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HIVマネージメントにおける現在の論議 

 

【Chapter 1】 

W. David Hardy: 

このような座談会を開催できることを、とても光栄に思います。パネリストには、非

常に困難な問題について真剣にお考えの先生方をお招きしています。多くの方がこれか

ら話し合おうとしているポイントについて多くのご経験をお持ちですので、素晴らしい

ディスカッションができると思います。私たちの開示情報はこちらに示しています。そ

れでは、Dan と同じように投票をして、皆さんの意見を見てみようと思います。全部

で 5つのトピックスがあり、これらをさらに詳しく調査する複合的な質問があります。 

最初の質問は「性的パートナーが複数あり、コンドームを使用したりしなかったりす

る異性愛の男性に対して PrEP の提供や処方をするべきですか？」です。私は大学のキ

ャンパスで働いていますが、学生保健センターで診察する多くの若者は、男性と性交渉

を持ったことはなく、女性と性交渉を持っており性的にかなり乱れていてコンドームを

使用していません。そのため、この質問「彼らは PrEP を入手すべきでしょうか？」を

取り上げました。いくらかリスクはあるが、ベネフィットがリスクを上回ると考えるな

ら、A の「はい」に投票して下さい。あるいは、HIV 感染のリスクは極めて低く、ベ

ネフィットとの比で PrEP を提供しないと考えるなら、B の「いいえ」に投票して下さ

い。では、投票をお願いします。このような結果になるとは思っていませんでした。私

は間違っていますか？いいえ正しいですよね。皆さんの考えに影響を与えたくはありま

せんから。 

この投票結果は無視しましょう。皆さんはどのようにお考えですか？ Lisa、このよう

な人や家族を見たことがあるでしょう。これは感謝祭のディナーの会話みたいなものか

もしれません。「さて、私は PrEPを提供するべきですか？」 

 

Lisa Capaldini: 

そうですね、正直に「私は分かりません」と答えせざるを得ません。多くのデータが

あるとは思いません。私の経験では、女性によって感染させられた異性愛の男性よりも、

男性によって感染させられた異性愛の女性をはるかに多く診ています。この男性に

PrEP を提供するなら、この男性の性的パートナーを守るために定期的な STI 検査とセ

ットにすることが極めて重要だと思います。 
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W. David Hardy: 

そうですね。皆さんはどのようにお考えですか？ 

 

David Wohl: 

PrEP がどこで効果を発揮しているかのデータを見た場合には、とても興味深い質問

だと思います。アフリカでは確かに異性愛の男性の方がリスクが高く、PrEP は女性パ

ートナーがいる男性といない異性愛の男性で見事に効果があることが分かります。最近、

私の診療区域が南カリフォルニアからワシントンに変わったので、これは極めて現実的

な流行であると言えます。ニューアークに住む私たちの患者の 30%は、HIV 陽性の異

性愛の男性です。少なくとも彼らは、自身の性的指向として異性愛者と記入します。で

すから、現在私が診ているリスクの高い患者に対しては、他の方と同様に PrEP を提供

しています。もちろん、これは特異的な状況でワシントンのような人口動態が国内の他

地域と大きく異なる環境下で効果があったということです。何らかの理由で HIV 陽性

率、罹患率が高く、地区全体で約 3～7%なのです。もちろん、その男性がどこから来

たかによりますがね。 

 

W. David Hardy: 

Sally、何かつけ加えることがありますか？ 

 

Sally Hodder: 

昨年の秋、アメリカ疾病管理予防センター（CDC）と CDC 週刊疾病率死亡率報告

（MMWR）は、さまざまなデータソースから、適切なリスク因子に基づいて PrEP を

受けた人に対する特定のリスク集団の割合を推定しました。米国では男性間性交渉者

（MSM）の約 25%が感染者のため、PrEP が適切であると思われます。静注薬物使用

者では約 19%で、興味深いことに異性愛者の男女では 0.4%でした。問題は、米国中に

分散している多数の異性愛者でリスクのある人をどのように減らすかということです。

他のパネリストが話したように、「地域による」リスクと共に、パートナーの数や行為

の数、そしてあらゆる集団での曝露リスクによっても決まるため、集団の特定は予測不

能であると思います。私は「地域による」に同意します。黒人の HIV 陽性率が約 3％

であったニューアークにいるとき、そのうちの約 35～40%が感染女性でした。ですか

ら、これは非常につじつまが合っていると思います。しかし、米国における新たな流行

は本当に予測不能と言えます。例えば、アパラチア地方やその他の多数の地域、時には

伝統的に HIV 罹患率が極めて低い農村部で、今や静注薬物使用が増加していますし、

インディアナ州スコット郡での流行のような、私たちが余りよく知らない流行地域もあ
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ったと思います。ですから、質問への回答は A だと思います。皆さんは、男性が来院

