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【Chapter 1】 

Monica Gandhi 医師 

では、座談会を始めたいと思います。司会は Babafemi Taiwo医師に担当して頂きま

す。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

はい。それでは、質問を始めましょう。これは最初の症例で、ファーストライン治療

に関する事例です。ファーストライン治療と切り替え戦略について検討します。34 歳

の黒人女性が、2 日間の悪心と嘔吐を来たして入院しました。2 週間前のルーチンの

スクリーニング時に、HIV 感染症と診断されました。彼女のプライマリケア提供者は、

診断日に COBI でブーストしたダルナビル＋TAF/FTC を開始しました。その日に入手

可能な臨床検査結果はもちろん限られており、こちらに示されています。BUN、クレ

アチニン、CBC と LFTは全て正常ですが、まだ多くの結果が分かっていませんでした。 

 
では、投票を行います。あなたは診断日または患者が初めて受診した日にルーチンで

ARTを開始していますか？ どうぞ投票して下さい。選択肢は「はい、常にそうしてい

る」、「いいえ、しかし目標は 2 週間以内に開始することである」、「いいえ、患者

が少なくとも 1 回再来院するまで待つ」、または「違うやり方をしている」になりま

す。 

 
ここはカリフォルニア州で、皆さんは、いわば第一線で働いておられると思います。

どのような結果になるか見てみましょう。 

 
では、結果を見てみましょう。約 40％が「すぐに開始する」、約 40％が「おそらく

同じ日ではないが 2 週間以内に開始する」に投票しました。では、パネリストの皆さ

んに質問してみましょう。皆さんの診療では、通常はどのようにしていますか？

Monica Gandhi医師からお願いします。 

 
Monica Gandhi 医師 

はい、サンフランシスコ市では、標準治療として ART の即時開始、即日の開始を確立

しようと試みています。私が働いている HIV クリニックの Ward 86 では、全員に対

して即日の開始を試みています。市内で誰かが HIV と診断され、そこが検査施設であ

れば、私達のポケベルに連絡が来ます。彼らは配車アプリ「Lyft」を使って私達の施

設に来ます。そして、その日に彼らの抗レトロウイルス療法が開始されます。 
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私達のクリニックには、協力して患者を支援する医療従事者のチームがあります。こ

のチームには、医師、ソーシャルワーカーのアシスタント、ナースプラクティショナ

ー、看護師が含まれており、彼らが緊急医療保険に加入するのを助け、保険の援助を

行います。そして、実際に彼らに抗 HIV薬のスターターパックを提供しています。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

要するに、既に開発されている多くのインフラについて説明して頂きました。では、

別のパネリストに聞いてみましょう。このようなインフラはありますか？同じことを

していますか？  

 
Eric Daar 医師 

そのようなインフラは、全く何 1 つありません。同じことはしていません。日常診療

において、誰かが受診し、すべてが整っていて彼らが希望すれば、少しもためらわず

に熱意をもって開始すると思います。しかし現実的には、どちらかといえば先ほどの

39％に入ります。したがって一般的に、彼らはとにかく再来院しなければなりません。

ただし、私は「患者が戻ってくることを証明する必要がある」という考え方が絶対で

あると思っているわけではありません。要するに、治療を開始するには 1 週間程度必

要なのです。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

Sally、他に何かコメントはありますか、それとも彼らが話した通りですか？ 

 
Sally Hodder 医師 

私は、都市からかなり離れたインフラのない農村地域に住み、働いています。実際に、

学園都市には 2 台の Uber があるかもしれませんが、残りの地域にはありません。で

すから、ART の即時開始を支援するためのインフラはありません。状況によって全く

異なると思います。もしそこにいる大学生だったなら、とても理にかなっています。

もし農村地域在住で薬物を注射している人であれば、特にインテグラーゼ阻害剤を用

いれば、伝播力に影響を及ぼすことが明らかなので、治療を開始したいのではないで

しょうか。しかし、それにもかかわらず、これらの地域では歴史的に HIV 感染例が非

常に少なく、非常に知識が乏しく、間違いなく優秀なプライマリケア医の多くがまさ

に勉強中です。このため、農村地域では、おそらく 2 週間以内に彼らの治療を開始し

ようと試みるでしょうが、それはとても困難なのです。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

素晴らしい。では、次の質問に移ります。話題を進めましょう。思い出して下さい。

この患者のプライマリケア医は、ブーストしたダルナビル＋TAF/FTC を選択していま

す。ART 即日開始の場合、あなたはどのレジメンを選択しますか？あなたは即日に患

者の治療を開始する場合、以下のどのレジメンを選択しますか？選択肢は、

「BIC/TAF/FTC」、「ドルテグラビル/アバカビル/3TC」、「ドルテグラビル＋

TAF/FTC」、「ECF/TAF」、「ラルテグラビル＋TAF/FTC」、このうち患者に投与

するのはどのレジメンでしょうか？あるいは「その他」でしょうか？どうぞ投票して

下さい。 
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音楽に合わせて踊っている気分ですね？足でリズムを刻んでいるようです。では、結

果を見てみましょう。 

 
回答では再び BIC/TAF/FTC が優勢ですね。ではパネリストに質問してみましょう。

あなたならどうしますか？何か別の選択をしますか？今度は Eric から聞いてみましょ

う。診療で、最初のレジメンについて検討するとき、それについてどのように考えま

すか？ 

 
Eric Daar 医師 

ここで重要な問題の 1 つは、ベースラインの耐性データがない状況で治療を開始して

いることだと思います。実際には、この状況ではおそらくこれらのレジメンはすべて

問題ないと思われますが、核酸系逆転写酵素阻害剤（NRTI）に対する伝播性耐性がみ

られる可能性が少ないながらあります。インテグラーゼ阻害剤耐性はさほど認められ

ていないので、従来どおりにブーストした PI の方が安心感があり、また今ではドルテ

グラビルに対する安心感がとても強いです。 

 

ビクテグラビルに対する耐性の獲得し難さに関するデータはまだ多く得られていませ

んが、私はおそらくドルテグラビル/TAF/FTC を優先して選択します。HLA-B*5701

の結果は必要ありません。おそらく伝播性耐性データについて多くの情報がなくても

問題ないでしょう。このような検査結果はすべて戻ってくるし、患者が 1 日 1 回 1 錠

レジメンを強く希望している場合には、将来的に調整することが出来ます。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

おっしゃる通りです。では B 型肝炎についてはどうですか？こちらも情報はありませ

んね。その情報がない状態で、急にドルテグラビル/アバカビル/3TC を処方したくは

ないでしょう。 

 
では、話を進めましょう。Eric がこの点について詳しく論じていたはずですが、未治

療の状況でブーストした PI とインテグラーゼ阻害剤を比較検討したいくつかの試験が

あることを思い出して下さい。そして、現在、インテグラーゼ阻害剤の方がアウトカ

ムが優れていることを示すエビデンスが一貫して得られています。 

 
そして、もちろん Eric は、治療経験のあるファーストラインの NRTI＋NNRTI ベース

のレジメンが失敗した集団を対象に実施された DAWNING試験についても、詳細に論

じていました。彼が述べたように、最初の治療について検討する際、現在はインテグ

ラーゼ阻害剤の時代ですが、彼が述べたように依然としてブーストした PI にも役割が

あり、そのことを忘れるべきではありません。また、留意すべき事柄の 1 つに、種々

のレジメンを検討した中で、ブーストしたダルナビルに関して検討した前向き観察試

験である D：A：D 試験があります。このスライドの重要な点は、特定の観察試験に

おいて、ダルナビルが心疾患リスクのいくらかの上昇と関連することが示されたこと

です。しかし、この試験は観察試験であり、いくつかの注意事項があるため、実際に

は因果関係を明らかにすることは出来ず、当然いくつかの評価されていないバイアス

もあることに注意しなければなりません。しかし、これは留意すべき事項です。 

 
では、私達のコンサルテーションに戻りましょう。この患者は、初日に担当医から薬

剤を処方され、現在入院しています。彼女は嘔吐を来たしています。嘔吐が始まるま
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でのレジメンの遵守は完璧であったと報告されています。現在彼女は入院 3 日目で、

ART の再開を希望しています。そして、追加のデータがあります。治療開始時に結果

が得られていなかったことを思い出して下さい。現在は、追加のデータが得られてい

ます。ベースライン時の CD4 数は 501 細胞/㎣でしたね。治療開始時の HIV RNA 量

は 322,000 コピー/mL で、現在は 64,000 コピー/mL であり、彼女が実際に薬剤を

服用していたことが分かります。 

 

彼女にはある程度の伝播性耐性が認められ、K103N 変異を保有していたが、HLA-B＊

5701 は陰性です。血液検査結果は、BUN とクレアチニンの軽度の増加を除いては、

基本的に良好のようです。片頭痛のためにスマトリプタンを服用しており、もちろん

前述の通り、ARTレジメンを受けていました。 

 

