ボセンタンのAUC上昇
ボセンタンの血中濃度の上昇

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，ボ
センタン水和物の代謝が阻害される．

併用注意

サルメテロールキシナホ酸塩 セレベント，アドエア サルメテロールの血中濃度上昇に
よるQT延長

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，サ
ルメテロールの代謝が阻害される．

併用注意

トラゾドン塩酸塩 レスリン，デジレル トラゾドンの血中濃度上昇
悪心，眩暈，低血圧，失神

テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用により，ト
ラゾドンの代謝が阻害される．

併用注意

（文献11から引用，改変）
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表２　併用薬剤のCYP3A4誘導作用によるテラプレビルとの相互作用（テラプレビルの作用減弱）

薬剤名
臨床症状 相互作用の機序

一般名 商品名

リファンピシン リファジン，リマクタン テラプレビルの効果減弱 リファンピシンのCYP3A4誘導作用により，テ
ラプレビルの代謝が促進される．

併用禁忌

カルバマゼピン
リファブチン

テグレトール
ミコブティン

テラプレビルの効果減弱 これらの薬剤のCYP3A4誘導作用により，テラ
プレビルの代謝が促進される．
同時に，テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用に
よりこれらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

フェノバルビタールナトリウム
フェニトイン

フェノバール
アレビアチン，ヒダントール

テラプレビルの効果減弱
これらの薬剤の血中濃度の変化

これらの薬剤のCYP3A4誘導作用により，テラ
プレビルの代謝が促進される．

併用注意

デキサメタゾン（全身投与） デカドロン テラプレビルの効果減弱 デキサメタゾンのCYP3A4誘導作用により，テ
ラプレビルの代謝が促進される．

併用注意

セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品 テラプレビルの効果減弱 セイヨウオトギリソウのCYP3A4誘導作用に
より，テラプレビルの代謝が促進される．

併用注意

エファビレンツ ストックリン テラプレビルの効果減弱 エファビレンツのCYP3A4誘導作用により，テ
ラプレビルの代謝が促進される．

併用注意

（文献11から引用，改変）

表３　併用薬剤のCYP3A4阻害薬剤によるテラプレビルとの相互作用（テラプレビルの作用増強）

薬剤名
臨床症状 相互作用の機序

一般名 商品名

イトラコナゾール
ケトコナゾール
ポサコナゾール
クラリスロマイシン
エリスロマイシンエチルコハク酸エス
テル
テリスロマイシン
トロレアンドマイシン

イトリゾール
（国内未発売）
（国内未発売）
クラリシッド，クラリス
エリスロシン

（国内未発売）
（国内未発売）

テラビックの血中濃度およびこれ
らの薬剤の血中濃度が上昇
QT延長を起こす可能性あり

これらの薬剤のCYP3A4阻害作用により，テラ
プレビルの代謝が阻害される．
同時に，テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用に
よりこれらの薬剤の代謝が阻害される．

併用注意

ボリコナゾール ブイフェンド テラビックの血中濃度上昇
ボリコナゾールの血中濃度の上昇
又は低下
QT延長を起こす可能性あり

ボリコナゾールのCYP3A4阻害作用により，テ
ラプレビルの代謝が阻害される．
同時に，テラプレビルのCYP3A4/5阻害作用に
よりボリコナゾールの代謝が阻害される．

併用注意

（文献11から引用，改変）
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るが，今後多くの薬剤の開発が容易
に想定でき，より厳格な薬剤情報・
薬剤管理が必要となってくるであろ
う．常に最新の情報を収集し，把握
しておくことが必要不可欠である．
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表４　機序不明の相互作用

薬剤名
臨床症状 相互作用の機序

一般名 商品名

ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー ゾルピデムのAUC低下 機序不明 併用注意

メサドン （国内未発売） メサドンのAUC低下 機序不明 併用注意

エチニルエストラジオール／
ノルエチステロン

ルナベル エチニルエストラジオールの
AUC低下

機序不明
併用注意

エスシタロプラム レクサプロ エスシタロプラムのAUC低下 機序不明 併用注意

ワルファリンカリウム ワーファリン ワルファリンの血中濃度に影響を
与える

テラプレビルの肝薬物代謝酵素の関与が考えら
れるが機序不明

併用注意

アタザナビル硫酸塩
ダルナビル／リトナビル
ホスアンプレナビルカルシウム水和物
／リトナビル
ロピナビル／リトナビル

レイアタッツ
プリジスタ／ノービア
レクシヴァ／ノービア

カレトラ

アタザナビルのAUC テラプレビルの肝薬物代謝酵素の関与が考えら
れるが機序不明これらの薬物との併用により，
テラプレビルの代謝が促進されるが機序不明

併用注意

テノホビルジソプロキシフマル酸塩 ビリアード，ツルバダ テノホビルのAUC上昇 機序不明 併用注意

（文献11から引用，改変）