し自分は異性愛者だと言った場合、その患者とよく話す必要があります。次の質問「あ

なたは男性と性交渉を持ちますか？」はご存じでしょう。「はい」の回答率に、私はひ

どくショックを受けました。彼は自分自身がゲイであるか否かを考えていません。つま

り、彼が正直に答えていることは 1 つのポイントになると思います。2 つ目は、あなた

の地域での流行を知る必要があることです。3 つ目は、CDC のガイドラインにある

STIなどの感染歴がある場合は、より早急な PrEPの処方を検討することでしょう。 

 

W. David Hardy: 

素晴らしい。特に南部で働く私たちのコンセンサスについてご存じなのですね。南部

では、先ほどのお話のように男性の 30%の半数が実際のところ男性と性交渉がなかっ

たとしても、それが 4分の 1であったとしても相当な割合ですし、私たちは女性との性

行為により感染したと思われる男性を診察しています。では、このスライドから離れて

いくつかの簡単なデータを検討しましょう。 

 

David Wohl: 

___割礼を受けた。 

 

W. David Hardy: 

はい、そのことは前回のニューヨークでも取り上げられました。さて、既にご存じの

通り、男性における新たな感染症について私たちが話していることの大部分は男性と性

交渉を持つ男性についてですが、男性との性交渉はないと申告する男性がかなりの割合

でいるので、繰り返しますが地域差があることに注意することが重要だと思います。そ

して、Sally が指摘してくれたように、MMWR は女性と性交渉を持つ男性を PrEP 提

供群に含めていますので、割合はわずかですが異性愛者の数が多いので絶対数は非常に

多いことになります。つまり、リスク行動を受ける候補となる男性の数は実際はかなり

多いと考えられます。 

 

それから、安全で 100%無害という薬はありませんから「毒性についてはどうなの

か？」というこの問題の別の面に目を向けましょう。こちらは TDF と TAF について

の他のデータで皆さんは以前ご覧になっていますが、ここでは TDF のみです。骨密度

への影響を見ると、iPrEx やその他の研究から、骨密度は TDF による攻撃を受けるこ
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とが分かります。ですから、これにツルバダを使用しようとするなら、骨密度にいくら

か影響があることも考えなければなりません。 

 

とてもよいディスカッションだったと思います。大部分の人が考えるべき種を撒いた

と思います。このような質問や私たちがよく受ける次の質問は、これまでにもとても話

題になっており、「HIV 陽性で HIV RNA レベルが検出限界値に満たない人と一対一

の関係にある HIV 陰性パートナーに PrEP を処方するべきですか？」に回答して頂き

ましょう。これはいつも取り上げられることで、私たちはそうした「信用」や「誰が嘘

をついているか」について把握する必要があります。これは二者間の一対一の関係とで

も言えるでしょう。A は「はい。ART は予防であり完全ではない」です。つまり、二

重の安全対策としての役割があります。また B は「いいえ。これは過剰である」です。

では投票して下さい。皆さんが診察しているカップルで、ある程度知っている人たちで

全体の状況を理解し評価できます。この人たちはしばらく付き合っていると思われます。

彼は検出限界値に満たない、彼女は陰性です。彼女に PrEPを提供するべきですか？ 

 

【Chapter 2】 

David Wohl: 

実際に閲覧可能なデータはいくつかあると思いますが、ヨーロッパで行われたパート

ナー研究では異性愛者のパートナー研究は中止されていると Jens Lundgren 氏から聞

いたばかりです。理由は、陽性のパートナーが持続的な抗レトロウイルス療法で抑制さ

れている異性愛者においては、陰性のパートナーは感染しないと研究者らは確信してい

るからです。 

 

W. David Hardy: 

このヨーロッパの人々を対象とした観察研究では、HIV 感染不一致カップルが存在し、

陽性パートナーは抑制されています。そして至るところでリスクのある行為がみられる

のですよね？ 

 

David Wohl: 