では投票しましょう。この患者で ART を再開したい場合、どのレジメンを使用します

か？「前と同じレジメン」を再開しますか？それとも「BIC/TAF/FTC」に切り替えま

すか？「ドルテグラビル/アバカビル/3TC」、「ドルテグラビル/TAF/FTC」、

「ECF/TAF」、「ラルテグラビル/TAF/FTC」に切り替えますか？どうぞ投票して下

さい。 

 

大部分の人が BIC/TAF/FTC への切り替えを選択しており、ドルテグラビル/アバカビ

ル/3TC がもう 1 つの有力な選択肢です。パネリストの皆さん、ご意見はあります

か？Sally、何かありますか？ 

 

Sally Hodder 医師 

疑問点は、なぜ彼女が嘔吐を来たしたかということです。ブーストしたダルナビルや

TAF を用いた試験では、実際に、若干の悪心や嘔吐が認められたと思いますので、こ

れはあり得ることです。単に、コビシスタットであっても、ブースターに対する忍容

性が高くない人もいます。だから、決して前のレジメンを再開しないと思います。彼

女は K103 変異を保有しており、常に心配されるのは、その他のマイナーな耐性変異

があるかどうかということです。それにもかかわらず、患者のインテグラーゼ阻害剤

に対する反応はかなり良好です。Eric が述べたことに関連しますが、実際にドルテグ

ラビル＋TAF/FTCの使用経験が最も多いので、私は確実にそれを選ぶでしょう。 

 

なぜ彼女が嘔吐を来たしたかについて、まだ考える必要があると思います。急性肝炎

を発症しているのでしょうか、多くの原因が考えられます。それとは別に、彼女のク

レアチニン値がわずかに上昇していたと思います。これは嘔吐による脱水が原因だっ

たかもしれませんが、尿細管分泌を阻害するコビシスタットが原因だったとも考えら

れます。これらがその説明になると思います。 

 

 
【Chapter 2】 

Babafemi Taiwo 医師 

素晴らしい。では話を進めましょう。実は、さらに情報が得られています。別の相談

員を介して、この患者が実は性転換女性であり、ホルモン療法を受けていることが明

らかになっています。彼女はその名前を明確に覚えていませんが、経口薬と注射が含

まれていることは知っています。彼女は最初の受診日にこの情報を明らかにするほど

には、HIV専門医を信頼していなかったのです。 
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この結論をここで示している意図は、私達全員が ART を開始する際に、患者と医師の

関係を築くことの重要性について考える時間、または機会を与えることです。Monica、

これについて何か意見がありますか？ このことがどのような影響を及ぼすでしょうか

—全員が即日に ART を開始するのを目標としているとのことですが、患者のことをよ

く知らないということについて、あなたはどのように対処しますか？ 

 
Monica Gandhi 医師 

おそらく、即時開始の影響に関するより多くの質的なデータが必要だと思いますが、

少なくとも逸話的に報告されているのは、診断されたらそれについてその日に何かを

することが、大変助けになるということです。患者が話していたのは、彼らが母親に

電話し、「今日何があったと思う？HIV 感染症と診断されたけれど、今対処している

よ」と伝えられるということです。 

 
治療を即時開始する利点を示す逸話は多くありましたが、もちろん欠点は、患者が医

師を知らないことです。この症例では、ART とホルモン療法の間に相互作用はないは

ずだと思います。性転換の管理のためのホルモン補充について十分なデータが得られ

ていませんが、おそらく、どのインテグラーゼ阻害剤との併用でも、薬物間相互作用

はないでしょう。しかし、あなたは正しいです。妥協点があると考えられますが、私

達が見てきた—一部発表されたデータが得られており、即時開始では長期にわたり非

常に優れたウイルス学的抑制率が示されています。だから、私達は即時開始という考

え方に転向していると思います。しかし、あなたのおっしゃることは分かります。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

素晴らしい。他にご意見はありますか？  

 

Sally Hodder 医師 

少し追加させて下さい。Monica がこのことについて話しましたが、性転換患者集団

は非常に重要だと思います。データは得られておらず、実際には、経口避妊薬に基づ

いて薬物間相互作用を外挿しています。それらはもちろんホルモン剤で、エストロゲ

ンなのですが異なるものです。このため、それについてもっと多くの情報が本当に必

要だと思います。全般的に見て、ブースターと NNRTI のエファビレンツは、経口避

妊薬の濃度に影響を及ぼしています。 

 
つまり、これがインテグラーゼ阻害剤を選ぶもう 1 つの理由であると考えられます。

しかし、私達はより多くのデータを本当に必要としていることを訴えたいです。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

おっしゃる通りです。そして、私達は、現在使用出来る新たな選択肢を考慮に入れて、

レジメンにブースターを使用する必要があるかどうかを考えなくてはなりません。こ

れまでインテグラーゼ阻害剤の使用に関して多くが語られてきました。では、また質

問させて下さい。あなたは、自分が担当している患者に対してルーチンで、インテグ

ラーゼ阻害剤耐性についての検査を行っていますか？診療では何をしていますか、

Eric？ 

 

Eric Daar 医師 
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現在、私達は、治療のために来院した未治療患者全員に対して同じ耐性検査を行って

います。パートナーがインテグラーゼ阻害剤の投与を受けており、治療が失敗してい

る等、患者にリスクがあると考えられる説得力のある理由がない限り、インテグラー

ゼ阻害剤の検査は行っておらず、私達の標準治療の一部ではありません。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

現在のガイドラインと一致していますね。異なる方法を行っている人はいませんか？ 

 
Monica Gandhi 医師 

私達はインテグラーゼ阻害剤の検査を、独自の情報収集のためだけに行っており、ベ

ースライン時の保有率を確認しています。あなたがおっしゃったように、彼らが過去

にラルテグラビルを使用しており、きちんと服用していなかったという問題がない限

り、耐性率は高くありません。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

それは重要な点です。興味深いです。その集団で耐性が見つかっていますか？これま

でに何例検査していますか？ 

 
Monica Gandhi 医師 

未治療患者 300例です。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

こちらも、この耐性率がきわめて低いことを示す国内データと一致しています。分か

りました。これらは最初の症例の重要なポイントです。第一に、米国のガイドライン

では、ファーストライン ART としてインテグラーゼ阻害剤はブーストした PI よりも

優先されています。BIC/TAF/FTC は患者に対する新たな選択肢であり、1 日 1 回 1

錠レジメンで、忍容性が良好等の特徴があります。ブーストしたダルナビルは PI の中

で最も推奨度が高く、特定の状況における選択肢です。このような状況についてはあ

まり話しませんでしたが、患者の遵守が懸念される場合や、私達が話し合ったような

ベースライン時の情報の一部が得られていない場合等です。常にブースターを避けら

れるかどうか、検討する必要があります。現在は、実に多くの選択肢があるためです。

そして、ART の即日開始には利点がある可能性がありますが、まだ研究段階とみなさ

れており、多くの環境で成功していますが、その一方で別の環境では多くの課題があ

ると言われています。 

 
2 番目の症例は、ウイルス学的失敗のための切り替えです。HIV 感染症を有する 56

歳の男性です。ベースライン時の耐性は認められません。3 年前に保険を喪失するま

での 12 年間の遵守は優れていました。遵守は不良になり、予約時に来院しないよう

になり、実際に過去 1 年半で、連続して 4 回予約時に来院しませんでした。現在、彼

は再び保険に加入しています。彼は治療を再開することに強い意欲を示しており、助

けを求めて来院しています。 

 

これは彼のデータです。これまでの ART 服用歴にはエファビレンツ＋AZT/3TC、次

いでエファビレンツ/TDF/FTCが含まれています。現在の CD4数は非常に安定してお

り良好で、569 細胞/mm3 です。ウイルス量は 29,800 コピー/mL です。HLA-
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B*5701 陰性です。しかし、途中で変異を獲得しています。これらは、このような過

去の背景を有する患者で予想される出現頻度の高い変異の一部です。 

 
追加の臨床検査データは、血清クレアチニン 1 mg/dL、クレアチニンクリアランス

127mL/min、 ALT/AST は軽度に上昇しており、タンパク尿は 1＋です。BMI はど

ちらかといえば高めで 36 です。HBV に対して免疫を獲得しています。C 型肝炎抗体

陰性です。もう一度見てみましょう。写真を撮りましたか？はい。では投票です。 

 
あなたはこの患者に対してどのレジメンを選択しますか？このスライドの下部に判断

材料になる重要なパラメータが記載されています。彼の治療を「BIC/TAF/FTC」、

「ドルテグラビル/アバカビル/3TC」、「ドルテグラビル＋TAF/FTC」、「2 剤レジ

メンのドルテグラビル/リルピビリン」、「ダルナビル/COBI＋TAF/FTC」、「ダル

ナビル/リトナビル＋ラルテグラビル」、「ECF/TAF、ラルテグラビル＋TAF/FTC」、

「エトラビリン＋ラルテグラビル」—エトラビリンについては本日初めての言及です。

または「その他」のどれに切り替えますか。投票して下さい。 

 

Eric Daar 医師 

おそらく最後です。 

 
Monica Gandhi 医師 

ウェブ放送から技術的な質問が来ています。このウェビナーで回答するための時間が

設けられていないということです。ウェブ放送の人達のために、この時間をすべて使

えるといいのですが。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

了解しました。ウェブ上のオーディエンスにお詫びします。 

 
では再開します。BIC/TAF/FTC とドルテグラビル＋TAF/FTC が優勢です。しかし、

ベースラインまたは獲得した変異等を考慮した、この患者に対するドルテグラビル/ア

バカビル/3TCという選択肢について、Monicaの意見を聞かせて下さい。 

 
Monica Gandhi 医師 

はい、この患者は M184V 変異と K103N 変異を保有しており、この患者に対するド

ルテグラビル/アバカビル/3TC については非常に心配です。なぜなら、M184V 変異

は 3TC に対する耐性をもたらしていますが、アバカビルに対する感受性も低下させる

と予想されます。そうすると、十分な活性を示す薬剤は 1 剤しか残されておらず、こ

れでは全く十分ではないし、また、ドルテグラビルによる単剤療法は既に却下されて

います。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

その通りです。 

 

Monica Gandhi 医師 

それから、一番になったビクテグラビルと TAF/FTC の選択肢についても非常に心配

です。 
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Babafemi Taiwo 医師 

それについて意見を述べて頂けますか？ 

 
Monica Gandhi 医師 

なぜかというと、ビクテグラビルに関する試験は未治療患者を対象とする 2 件の試験

と切り替えに関する 2 件の試験のみですが、これらの試験を見てみると、もちろん未

治療患者の試験では患者は耐性を有していないはずですが、切り替えの試験では、登

録患者の選択基準は耐性歴がないことでした。この症例のような患者は、PI またはド

ルテグラビルからビクテグラビル/TAF/FTC に切り替える試験に登録できるはずがな

いのです。 

 

そのため、NRTI に対する耐性を有する患者のビクテグラビルの使用については何も

分かっていないことと、一番の選択肢に関するデータが得られていないことを認識す

ることは非常に重要です。 

 

Eric Daar 医師 

しかも、それは切り替えの試験です。この症例はウイルス学的失敗です。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

そうですね、これはウイルス学的失敗の一例で、これはさらに—そうですね、これは

実際には、私達が入手していないデータです。 

 
Sally、複数の変異を既に保有し、ウイルス血症を呈し、ある程度遵守も出来る患者に

対するドルテグラビル＋リルピビリンについて、意見を聞かせて下さい。 

 
Sally Hodder 医師 

ご存知のように、リルピビリンに対する耐性が獲得されやすく、切り替えに関する試

験では、治療が失敗した患者は登録されませんでした。ですから、私は絶対にこの切

り替えを行いません。私なら、ドルテグラビル＋TAF＋FTC を選択すると思います。

この患者は M184V 変異を有していますが、Monica がビクテグラビルについて指摘

した点とは異なり、ドルテグラビルに関する試験では、M184V 変異を有する患者が

ある程度含まれており、これらの患者でも治療はかなり成功しました。 

 

その選択肢は、理にかなっていると思います。もう 1 つの妥当な選択肢は、常にブー

ストした PI＋TAF/FTC だと思います。自信をもって使用できるでしょう。しかし、

問題は彼が 56歳で、脂質異常症なので…。 

 

Babafemi Taiwo 医師  

Eric、先ほど DAWNING 試験のデータを示していましたが、この患者はリソースが限

られた状況であれば、DAWNING 試験に参加する資格を有していたかもしれません。

このことについて説明して頂けますか？ 

 

Eric Daar 医師 

はい、まさにその通りです。NNRTIによる治療が失敗した患者を対象とした 3件の大

規模試験の結果から、ブーストした PI＋TAF/FTC またはラルテグラビルが選択肢で

あることが示されています。しかし DAWNING試験から、この患者においては、ドル
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テグラビルと十分な活性を有する NRTI を少なくとも 1 剤含む 2 種類の NRTI が適し

ていることが示されていると思います。 

 
アバカビルの使用は除外されませんでした。アバカビルも選択肢でしたが、使用した

のは患者の 2％のみでした。したがって、基準ではそれらの患者の組み入れが可能と

されていたにもかかわらず、実際には、アバカビルが奏効するかどうかは分からない

のです。少なくとも、懸念される生物学的に納得できる理由が 1 つあり、それは

M184V 変異がテノホビルに対する感受性を高め、アバカビルに対する感受性を低下

させる作用を示すことです。これが、最適なデータが得られた点だと思います。 

 
リルピビリンは 103N 変異を有する患者において活性を示すはずなので、ドルテグラ

ビル/リルピビリンは実に興味深いのですが、全くデータが得られていません。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

ここで適切な選択肢はドルテグラビル/TAF/FTC、そして希望があればダルナビル

/COBI/TAF/FTC のようですね。BIC/TAF/FTC についてはデータが得られていませ

んが、使用されています。その他いくつかは、余り選択肢にはならない…。 

 
 
Monica Gandhi 医師  

1 つだけ言わせて下さい。このレジメンの承認に繫がったダルナビル/COBI/TAF/FTC

を用いた EMERALD 試験では、ベースラインで患者が多くの耐性変異を有していまし

た—多くの耐性変異です。そこまで多くの耐性変異を許可する選択基準はありません。

保険に関連することが分かっている遵守の問題を考慮すると、私はもう少し—かなり

ダルナビル/COBI/TAF/FTCに自信を持っています。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

そうですね。そして EMERALD 試験はウイルス学的抑制が得られている集団を対象と

しましたが、未治療の患者を対象とする AMBER 試験でも同じレジメンが使用されて

います。 

 
Eric Daar 医師 

実質的に、それは治療が失敗した集団を対象とするブーストした PI に関する 3 件の

大規模試験で使用されたものです。 

 
 
【Chapter 3】 

Babafemi Taiwo 医師 

素晴らしい。では、会場とネット上のオーディエンスに戻りましょう。もし、もう少

し複雑な状況を想定したとして、患者の耐性変異に K103N と M184V だけでなく、

本質的にテノホビルに耐性をもたらす K65R や、NNRTI に対する変異である Y181C

が含まれていた場合、あなたはどれを選択しますか？M184V 変異と 3TC、おそらく

アバカビルに及ぼす影響については先ほど話に上がりました。 

 
「BIC/TAF/FTC」、「ドルテグラビル/アバカビル/3TC」、「ドルテグラビル＋

TAF/FTC」、「ドルテグラビル/リルピビリン」、「ダルナビル＋ECF/TAF」、「ダ
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ルナビル/COBI＋TAF/FTC」、「ダルナビル/リトナビル＋ラルテグラビル」、

「Ibalizumab＋最適化した基礎レジメン」、または「その他」から選択して下さい。

では投票して下さい。 

 
結果が出ました。こちらが回答になります。多くの人、大部分の人がダルナビル/リト

ナビル＋ラルテグラビルを使用するようです。この患者に対して 2 つの全く新しい薬

剤クラスを選択しています。Ibalizumab の使用を選択している人もいます。あなた

の患者の中で、ibalizumabを使用しているのは何人ですか、Sally？ 

 
Sally Hodder 医師 

0人です。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

0人ですね。Ericはどうですか？ 

 
Eric Daar 医師 

0人です。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

研究以外の状況では…そして 0 人、しかし多くの人が ibalizumab を使用しているよ

うですが。 

 

Eric Daar 医師 

Ibalizumabは新たに使用出来るようになったばかりですから。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

その通りです。では、これについて意見を述べて頂けますか？あなたはどんな時に

ibalizumab の使用を考慮しますか？この患者は ibalizumab の使用に適しています

か？利点等、または欠点にはどのようなものがあるでしょうか？Monica から始めて

頂けますか？  

 

Monica Gandhi 医師 

はい。この症例では、幸運なことに ibalizumab を使用する必要はないと思います。

なぜなら、インテグラーゼ阻害剤とプロテアーゼ阻害剤のクラスが十分に活性を示す

と思われるからです。この組み合わせをどのようにしても、おそらく私達の多くはこ

の組み合わせを選ぶでしょう。「その他」の選択肢を選んだ 6％もそうかもしれませ

んが、ドルテグラビル＋ダルナビル/リトナビルは 1 つの可能性でしょう。エビデンス

は得られていませんが、ドルテグラビルの特徴を踏まえると…。 

 
それが、ダルナビル、エルビテグラビルと COBI＋TAF/FTC、またはダルナビル/リト

ナビル＋ラルテグラビルといった選択肢に反映されているのではないかと思います。 

 
Ibalizumab については、最適化した基礎レジメンが必要であり、3 つの活性を示す

薬剤クラスが必要だと思います。この症例では、これらの活性を示す 2 つのクラスは

強力な薬剤クラスで、問題ないと思います。 
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Babafemi Taiwo 医師 