そうです。しかし、現状では誰かが私の元に PrEP を求めて来院する場合、疑問や懸

念がある状況であっても、私は時間をかけて患者を「いいえ、あなたが心配することは

何もありません」などと説得はしません。なぜなら、それが何だか分からないからです。

私は PrEP を真剣に求めて来院する人にそれを処方することについて異論はありません。 
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Sally Hodder: 

はい、それには同意します。問題は、自分自身を守るために来院する人です。そうい

う人は、信用して真実を話してくれます。そういう人々は検出限界値に満たないし、そ

の状態を維持し薬を服用し続けます。信用できると思われる関係はたくさんありますが、

信用できない関係もたくさんあり、私は来院して助けを求める人には自分自身を守る力、

他の人を頼らない力を与えたいと思います。ですから、私は David に強く賛成します

が、2 番目として男性が感染していて長期間検出限界値に満たない、女性は陰性で妊娠

したいと思っている、こういうことはいつも起こりますが信頼関係はある、そして医師

であるあなたは男性が検出限界値以下であることを知っている、そういう場合は一か八

かの決断であり、私はまだ思案中です。 

 

W. David Hardy: 

恐らく短期的に見てですね？ 

 

Sally Hodder: 

ええ、短期的に見てです。 

 

W. David Hardy: 

Lisaは？ 

 

Lisa Capaldini: 

そうですね、私は両方に投票します。というのは、生物学的にそのカップルは本当に

一夫一婦かどうか？と思うからです。私は患者に尋ねたことがあります「あなたたちは

一夫一婦？」「はい、そうです。私たちは毎週日曜日に他の人と性交渉を持つだけ。私

たちはどちらかが町にいないときだけ外で性交渉を持つけど、私たちは一夫一婦よ」だ

から私はもうその質問はしません。私は、「あなたたちのどちらかでも、他の人と性交

渉を持ったことがありますか？」と質問します。 

 

W. David Hardy: 
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いいですね。 

 

Lisa Capaldini: 

ええ、しかしいずれにせよ、私は生物学的にこのカップルはどちらも本当に一貫して

一夫一婦かどうか？と考えます。これは完全にやり過ぎで、世界中で一番お金のかかる

精神安定剤と言えるでしょう。一方、あなたがお尋ねのポイントは信用問題を脇に置い

て正確性の問題です。 

 

W. David Hardy: 

そうですね、重要なポイントです。 

 

Lisa Capaldini: 

残念なことに、これが最大の問題です。というのは、私たちは皆「自分たちを一夫一

婦だと思っていた」という状況で感染してしまった患者を診たことがあるからです。私

は、このことを診療所で同性愛嫌悪と思われないようなやり方で話し合おうとしていま

す。「えっと、ほら、ゲイの男性ってどう？」などと。これは昨日もありました。私は、

初回治療で 5年間検出限界値に満たなかった新しい男性患者を診ました。彼はパートナ

ーと 8ヵ月間一緒にいます。パートナーはツルバダを使用しており、彼は「先生、私の

パートナーはツルバダを使用するべきだと思いますか？」と尋ねました。私は生物学的

側面から、そして前後の文脈から答えました。これは興味深い問題です。私たちは、ツ

ルバダを必要としないかもしれない人に与え、必要としている人に与えていないのでは

ないかと少し心配しています。 

 

W. David Hardy: 

そうですね。これは本当に重要なポイントです。私はどちらかといえばあなたに同意

しますし、適切な条件下では確かにこれはやり過ぎだと思います。また、繰り返しにな

りますが、あなたの患者を理解することは、臨床医、医師、ナース・プラクティショナ

ーやフィジシャンアシスタント（PA）としての重要な役割だと思いますし、一方、絶

対というものはありません。その他の挙がらなかった信用に関する問題は、その人が

ART を一貫して服用すると信じることです。Joe が以前に 052 試験から示しました。

問題は関連のない感染です。検出限界値以下で、しばらくの期間もそうである限り、関

連のある感染はそれほどありませんでした。ですから、生物学的データがあり、私たち

が検討しなければならない心理的関係のデータがあると思います。 
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David Wohl: 

Lisa、異性同士のカップルか同性同士のカップルかで、患者に異なる助言をします

か？男性 2人なら？ 

 

Lisa Capaldini: 

いいえ、同様の問題が取り上げられたと思います。繰り返しになりますが、私は、自

身の陽性を知っている男性によって感染してしまった多くの女性を治療しています。そ

れは恐ろしいものです。 

 