まさにその通りです。そして ibalizumab は静注薬です。この特定の患者では活躍の

場はありません。ブーストしたダルナビル＋ドルテグラビルについて言及されました

ね。実際に、エビデンスはありませんが、現在大規模試験が進行中であり、この集団

におけるこのレジメンについて検討している試験です。Eric、これらの回答にについ

て意見がありますか？ 

 

Eric Daar 医師 

全く同意します。適切な状況で、活性を示す薬剤として ibalizumab が必要であれば、

使用出来ると思います。同意します。おそらくこの患者では、それを使用せずに済む

でしょう。誰もダルナビル/COBI/TAF/FTC を選択しなかったのは興味深いです。こ

れはおそらく、それらの大規模試験では K65R 変異が多く認められなかったので、リ

スクがあるためだと思います。K65R 変異が認められたのは患者の約 10％で、私達は

その患者のアウトカムについての内訳が分からないのです。おそらく問題なかったと

思われますが、オーディエンスが選択した他のものと比べると、データが少ないのは

明らかです。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

そうですね、このあと紹介する試験では、テノホビルによる治療が失敗した患者はほ

とんどが AZT に切り替えられ、より優れた結果が得られました。つまり、様々なニュ

アンスがあります。Sally、何か意見がありますか？ 

 
Sally Hodder 医師 

いいえ。同意します。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

分かりました。では話を進めましょう。これについては Eric が既に話したと思います

が、ここで取り上げたいのは NNRTI によるファーストラインレジメンが失敗した患

者を対象として、ブーストした PI＋NRTI について検討した 3 件の試験です。すべて

の試験で一貫して、皆さんが直感的に予想していたことですが、PI と組み合わされた

NRTI の数が多いほどアウトカムが良好になるという結果は得られませんでした。実

際に、ブーストした PI に併用した活性を示す NRTI の数が最も少なかった患者、また

は活性を示す NRTI がほとんどなかった参加者は、十分な活性を示す 3 つ以上の

NRTI を服用していた患者よりもアウトカムが優れていました。これについて、どの

ような仮説が立てられますか？Eric、この知見についてどう思われますか？ 

 
Eric Daar 医師 

耐性が多いほどアウトカムが優れていたという結果が、これらのすべての試験で認め

られました。これはおそらく、遵守を反映した結果であると考えられ、ほとんどの専

門家が考える説明として、耐性のない人は薬剤をきちんと服用せず、新しいレジメン

が処方されても問題は解決されず、アウトカムもさほど良好ではないのです。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

その通りでしょう。では、忘れてしまう前に、fostemsavir を取り上げましょう。ど

なたか fostemsavir を使用していますか？臨床試験で検討されていますが、使用経験

はありますか？ないですね、分かりました。 
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Monica Gandhi 医師 

臨床試験で ibalizumab、fostemsavir が投与されている 1 例の患者ぐらいです。ち

なみに、モノクローナル抗体 ibalizumab の試験で、患者の 43％が fostemsavir の

投与を受けていました。もし耐性がそこまで広範囲であれば、 fostemsavir の承認を

待つ必要があるかもしれません。私達は例外的使用の許可を得ようと試みていますが、

まだ得られていません。 

 
 

【Chapter 4】 

Babafemi Taiwo 医師 

分かりました。素晴らしいです。Eric が以前このスライドを紹介したと思います。 

DAWNING 試験については既にお話しました。では、先に進みましょう。前にも少し

触れた課題ですが、CROIでのプレゼンテーションの 1つは DAWNING試験のデータ

の二次解析について考察しました。この解析では、選択された NRTI によって患者の

アウトカムがどのように違っていたのかが検討されました。患者を、WHO のガイド

ラインに基づいて治療を受けた患者、つまり、例えば最初に AZT の投与を受けていた

場合には TDF に切り替え、最初に TDF の投与を受けていた場合には AZT に切り替え

る患者と、WHO のガイドラインに従わなかった患者の 2 群に分けて解析が行われま

した。先ほどの例は、WHO のガイドラインの要点を示しています。WHO のガイドラ

インに従った治療を受けた患者は、ガイドラインに従わない治療を受けた患者よりも

治療成績が優れていたようでした。この点は、Eric が以前に示した点とつながります。 

 
では、この点についてもう少し込み入った話をすると、患者の多くはもう NRTI ベー

スのレジメンを受けていません。多くの患者はインテグラーゼ阻害剤のレジメンを受

けており、私達は、インテグラーゼ阻害剤ベースの治療の失敗例に慣れ始めなければ

ならないと思います。  

 
この患者は ECF/TAF の投与歴があり、K103N、M41L に加えて—K103N は NNRTI

耐性変異、M41L は TAM です。M184V 変異—よくご存じですね—とエルビテグラビ

ルを不活化する E92Q 変異が認められた場合、どのような選択をしますか？選択肢が

一部失われている状況です。 

 
あなたはどれを使用しますか？選択肢は「BIC/TAF/FTC」、「ドルテグラビル/アバ

カビル/3TC」、「ドルテグラビル/TAF/FTC」、「ドルテグラビル/リルピビリン」、

「ダルナビル＋ECF/TAF」、「ダルナビル/リトナビル＋ラルテグラビル」、「ダル

ナビル/COBI＋TAF/FTC」、または「その他」です。では投票して下さい。 

 
私は「その他」を選んだ人が好きです。なぜか分かりますか？それは、私がその人達

に、「その他」とは何ですかと質問出来るからです。だから非常に便利な回答なので

す。「その他」が好きです。私は同じことをするでしょう。オーディエンスからの

「その他」。では見てみましょう。ここでも、5％は依然としてドルテグラビル/リル

ピビリンを選択しており、これは確かに優れた 2 剤レジメンではあるけれど、この場

合は適切ではないことを、私達は今日帰る前に明らかにしなければなりません。治療

失敗の状況、つまりウイルス血症を呈し、このような耐性を示す患者ではこのレジメ

ンは検討されておらず、今後もおそらく検討されることはないでしょう。それが、私
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達が示したことです。私達はこのような患者に、ドルテグラビル/リルピビリンを処方

して欲しくないのです。それが優れた選択肢であることは明らかですが、この患者で

は確実に違います。 

 
パネリストの方々が、意見を述べたいその他の事例はありますか。これは必ずしも皆

さんが何を選択するかではなく、皆さんが何を避けたいかについてでもいいし、また

は皆さんが重要と思っていらっしゃる知見を強調してもいいです。Sally、最初に発言

したいですか？  

 
Sally Hodder 医師 

E92Q 変異は、主にエルビテグラビルとラルテグラビルといったインテグラーゼ阻害

剤に対する耐性をもたらします。非常に重要な点の 1 つとして、この耐性変異が出現

した時に、患者の既存のインテグラーゼ阻害剤レジメンを中止することが挙げられま

す。その理由は、患者にインテグラーゼ阻害剤に対する耐性変異が蓄積し始める可能

性があることが知られており、その後に投与されるインテグラーゼ阻害剤で効果を得

ることがさらに困難になる可能性があるためです。2～3 の選択肢があると思いますが、

繰り返しますが、ビクテグラビルについてはデータが得られておらず、適切な選択肢

であるとは思えません。もちろんドルテグラビルについては検討されています。

VIKING と呼ばれる試験が実施されており、インテグラーゼ阻害剤耐性がある患者に

対するドルテグラビルについて検討されました。この試験では、通常の 2 倍の用量が

使用されました。つまり 2 mg の 1 日 2 回投与です。だから、単に「ドルテグラビル

を使用するつもりです」とは言えないでしょう。 

 

この試験では、複数のインテグラーゼ阻害剤耐性変異を有していた患者のアウトカム

は実際にそれほど良好ではなかったことから、注意が必要です。E92Q のような変異

が 1 つだけ認められ、高用量で、どちらかが活性を示す 2 つの NRTI を併用した場合、

ウイルス学的抑制が得られる確率は約 75％でした。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

その通りです。会場のオーディエンスやおそらくオンラインのオーディエンスの中に

は、多くの薬剤師や医師が含まれていると思います。同僚に相談していいのです。

「複雑な耐性パターンを示す患者を担当しているけれど、君だったら何をして、何を

避ける？」と質問していいのです。Eric、この点について補足したいことはあります

か？  

 

Eric Daar 医師 

あなたに同意します。実際に、いくつかの最適ではない選択肢が含まれていると思い

ます。エルビテグラビルまたはラルテグラビルが含まれるものは、すべて最適ではな

いと思います。ドルテグラビル/リルピビリンの使用について賛成です。K103N 変異

を有する患者に対する維持療法としてのドルテグラビル/リルピビリンの投与について

考えるのは興味深いですが、まだデータが得られていません。しかし、治療が失敗し

た患者に対しては、選択肢ではないでしょう。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

そうですね。分かりました。 
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Eric Daar 医師 

皆さんが考えていた「その他」とは何でしょうか？ 

 
Babafemi Taiwo 医師 

一部は、ブーストしたダルナビル＋ドルテグラビルだと思います。しかし、この症例

でドルテグラビルを使用する場合、1 日 1 回投与について考えているでしょう。Sally

が述べたように、インテグラーゼ阻害剤耐性の所見が得られている場合、 1 日 2 回投

与することが推奨されています。そうすると、対称性が失われるため、対称性を取り

戻すために、ダルナビルも同様に 1 日 2 回投与する必要があるかもしれません。しか

し、問題はこのような使用についてはまだデータが得られておらず、試験が進行中で

すが、理にかなっています。 

 

Monica Gandhi 医師 

別の選択肢として、3 剤が希望であれば修正 3 剤レジメンの使用が考えられ、例えば

ドルテグラビル 1 日 2 回、ダルナビル、エトラビリンの併用が考えられます。これら

の併用が有効であると考えられ、リルピビリンも候補として考えられます。なぜなら、

不安がある場合は 3つの薬剤が必要だからです。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

その通りです。Eric がいくつかの新しい治療法に触れました。ドラビリン、

ibalizumab については取り上げましたね。Fostemsavir には言及しませんでしたが、

ここでは fostemsavir を取り上げます。Fostemsavir は認識しておくべき薬剤であ

り、吸着阻害剤です。実際に、BRIGHTE試験で検討されています。BRIGHTE試験に

は 2 段階ありました。最初の段階での質問は、この薬剤には独立した抗ウイルス効果

があるのかという点でした。そしてこの質問に答えるために、すべての参加者は治療

経験が多く、多くの耐性変異を有しているが、少なくともいくつかの薬剤は活性を示

し、すべてのクラスと薬剤が完全に使用出来なくなってはいない患者としました。こ

のコホートの患者を fostemsavir 600 mg を 1 日 2 回投与する群、またはプラセボ

群に無作為に割り付けました。8日後に、fostemsavirが HIV RNA量の 0.79 log低

下と関連していたのに対し、プラセボは 0.17 logであったことが示されました。 

 
第 2 段階では、実際に fostemsavir に最適化した基礎レジメンを追加し、参加者の多

くに ibalizumab が追加されました。この設定では治療経験が多く、複数の耐性変異

を有する集団－登録患者の多くは、これらの治験薬以外には選択肢がありませんでし

た－この集団では、約 54％の患者が HIV RNA量 40コピー/mL未満、71％の患者が 

200 コピー/mL未満のウイルス学的抑制を達成することが出来ました。 

 
重要なことは、まだ開発中の薬剤である fostemsavir が、極度の耐性を示す患者に対

する選択肢になると予想されることです。患者の多くで ibalizumab を併用し、十分

な活性を示す適切なレジメンを構成する必要があるでしょう。そして、2 番目の症例

の重要な点は、依然として遵守が中心的な役割を果たすことです。治療を中止したこ

の患者で、耐性変異が蓄積したことを覚えているでしょう－薬剤師や医師として、私

達は遵守を確認することの重要性をどんなに強調してもし過ぎることはありません。

今や、来院は大変カジュアルなものになっているようです。私の患者の 1 人は、来院

すると、私が彼の様子を確認するためではなく、彼が私の様子を確認するために来た

と言います。彼は、「あなたが元気でやっているか確認したいんだ。あなたが働き過
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ぎるのを知っているから、様子を見に来ているんだよ」と言い、私は「ありがとう。

元気ですよ」と答えます。 

 
忘れずに、彼らを遵守の話し合いに引き込んで下さい。ウイルス学的失敗を来たした

患者に対しては、依然として、少なくとも 2 剤以上の十分に活性を示す薬剤、また耐

性が獲得されにくい抗 HIV 薬が必要です。ブーストした PI には実績があり、ドルテ

グラビルにも実績があります。ビクテグラビルは活性を示すと予想されますが、現時

点ではデータがまだ限られています。私達はこれらの薬剤について検討すべきです。 

 
Ibalizumab は、もう少しで承認される、治療経験が多く選択肢がほとんどない患者

に対する静注薬であり、最後に ibalizumab に辿り着いた患者の多くで、 

fostemsavirの併用が必要になるでしょう。 

 
では、最後の症例に移りましょう。ウイルス学的抑制が得られている患者の切り替え

について取り上げます。HIV感染症を有する 62歳の男性です。遵守は優れており、

併存疾患のために切り替えを検討しています。非常に多く認められる事例です。Eric

は、彼の診療で最も多い事例であると述べており、これは私達の多くに当てはまりま

す。患者の特性は示した通りです。現在の ARTはエファビレンツ/TDF/FTCです。

CD4 数は 650 細胞/㎣で、ウイルス学的抑制が得られており、HLA-B*5701 陰性で、

耐性は認められません。併存疾患はかなり一般的で、典型的なものです。彼が使用し

ているレジメンも典型的なものです。リシノプリル、アムロジピン、アトルバスタチ

ン、アスピリン、グリピジド、メトホルミンです。B型肝炎ウイルスに対する免疫を

獲得しており、C型肝炎陰性、血清クレアチニン 1.9 mg/dL、血清クレアチニンクリ

アランス 62 mL/min で、クレアチニンと釣り合っています。 

 
ALT と AST は若干上昇しており、タンパク尿は 1＋です。BMI も少し高めです。 写

真を撮影しましたか？では投票しましょう。この患者の治療を何に切り替えますか？

どの切り替えを推奨しますか？繰り返しになりますが、このスライドの下部に判断材

料となる情報が示されています。「BIC/TAF/FTC」、「ドルテグラビル/アバカビル

/3TC」、「ドルテグラビル＋TAF/FTC」、「ドルテグラビル/リルピビリン」、「ド

ルテグラビル＋3TC」、「ダルナビル/COBI＋TAF/FTC」、「ダルナビル/リトナビル

＋ラルテグラビル」、「ECF/TAF」、「ラルテグラビル＋TAF/FTC」、または「彼に

現在の治療を継続することを奨励する」、または「その他」を選択して下さい。では、

投票して下さい。 

 

では、見てみましょう。多くの人が BIC/TAF/FTC への切り替えを選択しており、ド

ルテグラビル/リルピビリンへの切り替えを選択した人も多いです。まず、パネリスト

への質問です。あなたの診療で、50 歳を超えている患者は何パーセントですか？

Monica、推測で構いません。 

 
Monica Gandhi 医師 

約 65％です。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

65％。全国平均より高いですね。Ericはどうでしょうか？ 
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Eric Daar 医師 

おそらく 35～40％です。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

35～40％ですね。Sallyはどうですか？ 

 
Sally Hodder 医師 

約 50％です。 

 

 
【Chapter 5】 

Babafemi Taiwo 医師 

50％、ちょうど全国平均ぐらいですね。これは、現在患者を管理する際に非常に重要

なことです。もちろん併存疾患は加齢とともに蓄積される類のもので、この患者はそ

の典型となっています。私達が対処しようとしている併存疾患は、高血圧、脂質異常

症、糖尿病等です。 

 

Sally、これらの選択肢についてどう思いますか？1 つの選択肢として、ドルテグラビ

ル/リルピビリンがありますが、このレジメンの可能性についてもっと話したいのでは

ないでしょうか。これについてご意見はありますか？ 

 

Sally Hodder 医師 

はい。この患者で避けたいのはブースターであり、明らかにプロテアーゼ阻害剤だと

思います。Eric が D:A:D 試験のコホートで、ダルナビルが心疾患のリスク上昇と関

連したというデータを示したと思います。この患者は、治療失敗歴がない患者なので、

遺伝子型は野生型だと思われます。遵守は良好であり、これは非常に重要だと思いま

す。長期にわたりウイルス学的抑制が得られています。メモを取りませんでしたが、

彼は PPIを服用していないと思います。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

はい、していませんでした。 

 
Sally Hodder 医師 

それで、このような状況では、この患者に対するドルテグラビルとリルピビリンは理

にかなっていると思います。データが得られていると思います。忍容性は良好です。

これが唯一の選択肢ではないと思いますが、非常に適切な選択肢だと思います。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

そして、今の状況ではそれは非常に典型的なことです。特定の臨床シナリオに対して、

いくつかの選択肢があります。1 つの選択肢しかない状況はまれなので、自分の選択

肢に微妙な注意を払う必要があり、もちろん患者の好みも考慮する必要があります。

Eric、ドルテグラビル/アバカビル/3TC について、意見はありますか？このような併

存疾患やその他の要素の組み合わせを念頭において、この選択肢について考えていま

す。 

 
Eric Daar 医師 
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私がこの患者に関して考慮するであろう大きな問題は、おそらく心血管リスク因子、