David Wohl: 

はい、どちらにとっても。 

 

Lisa Capaldini: 

そうですね。 

 

W. David Hardy: 

はい、しかし私の患者に対しては繰り返しになりますが「大人なのだから、あなたは

大人らしく判断する必要がある」と言います。生物学的に、実は非常に低いリスクであ

るはずですが、それを受け入れることができないなら、つまり「私はまだ怖いからこの

人とセックスしたいとは思わない」なら、これは最も高価な催淫薬のようなものになり

ます。それも OKですが、それについても話し合おうと思います。 

 

David Wohl: 

でも、それには何らかの価値があります！ 

 

W. David Hardy: 
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それには何らかの価値があります！ 

 

David Wohl: 

ご承知のように、セックスはリラックスした雰囲気の中でするものですからね。 

 

【Chapter 3】 

W. David Hardy: 

仰る通りです。女性が心配したり、男性は自分が検出限界値以下であることを知って

いても心配したりすると、私にとって「仕事を休んでいます」という意味に聞こえます。

そのことが、彼らの関係のとても大きな障害となっているからです。教育は役に立ちま

せん。そうしたことが私のクリニックで何回かありました。それでは、皆さんが学問的

な考察を聞く前にどう回答されたかを見ましょう。2 つに割れているようです。今回も

なかなかいいです。ここは都市であり、PrEP がよく使用される環境だと思います。私

たちの中の何人かが働いていて、まだまだ課題がありますので、この回答結果は興味深

いです。 

 

データを全て検討するつもりはありません。既にお話しましたし、David はパートナ

ー研究のことに触れました。これは PrEP のパートナー研究ではなく、別の観察研究で

す。また、もう 1つ同じようなことを示した小さな研究があります。リスクは信じられ

ないほど低く、私たちは皆それを理解していると思います。 

 

それでは、もう 1つ投票をしましょう。切り替えについてです。Joe Eronは自分が感

じたことを述べたので、彼がどのように投票するか分かります。「TDF を服用中の全

ての患者は基本的に TAF に切り替えるべきか？」A「はい、TAF は改善型の新しい

TDF なので使うべきである」、または B「いいえ、殆んどの人は TDF に良好な忍容性

があるので、問題がみられないなら TDF を使用する」です。では、投票して下さい。

後ほど、座談会で回答を見てみましょう。皆さんはどうされますか？最近来院した

TDF服用中の人、しばらく服用していた人を切り替えますか？ 

 

Lisa Capaldini: 
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私ならこう言います。HIVで TDF服用中の人は全て切り替え、PrEPであれば絶対切

り替えないように区別をしてと。切り替えのマイナス面は、時々処方が面倒であること

以外には全く見当たりません。費用は中立的であると聞いており、実際のところ問題は

ロジスティック面のみです。医学的なことではありません。 

 

David Wohl: 

仰る通りです。私が不安に思っていた唯一のことは B 型肝炎についてでしたが、

David Wyles の午後のスピーチを聞き、大規模な第 III 相試験において TAF が作用す

ることが明確に示されたと分かりました。 

 

W. David Hardy: 

2つの試験です。 

 

David Wohl: 

B 型肝炎患者を対象とした 2 つの大規模な試験が、間もなく TAF が B 型肝炎治療薬

として承認されるために使用されるのは確実だと思います。安全性の改善が明らかです

から、切り替えへの不安はますます小さくなっています。 

 

Sally Hodder: 

ええ、私は賛成ですし切り替えを行っています。しかし、私たちが持っているのは短

期のデータです。実際、細胞中のテノホビル濃度が高いということは皆さんご存じです

ね。私はいつもそうしたことを警戒します。確かに、骨に対して改善されているようで

す。私たちが調べるマーカーでも腎毒性が少なくなっています。しかし、長期について

は分かりません。No.1 なら安全ですが、No.2 なら何かが起こります。短期間では忍容

性があるけれども、その後長期間で恐ろしい副作用が現れたということを、私たちは経

験しています。この場合はそうしたことにはならないと思いますが、そうしたことも頭

の片隅に置いておく必要があると思います。他の問題は、費用に関して明らかに何かが

起こり、それはますます激しくなるということだと思います。また、テノホビルがジェ

ネリック医薬品となれば、実際にテノホビルで治療しなければならないというプレッシ

ャーが生まれるでしょう。私たちが唯一するべきことは、長期間にわたりデータを集め

実証し続けることだと思います。恐らく、長期になるほど安全になり、違いが大きくな

るでしょう。私は、それを知ることが重要になると思います。 
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W. David Hardy: 