慢性腎疾患、そして彼の糖尿病です。心血管リスク因子の観点から、アバカビルとダ

ルナビルは、D:A:D 試験の解析でやや後退しました。この中の誰かが、確実な答えを

知っているとは思えません。確実な答えが、いつか得られるかどうかは分かりません。

しかし、私のアプローチは、高リスクの患者でこれらの薬剤を避けられるのであれば、

そうすることです。この症例では、Sally が述べたようにさまざまな対処方法があり

ます。 

 

ただ、ドルテグラビルは、メトホルミンと薬剤間相互作用があることを認識しておく

必要があります。ドルテグラビルを開始する際には、メトホルミンの用量は 1 日

1,000 mg を超えてはならず、その後、効果に基づき用量を調節することが出来ます。

このことを知っておいて下さい。 

 

私は、アバカビルは選択しないと思います。ブーストした薬剤は選択しないと思いま

す。1、3、4 はすべて非常に妥当な選択肢であると思います。この患者は、ドルテグ

ラビル/リルピビリンが非常に適した患者であるかもしれません。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

まさにその通りですね。Monica、どうぞ。 

 

Monica Gandhi 医師 

補足したいのですが、脂質に関しては TDF の方が TAF より優れているため、TDF か

ら TAFに切り替える利点はありません。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

それは非常によい点です。 

 
Eric Daar 医師 

腎臓病に関しては逆です。この症例では、バランスを取らなければいけません。 

 
Monica Gandhi 医師 

そうですね、バランスですね。 

 
Sally Hodder 医師 

そうですね、私達が全員そう言っており、確かに早期の臨床試験データで明らかに安

全であることが示されていますが、私を悩ませているのは、細胞内濃度がきわめて高

いことで、長期的に本当に安全なのかをどうしたら知ることが出来るでしょうか。私

達には分かりません。おそらく安全だとは思いますが…。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

Sally が示唆しているのは、TAF、つまりテノホビルアラフェナミドは、テノホビルの

プロドラッグで、血漿中に放出されるのはテノホビルですが、TAF 使用時の血漿中濃

度は、TDF 使用時の血漿中濃度よりも 90％低いという事実です。そこで疑問に思う

のは、残りのテノホビルがどこに行ったかということです。テノホビルは細胞の中に

入っていくのです。活性産物の濃度がどうなるかというと、TAF 由来の細胞内のテノ

ホビル二リン酸の濃度は、TDF 由来のテノホビル二リン酸の濃度の 5～6 倍なのです。 
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それで、慎重な臨床医である Sally は、TAF の使用に関するエビデンスがあるといっ

ても、長期データが得られていないことを警戒しているのです。一部の人は彼女に同

意するでしょう。私達に必要なのは…。 

 

Eric Daar 医師 

完全に同意します。こちらの方が優れていると考えて治療を始めるとしても、患者を

綿密にモニタリングしなければならず、特に併存疾患や腎臓の基礎疾患を有している

場合にはモニタリングが重要です。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

まさにその通りです。 

 

Monica Gandhi 医師 

そして、TDF または TAF とコビシスタットまたはリトナビルを併用する場合には、基

本的にテノホビルと細胞内の活性産物の両方の濃度が上昇するという、TDF と TAF に

対するブースト効果を認識することが重要です。 

 

世の中には、TAF の方が TDF より優れているようであるという理論があります。なぜ

なら実際に、ブーストなしの試験で優れているように見えるためです。エルビテグラ

ビル以外のインテグラーゼ阻害剤との併用でブーストなし TDF を使用した場合には、

おそらく TAFと同程度です。 

 
実に難解な内容になっていくようですが、このことを認識しておくことが重要だと思

います。TAFをブーストなしで使用する場合、25 mgの用量を使用すべきです。ブー

ストする場合には 10 mg の用量を使用すべきです。しかし、現在使用出来る TAF と

FTCの製剤では、TAFの用量は 25 mgです。 

 
従って、TAF をダルナビル/リトナビルまたはダルナビル/COBI と併用している場合、

配合剤でなければ、現時点で使用している TAF は多く使い過ぎていることになります。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

その通りです。 

 

Eric Daar 医師 

明らかに、これまでに検討されてきた用量よりも多いですね。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

多いですね。非常に安全だと考えられているので、検討されないのかもしれません。

しかし、細胞内の濃度が非常に高く、警戒しなければならないことは本当に良い指摘

です。 

 

しかし、どなたかにお願いしたいのですが—Monica、もう 1 度あなたを指名します。

多くの選択肢が存在するのに、回答者の 8％はエファビレンツ/TDF/FTC に執着して

いることについて、意見を聞かせて下さい。しかもこの症例では、いくつかの合併症
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に腎機能障害が含まれており、次は骨折か何かを加えなければならないかもしれませ

ん。 

 
Monica Gandhi 医師 

しかし、それが Eric が最後の話題で提起した考え方の可能性だと思います。つまり、

あるレジメンが奏効しており、ある程度元気にやっている患者で切り替えを行う時に、

不遵守または副作用の問題が生じることもあります。以前のレジメンは最悪の選択肢

ではありません。エファビレンツが格下げされた原因の多くは CNS副作用であり、こ

の症例で生じているような脂質に関する懸念には起因していません。しかし、クレア

チニンクリアランスが低下している患者に対する TDF の使用は、明らかな懸念事項で

す。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

それは懸念事項ですね。最近、エファビレンツ/TDF/FTC のジェネリック製剤が使用

されており、エファビレンツ 600 mg の代わりに 400 mg の低用量を用いるジェネ

リック版があります。これは、米国以外で実施された試験で検討されています。しか

し、現在多く使用されている選択肢ではありません。 

 

では、先に進みましょう。もしこの患者が使用していたレジメンがエファビレンツ

/TDF/FTC ではなく、ダルナビル/リトナビル＋TAF/FTC であったとして、またベー

スライン時に M184V 変異が認められ、1 日 1 回 1 錠レジメンを希望していたらどう

でしょうか。彼があなたに希望を告げ—あなたの選択肢はかなり狭められました。あ

なたは「ドルテグラビル＋TAF/FTC」を提案し、彼を説得してみますか？それとも

「BIC/TAF/FTC」、「ドルテグラビル/アバカビル/3TC」、「ドルテグラビル/リル

ピビリン」、Eric が言っていたように利用可能になった場合「ドルテグラビル

/COBI/TAF/FTC」—いずれ利用可能になることが分かっており、FDA が 7 月中にデ

ータを審査したと思います—「ECF/TAF」、または「その他」に切り替えますか？ど

うぞ投票して下さい。   

 

大部分の回答者はドルテグラビル＋リルピビリンを使用し、次は BIC/TAF/FTC です。

では話を始めましょう—Eric に、この質問について非常に具体的な検討をお願いした

いです。ドルテグラビル＋リルピビリンについて—1 番目にこのレジメンが検討され

た集団について聞かせて下さい。次に今後どうなると予想され、今何が起きているの

でしょうか、または何が話題になっているのでしょうか？ 

 

Eric Daar 医師 

M184V 変異単独の患者では、ドルテグラビル/リルピビリンの有効性が高いと考えら

れる十分な根拠がありますが、データは得られていません。それでも、奏効しないと

は思えません。この患者に対して最適な選択であると感じていれば、安心してその選

択肢を使用すると思います。M184V 変異を有する患者に対するビクテグラビル

/TAF/FTC に関するデータも得られていません。ドルテグラビル/TAF/FTC に関する

データは得られており、選択肢としてこちらの方がはるかに安心出来ます。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

素晴らしい。他に意見はありますか？Monica、Sally、何かありますか？ 
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Monica Gandhi 医師 

BIC/TAF/FTC について 1 つ言わせて下さい。オーディエンスがこの選択肢に強い関

心を持っていることは明らかで、新しいレジメンとして期待が高まるものです。イン

テグラーゼと非常に良く結合するというような in vitro のデータがマーケティング戦

略のポイントとなっていますが、データが得られていないため、ベースライン時に耐

性がある患者に対してどの程度有効なのか、とても不安になります。有効である可能

性はありますが、何とも言えません。今後、どのようなデータが得られるか見てみま

しょう。ドラビリンは逆転写酵素に非常に良く結合しますが、耐性が生じます。私は

皆さんに、48 週間のみのデータを慎重に考えることを強くお勧めします。最近の

CROI では、ビクテグラビルの投与を受けた患者における保存された変異（archived 

mutations）に関するポスターが発表されました。切り替えに関する試験では、どの

患者においても耐性がなかったはずですが、保存された耐性変異についての解析では、

40例でいくつかの保存された耐性変異が認められました。 

 
M184V 変異を有していた患者（8＋18 例）のアウトカムは良好でしたが、それは 48

週間でのことです。オーディエンスには、それについてもっと良く考えることを強く

お勧めます。なぜなら、他の薬剤では、市販後調査でより多くの使用経験が得られて

いるからです。 

 

 
【Chapter 6】 

Babafemi Taiwo 医師 

素晴らしい。ここで、切り替えについて検討する際のいくつかの追加データをご紹介

します。Eric が述べた注意点の中の 1 つが、非常に重要だと思われます。それは、切

り替えのために切り替えを行うべきではないということです。新しい薬剤が登場した

から、ただ切り替えたいという理由で切り替えを行うべきではありません。患者の健

康に対する投資は、切り替えの推薦の実質的な根拠となるべきです。これからご紹介

するのは、実際に患者にとって切り替えを行うのが本当に得策である状況を示す事例

です。 

 

NEAT 022 試験では、ウイルス学的抑制が得られている心血管リスクの高い患者を対

象として、ブーストした PI からドルテグラビルへの切り替えを行いました。これらの

患者にはブーストした PI を継続しない理由がありました。ここで重要な点は、ドルテ

グラビルへの切り替えによって、もちろんウイルス学的抑制が維持されただけでなく、

ブーストした PI を継続した場合と比較して、脂質プロファイルが改善したことだと思

います。ですので、このような患者の治療を行っている場合に、皆さんが考慮出来る

選択肢の 1つです。 

 
そして、大規模集団を対象として、同様にブーストした PI から BIC/TAF/FTC への切

り替えを行った試験でもウイルス学的抑制が持続され、ここにスライドはありません

が、脂質プロファイルの改善も示されました。女性を対象とした BIC/TAF/FTC への

切り替えでも、良好な結果が示されました。   

 
私達はドルテグラビル/リルピビリンについて、多くの議論を重ねました。既に得られ

ているエビデンスについて、記憶を新たにすることが重要でしょう。これらのエビデ

ンスは治療が奏効しており、治療失敗歴がなく、ウイルス学的抑制が得られていた参
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加者を、標準的な ARTを継続する群またはドルテグラビル＋リルピビリンの 2剤レジ

メンに切り替える群に無作為に割り付けた SWORD 1、2 と呼ばれる 2 件の大規模な

無作為化試験から得られたものです。ご覧のように、48 週間にわたり確実な目覚まし

いウイルス学的効果が得られ、2群間に差は認められませんでした。 

 
皆さんは、ドルテグラビル/リルピビリンの多くの長所について聞かれていることでし

ょう。実際に、これらの長所には、患者が曝露する薬剤数を減らすことも含まれてい

ます。 

 
では、パネリストの皆さんに、長期作用型の治療薬について質問します。LATTE 試験

のデータを示しましたね。LATTE 試験以外、ATLAS 試験、FLAIR 試験、ALTAS-2M

試験等についても取り上げました。どのようなタイプの患者で、長期作用型の治療薬

を考慮しますか？今度はMonicaからお願いします。 

 
Monica Gandhi 医師 

長期作用型の治療薬については、これまでに Eric が話した、どちらも長期作用型とし

て利用出来るカボテグラビルとリルピビリンの第 II 相試験からデータが得られており、

第 III相の FLAIR試験、ATLAS試験のデータがもうすぐ得られる予定です。4週毎に

投与する必要があることを示唆するシグナルがあり、それは 8 週間毎の投与ほど容易

ではありません。8 週間毎の投与の方が容易です。8 週毎に投与する群が設定されて

いたため、そのデータが得られるでしょう。そして、私達は常に—誰もがこの「tail*」
について話しており、おそらく HIV 領域で「tail」という単語が使われるのは初めて

ですが—きちんと予定通りに投与を受けなければなりません。 

 

*薬物動態に関する用語（tail-phase）で、投与された薬物の一部は体内に残っているが、ウ

イルスを効果的に抑制するには不十分な量であり、耐性が生じやすい期間を指します。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

投与を受けなかった結果が、一部の人にとって重大なものになる可能性があります。 

 

Monica Gandhi 医師 

重大な結果、その通りです。特にリルピビリンは、耐性獲得に対する遺伝的障壁が特

別に高いわけではありません。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

つまり、この選択肢について考えると—あなたの診療で対象となる集団について意見

を述べて頂けますか。どのような集団を想定しているのでしょうか？ 

 

Monica Gandhi 医師 

私は、遵守が非常に優れているけれど、毎日錠剤を服用するのにうんざりしていて、

注射のために確実に来院する患者を大体想定しています。そして、遵守不良の患者に

ついて検討するために、ACTG で優れた試験を実施する予定です。なぜかというと、

遵守不良の患者はもう 1 つの明確な集団だと考えられますが、彼らが確実に来院する

ようにしなければならないからです。 

 
Babafemi Taiwo 医師 
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来院ですね。Sally、どうぞ。 

 
Sally Hodder 医師 

私は長年 Newark に住んでおり、その当時、ウイルス学的抑制が得られていたのは診

療所の患者の約 77％のみでした。興味深いことに、彼らは無秩序な生活を送っている

にも関わらず、来院していたのです。例えば、3 ヵ月間ウイルス学的抑制が得られて

いた患者がいて、事の成り行きで遵守が不良となり、来院すると「薬を失くしてしま

った」と訴え、また使用を開始するのです。予約は遵守するけれども、錠剤が苦手と

いう人達は、長期作用型の治療薬にかなり適しているかもしれません。 

 
第二に、長期作用型の治療薬の話を最初に聞いた時の私の偏った考えは「何というこ

とだ、誰が毎月お尻に注射を打ちたいと思うだろうか」というものでした。そしてい

くつかの試験で患者が治療を受け、忍容性が良好だった時、患者は私に「これは素晴

らしいことだと思います。だって、毎日自分が HIV に感染していることを思い出さな

くて済むのだから」と言いました。 

 

ですから、この治療が最適と思われる状況と患者集団が実際にあるのだと思います。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

この会場には薬剤師が大勢いると思いますが、これら長期作用型の治療薬を診療所で

はなく、薬局で投与することについて議論されています。発売されれば、このような

詳細のすべてについて詰めなければならないでしょう。Eric、何か意見があります

か？ 

 

Eric Daar 医師 

賛成です。LATTE 試験の最も興味深い点は、治療を受けた患者がこの治療についてど

のように感じたかについての定性的評価で、実際に彼らが治療を継続したがっていた

ことから、長期作用型レジメンを希望する患者は、この治療に適している患者で、つ

まり彼らが最適な患者であることを示しています。すべてがうまくいって、ATLAS-

2M 試験が成功したら、HIV 感染については年 6 回だけ考えれば良いという機会を患

者に提供出来る可能性があることは、驚くべきことです。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

それは驚異的ですね。 

 

Eric Daar 医師 

驚くべきことでしょう。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

患者の治療に対する感想について取り上げましたが、ATLAS 試験では、覚えておられ

るでしょうが、LATTE 試験の結果に基づいてこのレジメンを 4 週間毎に投与しました。

それは 8 週毎の投与で実際に上手くいく確信がなかった時です。そして、安全第一で

4 週毎の投与で進めることになりました。しかし、LATTE 2 試験の 96 週目のデータ

から、4 週毎の投与と 8 週毎の投与の双方で非常に優れた結果が示され、製薬会社は

両方の試験を行うことにしたのです。そして、この併用レジメンの 4 週毎の投与と 8

週毎の投与の両方について検討する ATLAS-2M試験が実施されているのです。 
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米国の ATLAS-2M試験の登録は、非常に迅速でした。これは、患者が注射を継続した

いかどうか質問された時に、誰もが「はい」と答えたからです—いえ、全員ではあり

ませんが、圧倒的大多数が「はい」と答え、4 週毎の継続または 8 週毎の投与への移

行のいずれかを希望しました。繰り返しになりますが、私はあなたが述べたことを支

持しており、世界は 2 つに分かれると考えています。1 つは注射を好む患者集団、も

う 1つは注射に耐えられない患者集団です。 

 
そして、注射が好きな人達もいて、彼らは注射をしたがるので、「注射にします」と

言うでしょう。私はこのような患者をたくさん見てきました。では、症例 3 の重要な

点をまとめましょう。ウイルス学的失敗という観点からだけでなく、切り替えを考慮

する理由には、患者の好み、併存疾患、簡便化、忍容性、薬物間相互作用等がありま

す。私は、これらすべての考慮を推奨します。 

 
ART の切り替えに用いられる新規の 1 日 1 回 1 錠レジメンとして、BIC/TAF/FTC、

ドルテグラビル/リルピビリン等があります。ドルテグラビル/リルピビリンは FDA に

最初に承認された 2 剤の切り替えレジメンで、これについては、使用すべき時と使用

すべきでない時について話しました。この座談会で深く掘り下げる機会が余りなかっ

たドルテグラビル/3TCは、現在開発中です。これらが、皆さんが知っておくべきこと

だと思います。そして、長期作用型のカボテグラビル＋リルピビリンは、患者に新た

な選択肢をもたらすと予想され、待ち望まれています。 

 