Lisaはどうですか？ 

 

Lisa Capaldini: 

追加の質問があります。あなたが現在、TAF ベースレジメンを開始して心配ないと思

うような場合で、これまでに TDF レジメンを開始したくないと思った患者はいます

か？ 

 

David Wohl: 

確かに、クレアチニンクリアランス（Ccr）が 70 未満くらいのために TDF を避けて

きた患者に対しては前より気が楽になっているかもしれません。その理由は、Ccr が

69 から 30 の患者に対して TAF ベースのレジメンを用い、良好な忍容性がみられたと

いうデータを信じているからです。つまり「はい」です。腎機能障害が軽度から中等度

くらいの患者に対して、治療選択肢が広がっていると思います。Sally が先ほど言いま

したが、私も長期投与について考えていました。TAF について少し気がかりなことは、

細胞内に TDF の約７倍も濃縮されることです。どのような副作用や有害事象が予想さ

れるでしょうか？ミトコンドリア DNA を阻害する他のヌクレオシド系薬剤と同様でし

ょうか？テノホビルはミトコンドリア毒性と最小限の関連しかありませんでしたが、7

倍の増加により何らかの理由でミトコンドリア DNA を阻害するようになり、旧世代の

NRTI で見たような問題を全て引き起こすかは分かりません。少し様子を見る必要があ

ります。 

 

Sally Hodder: 

Cr はまずまず正常ですが少し高齢の人々に対して、私は前よりもずっと気が楽になっ

ています。そのような人々は冠動脈疾患があるためテノホビルを処方したくないので、

その後 NRTI-sparing を使うようになりました。私はそのような薬剤を使いたくありま

せんが、レジメンに数々の問題があり役に立ちませんでした。そうした人々に対して長

期投与については分かりませんが、TAFは遥かに魅力的だと思います。 

 

W. David Hardy: 
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仰る通りです。いいですね。これはよいポイントです。ニューヨークでは、私たちは

それについて少し話をしました。私たちはそれが d4T ではないと考えていましたが、

しばらくの間はよいと思っており、その後知ることになりました。ですから私は同意し

ます。ミトコンドリア毒性は注意を払うべきものとなるでしょう。しかし、今のところ

はよいようです。データは良好なようです。では、進みましょう。これは早期の段階で

検討すべきことだと思います。よいニュースは同等の配合剤があることで、それにより

クラス内での切り替えの一部がかなり容易になると思います。正直なところ、私は

TAF に絶対の信頼を置いていますので、多くの患者の切り替えを行ってきました。皆

さんは、治療歴のない患者の早期データを十分にご覧になっていますね。データは素晴

らしいようです。繰り返しこれを検討するつもりはありませんが、治療歴のない多数の

患者を対象とした本当によいデータがあることが分かっています。骨及び腎臓のアウト

カムやいくつかの無症状の腎臓のアウトカムに関して言えば、TAF は TDF より優れて

いるようでした。Joel Gallantが繰り返し示したように、腎機能が正常な人の切り替え

から、有効性が高く腎臓に対する安全性が優れていることが分かります。既にご存じの

ように、全体的に TAFへの支持を示すよい方向に向かっています。 

 

更に腎機能障害がある人でも同様で、David が示唆しましたが、TDF 以外の何かが原

因でいつも腎機能障害がある人でも、TAF に切り替えた場合に状態の悪化はみられて

いません。この場合もとてもうまくいきそうです。さて、治療法や私たちのやり方につ

いて話す場面で、特に HIV 治療に関心のある医師やその他の方々をトレーニングする

際、この質問をすることが今も増えています。初回 ART に boosted レジメンのニーズ

はありますか？A は「はい」です。私たちは boosted レジメンをまだ必要としており、

今日 boosted と unboosted のレジメンに関する多くのデータについての話がありまし

た。または B の「いいえ」です。Chuck Hicks がどう投票するか私たちは分かります。

彼はこれを大変はっきりと示しました。彼は B のタイプ「いいえ、本当によい

unboosted の選択肢がある」ですね。では、投票して下さい。皆さんは治療歴のない患

者に対して、これから boosted レジメンまたは not boosted レジメンの投与を開始しよ

うとしています。あなたはどうしますか？ 

 