いくつか質問が来ていると思います。あなたは私に…。 

 

Monica Gandhi 医師 

はい、私は質問を読んだので、あなたはこちらに座って下さい、私が…。 

 
 
【Chapter 7】 

Babafemi Taiwo 医師 

分かりました、場所を交替しましょう。 

 
Monica Gandhi 医師 

私はこれらの質問を見ていたので、誰に投げかけるべきか知っているからです。オー

ディエンスから、私達が「データ」という単語を何度も強調していたことに対する忠

告が 1 件届いていたようです。私達は従来の薬剤をデータなしで使用しており、デー

タは実臨床で示されることが多いものです。私は、ビクテグラビルに対する不安感の

一部は、その新しさのためだと思います。私は皆さんに投げかけたい 1 つの質問があ

り、それは興味深い質問です。「もしドルテグラビル＋リルピビリンを使用している

なら、エファビレンツはリルピビリンよりも若干有効性が高いのに、なぜドルテグラ

ビル＋エファビレンツではないのですか？」しかし、有効性については確かではあり

ません。ECHO 試験と THRIVE 試験では、有効性についてはこれらの薬剤の同等性が

示されたのではないかと思いますが、どちらかというと副作用に関して差が示されま

した。ですが、なぜドルテグラビル＋エファビレンツではないのかというのが 1 つの

質問です。 
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Eric Daar 医師 

そうですね。データは得られていません。これは 1 日 1 回 1 錠レジメンではありませ

ん。ましてや、小さな錠剤の 1 日 1 回 1 錠レジメンではありません。また、リルピビ

リンの方が全体的に忍容性が優れています。つまり、エファビレンツの唯一の長所と

して考えられるのは、食事と一緒の服用が困難な人や PPI を服用する必要のある人が

使用出来ることで、これらの患者に対してはまさにこのようなレジメンが必要でしょ

う。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

まず、エファビレンツが推奨ファーストライン治療としてガイドラインから外れた理

由は、忍容性だと思います。1 件の試験では自殺念慮のリスクが 2 倍に上昇し、その

他の多くの試験では抑うつ等、同様の傾向が示されています。そのため、理想的な併

用薬ではないのだと思います。 

 
Monica Gandhi 医師 

その上、ドルテグラビルと併用する際はエファビレンツの用量を 2 倍にする必要があ

ります。リルピビリンは何もする必要のない唯一の NNRTI ですが、エトラビリンは

ドルテグラビルと併用する場合、ブーストした PI と併用する必要があり、エファビレ

ンツの用量を 2 倍にしなければなりません。エファビレンツが理想的でないと考えら

れる理由は多くあります。 

 
Eric Daar 医師 

特に代替について考える場合、もし服用に伴う制限のためにリルピビリンを使用でき

ないなら、常にビクテグラビル/TAF/FTCという選択肢等があります。 

 
Monica Gandhi 医師 

そうですね。オーディエンスから 1 つのコメントがあり、いい質問です。私達はマラ

ビロクについて全く取り上げませんでした。「どのような時にマラビロクを考慮しま

すか？」それは、今回の薬剤耐性に関する質問にも登場しませんでした。Sally、どん

な時にマラビロクを検討しますか？ 

 
Sally Hodder 医師 

ほとんど考慮しません。その理由は、マラビロクには適所が見つからないからだと思

います。CCR5 指向性 HIV の患者に対して立証された有効性が無いわけではないので

すが、指向性を評価しなくてもよい別の選択肢があって、そちらを選べば節約出来ま

す。マラビロクは、配合剤の成分としては開発されていません。その他の多くの利点

を有する新規の薬剤がたくさんあります。用量に関して色々と調べる必要があること

を除けば、それほど否定的な点はないと思うのですが、指向性検査を行う必要のない

簡便で優れた選択肢があるのです。 

 
Eric Daar 医師 

そうですね。忍容性または耐性の問題のために別の薬剤を必要とする患者で、たまた

ま R5ウイルスのみであれば適しているかもしれません…。 

 
Sally Hodder 医師 

しかし、幸いなことに、このような患者は近頃ではきわめて少ないと思います。 
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Babafemi Taiwo 医師 

これは本当に素晴らしい質問です。先程説明されたような状況があるかもしれません。

その他の抑止的な要因の 1つとして、1日 2回投与であることが挙げられます。 した

がって、ファーストライン治療としては、私達が使用したいと考えるものではありま

せん。2 剤レジメンで、その他の薬剤との併用が検討されています。ブーストしたダ

ルナビルとの併用が検討されましたが、成功しませんでした。ラルテグラビルとの併

用が検討されましたが、成功しませんでした。全体的に、私達パネリストが話したよ

うに、マラビロクの使用は減少していますが、特定の患者用にとっておくべきです。 

 
Monica Gandhi 医師 

私達の RAPID プログラムに対する 2 つの質問がありますので、急いで回答します。

治療をすぐに開始することの個人的な利益に比し、地域のウイルス量に対する影響に

関する質問です。そして、RAPID プログラムに関してさらに 2 つの質問がありました

—私が強調している抗レトロウイルス療法の即時開始は緊急入院した患者にも当ては

まるのか、そして RAPID プログラムではどのような ART を使用しているか、という

ものです。 

 

急いで質問にお答えします。ウイルス量を減らすことには、地域社会レベルの利益が

あり、特に急性 HIV 感染では、ウイルス量が非常に高い場合には直ちに開始すること

によって利益があります。しかし、これは患者に助言していることではありません。

私達の診療所やその他の施設、例えば New Orleans の施設から、患者にもいくつか

の利益—個人レベルの利益がもたらされるというデータが今後発表されると思います。

そして、個別の患者のカウンセリング面では適切な内容だと思います。 

 
私達の施設では、最初はまだ HLA -B＊5701 の検査結果を入手していないため、ドル

テグラビルもしくは TAF/FTC のいずれか、またはスターターパックを入手出来る場

合には、ビクテグラビル/TAF/FTC もしくはダルナビル/TAF/FTC を使用する傾向が

あります。そして、緊急入院の状況では、抗レトロウイルス療法を開始しています。

実際に、これに関するデータがあります。ACTG 5164 試験のデータですが、今では

かなり古いものです。クリプトコックス髄膜炎、結核性髄膜炎等、きわめて限られた

疾患を除く急性日和見感染の状況において、緊急に抗レトロウイルス療法を開始する

利益が示されています。この試験では、日和見感染と闘っている間に ART を開始し、

実際に免疫力を向上させることによる利益が認められています。緊急入院時の ART 開

始に関する真のエビデンスが得られています。 

 
パネリストに対するもう 1 つの質問は、「CD4 細胞数が多いエリートコントローラー

に対する ARV について、コメントして下さい」というものです。Babafemi、あなた

のエリートコントローラーに対するアプローチはどのようなものでしょうか。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

これは、激しい論争が繰り広げられた領域です。それは、エリートコントローラーで

はウイルス血症が認められなくても、免疫活性化レベルが亢進していたためです。そ

して疑問点は、常にこのことが臨床アウトカムの悪化につながるのか、ということで

した。Paul Sax らによる ACTG の 1 件の試験では、実際にそのことについて検討し

ました。 
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その時に使用されたレジメンは—レジメンの詳細は重要ではないのですが、基本的に

免疫活性化等のマーカーに対する影響等の観点から、いくつかの利益が示されました。

もちろん、患者はエリートコントローラーなので、モニタリングすべきウイルス量が

認められないのです。最近は、安全で簡便な選択肢が多く存在するので、私は患者と

話し合うでしょう。しかし、もし私がエリートコントローラーだったら、簡便なレジ

メンを求めて服用するでしょう。 

 
Eric Daar 医師 

ACTG 試験には 1 つの注意点があります。それはこの試験が、このことについて検討

するために計画された最初の試験であり、その主要評価項目が炎症マーカーに対する

影響でした。登録されたコントローラーは、実際にウイルス量が 500コピー/mL未満

の人と定義されました。ウイルスが検出できなかった真のエリートコントローラーは、

患者の約 3 分の 1 のみでした。ウイルス量が 500 コピー/mL 未満の人の集団では、

免疫活性化の特定のマーカーが減少しました。13 人程度の真のエリートコントローラ

ーのデータは示されていません。私達は、そのデータが発表されるのをまだ待ってい

ます。明らかに検出力が低いでしょうが、とにかく、これらはすべて代替指標です。

今後発表されるデータから、ある程度の追加情報が提供されると思います。しかし、

治療の忍容性は大変良好なので、HIV 感染者を治療しない場合、正当な理由がなけれ

ばならないと思います。 

 