David Wohl: 

それは過去の話です。 

 

W. David Hardy: 

そうですか、分かりました。 
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David Wohl: 

それは過去の話です。それは私たちがいつもプロテアーゼ阻害剤（PI）を boost する

という 2000 年代前半に好まれたやり方で、inhibitory quotient（IQ）の情報を信じて

疑わなかった時代には大変重要なやり方だったと思います。しかし、今日では PI から

離れることはたいていの場合よいと思われます。そしてそれらの大半は boost され、今

日使用される全ての PIは boostされますので、他のよい選択肢があると思います。 

 

Sally Hodder: 

一般的には賛成です。1 年前、私はドルテグラビルについてもっと神経質になってい

たと思います。しかし、それには高い障壁があることを確信するようになってきました。

1 つ、本当に重要なことは妊婦についてです。既に議論したように、これまでは

boosted PIの代替、ラルテグラビルがありました。どのような乳児が感染するかについ

ての解析から、乳児における感染率の低下と関連する要因は、以前に抗レトロウイルス

療法を行っていたこと、そしてずっと抑制を維持していることです。皆さんはラルテグ

ラビルの選択肢を持っており、私は個人的にこれを殆んどの患者に対して、テノホビル

及び FTCと併用したいと思っています。妊娠中の TAFについては分かりません。皆さ

んは一部の人に対して boosted PI という選択肢があります。私は薬物常習者を診たこ

とがありますが、大変苦労しました。これらの女性の大部分は検出限界値以下ですが、

彼女らはいつまた治療から脱落してしまうか分かりません。そうした人々が多くの抵抗

感を抱えながら私のところに来院されます。そして妊娠においての問題が多くなります。 

 

ドルテグラビルの問題に戻りたいと思います。私たちはデータを持っていません。実

は、CROI で発表された IMPAACT 試験があり、PK 値がやや低いことについて私たち

は話しました。AUC は約 25%だったと思いますが、女性はわずか 15 人でしたが全員

が出産時に抑制されていました。問題は、乳児におけるドルテグラビルクリアランスが

低下しており、先天性奇形が 4件認められたことです。例数が非常に少ないために信頼

区間が極めて大きいので、ドルテグラビルがそうしたことにもっと関連しているなどと

言うつもりはありません。しかし、ある種の警告だと思いますし、特にこのような一か

八かの決断を要する状況には、boosted PI が 1 つの選択肢になる場合があると思いま

す。 

 

W. David Hardy: 

皆さんが、妊婦以外に一般的に PIやブースターが好ましいと思う人は他にいますか？

これは特定の PIとは限りませんが。 
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Lisa Capaldini: 

そうですね。私にとってブースターを用いる主な問題は薬物相互作用だと思います。

特に、私の患者は高齢で娯楽的な薬物を使用していますから。そして、遵守患者におい

ては unboosted PI の役割があるといつも感じています。FLAMINGO 試験はあまり遵

守しない患者に外挿され得ると期待しています。実は、患者の服薬遵守が特に低い場合、

ドルテグラビルのような薬剤が同様に有効であると言えるほどのデータはまだないと思

います。私はそれが正しいことを期待していますが、分かりません。そして、1983 年

からこれを実施していますが、わずか 31 歳ですが、年月が経つうちに NRTI sparing、

PI sparing、様々な方法を見てきました。私たちはある薬剤クラス全体に対して何かの

レッテルを貼り始めると、患者を見もせずこう言うと思います。「この薬はこの患者に

安全？この患者はこの薬で気分が悪くならない？」と。ブースターPI を投与している

が、その必要がない患者が大勢います。服薬遵守が良好で、投与を必要としないが副作

用が全くみられないのです。そのような患者には、1 錠への単純化かインテグラーゼ阻

害剤（INSTI）への切り替えを勧めます。 

 

W. David Hardy: 

私たちはその方向へ向っています。 

 

Lisa Capaldini: 

殆んどの人は「うまくいっているのだから変えないで欲しい」と言います。そのため、

科学的な結果を上回るかもしれないこの INSTI のマニアに関わり始めていることを少

し心配しています。 

 

【Chapter 4】 

W. David Hardy: 

では、回答結果を見てみましょう。まだ boost を必要としています。これは大変興味

深いです。いくつかのデータに進みましょう。私たちが現在、推奨レジメンと呼ぶもの

に関して DHHS 推奨が選択されました。現在 3 つあり、1 つは危機にさらされている

ものの boosted です。まだ私たちはブースターを使用しており、それについて話しまし

た。そして回答の一部で、人々が COBI のようなブースターをエルビテグラビルと併

用することを好む場合があることが分かりました。まだ行われているのです。Lisa が

FLAMINGO 試験のことに触れました。Lisa と私は、それを少し見直すことが重要だ
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と考えています。INSTI と boosted PI を比較した場合、INSTI が何であろうと事情通

はインテグラーゼに投資します。それは効力とは全く関係なく、忍容性と関係します。

ブースターは COBI かリトナビルを使用することになりますが、更に問題が発生する

ことになるでしょう。このようなよい治療法がある場合、小さな問題でさえ時には重大

な結果となります。ここでは治療歴のない人々を対象に、このレジメンでのドルテグラ

ビルの優位性が示されました。ですから、本当に重要だと思います。 

 

こちらは ACTG試験の結果です。2種類の boosted PIレジメンが本命だと思われた場

合で以前検討されたとき、それまでラルテグラビルに反対だった Chuck Hicks はこれ

がアウトカムとなるだろうと予測しました。彼はラルテグラビルのビッグブースターで

した、シャレではありませんよ、1 日 2 回投与で激しく非難されていました。彼は「今

に分かるよ。とてもうまくいくよ。クリーンだし本当によく効くのだから」という感じ

でした。そして、大規模なこの研究でダルナビル、リトナビルとの併用により、ラルテ

グラビルは実に効果的であることが分かりました。人々は「OK、アタザナビルでは高

ビリルビン血症が懸念されるからね」と言います。そして高ビリルビン血症が関連する

のみならず、第 2選択にダウンし、一般的な胃腸毒性があったことが分かりました。ア

タザナビルとラルテグラビル、そしてダルナビルとでさえもラルテグラビルとでは極め

て大きな差がありました。つまり、QOL の問題があることをここでお話したいと思い

ます。 

 

人々はこう続けます「耐性についてはどうなのか、私たちは boosted PIを好みます」

耐性を生じず、何と言われようと万全だからです。耐性への障壁が低いエルビテグラビ

ルやラルテグラビルなどの INSTI は耐性を生じません。何百人も対象とした試験で PI

の突然変異を調べても、私たちが好むゼロばかりが示されます。しかし、ドルテグラビ

ルの試験でも同じ類のゼロが示されました。それはもちろんコースのごく初期ですが、

Joe Eron らが言ったようにここに弱点、脆弱性が本当にあるかを見ていく必要があり

ます。ヨーロッパの人々はドルテグラビルを痛めつけているのです。お気の毒です。そ

れでは、私たちが 20 人の患者を対象とした試験に基づいて患者をドルテグラビルと

3TC の併用に切り替えようとしていることについて話そうと思います。INSTI 耐性の

ある患者を対象としたいくつかの試験で、単剤療法として投与されています。私たちは、

この抗ウイルス薬のストレス検査を行っています。どうなるかは今後分かると思います

が、結果はとてもよいようです。 

 

繰り返しますが、私たちは COBI とリトナビルを見てきました。これらの結果はとて

も似ています。Lisa も言ったように本当に重要だと思います。私は本当にうまくいっ

ている患者にはこれを考えます。しかし、患者に抗レトロウイルス薬と相互作用する薬

を現在投与していなかったとしても、今後 10 年間にそうなる可能性がどのくらいかと
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いうことを考えます。というのは、リトナビルとの相互作用の一覧表は長いからです。

COBI との相互作用もあるため考える必要があります。こちらはまた同様の内容なので

長々と検討するつもりはありませんが、このことに触れるのは重要だと思います。その

理由は、正直に言いますと治療歴のない患者に対して INSTI を含む COBI を避けてい

るからです。私はブースターを使わないようにしていますので。今から 5年前に、ブー

スターが使用されていた頃を振り返って考えてみたいと思います。Lisa が話したよう

な患者が来院し、私が切り替えるならどうでしょう。「私が皆さんにカレトラ、すなわ

ちロピナビル／リトナビル配合剤から離れて欲しいと思っている」、そして治療の変更

を余り望まない患者をどのように納得させるかを検討してきました。まだブースターPI

を支持している方がいますので、そのような方とお話する機会を持ちたいと思います。

Lisa が話したようなうまくいっている患者についてお話させて下さい。Lisa は手の内

を少し見せてくれました。このような患者を unboosted レジメンに切り替えるべきか、

切り替えずに今の治療を継続するべきかです。私の患者が言ったように、「おばあちゃ

んが言うの。うまくいっているのだから変えないで欲しいって」それでは、皆さんは

boosted PI投与中の患者が来院し、うまくいっている場合にどのくらい強く切り替えを

勧めていきますか？ 

 

David Wohl: 

頭に浮かんだことは、多くの場合レジメンを 1 日 1 回 1 錠に簡素化し、それは簡単に

できるという事実のみです。Euro SIDA データから、最も多く腎不全と関連している

3 つの薬剤がテノホビルだけでなく、boosted ロピナビル及び boosted アタザナビルで

あると示されました。boosted PIとの併用投与によりテノホビルが持つ可能性のある影

響を取り除いた時でさえ、boosted PIでは関連した腎不全、慢性腎疾患が多く認められ

ました。ですから、私たちが容認し患者に我慢するよう求めているところに毒性がある

と思います。少なくとも unboosted レジメンを用いた場合には、うまくいけばそれを

止めることができると思います。 

 

W. David Hardy: 

そうですね、皆さん同意されると思います。私は多くの患者に HIV 治療開始時期の出

来事について話します。クラス内で検討し、boosted PIなど特定のレジメンを用いてい

たときに患者に来院してもらいました。必ずしもそうする必要があった患者ではありま

せん。あるいは患者に臨床試験に参加してもらいました。私が診ている患者達は臨床試

験に参加し、boosted PIに割り付けられ、その後もずっとそれを継続しています。私た

ちは幸運な出来事と不幸な出来事について話をし、今では変更可能です。そうした患者

が今日来院するとしたら、全然違うレジメンを選ぶかもしれません。 
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Lisa Capaldini: 

私はその薬物治療により、患者の状態がどうなるかについて話すことの重要性を指摘

したいと思います。私は約 1ヵ月前、ビラセプトとコンビビルを 5年間投与している男

性患者を引き継ぎました。悪心や下痢は当然のことながら認められ、患者が担当医師に

そのことを言うと、医師は「よく効いているので投与を継続する必要があります」と言

ったそうです。サロゲートマーカーを見て「うまくいっているのだから変えないで欲し

い」という時代から外れ、新しい選択肢を持っているという事実をうまく生かして、ウ

イルス学的抑制を得るだけでなく、患者の QOL を最適にしたいと思います。先ほど指

摘がありましたが、殆んどの患者に boosted PI が処方されたと思われる時代がありま

した。患者の多くは boosted PI 投与の必要がなく、David が挙げた理由で私が診てい

る人々です。 

 

W. David Hardy: 

私も心配しています。皆さんの中にも考えている方がいると思います。患者が来院し

た際に尋ねますが、患者に副作用はみられません。しかし、新たに個人的な副作用の基

準を持っています。私が boosted レジメンを止めさせ、切り替えさせた多くの患者は今、

便通が 1日 1回しかないと便秘を訴えています。それでは、皆さんの投票を見てみまし

ょう。今回の投票結果については、少し考えるべきだと思います。Joel Gallantがここ

にいたら、PowerPoint のプレゼンテーションを取り出し、8 トラックのカセットプレ

ーヤーを見せ始めるでしょう。ご存じのとおり、今でも音楽を再生しますが、8 トラッ

クのプレーヤーで音楽を聴かなければならないということはありません。 

 

Sally Hodder: 

あぁ、それは厳しいです。 

 

W. David Hardy: 

患者には更新内容を提供できますが、切り替えのときにはいつもリスクがあります。

彼らも失敗することがあります。薬局も失敗することがあります。また、事前承諾の問

題もあるかもしれません。私はそう理解していますが、少なくとも頭の中にチェックボ

ックスがあるべきだと思います。この患者はこのレジメンを続けるべきか？続けて前進

するべき正しいレジメンか？チェックが「はい」なら、そうあるべきです。少なくとも

それについて考えたのはよいことで、問題提起になります。多分、患者も意見を持って

います。では、次の質問です。これらの NRTI-sparing レジメンには、いつも大きな関

心が持たれています。そして、それは現時点では少し異なります。私たちが進めてきた
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ことを踏まえると、皆さんは 3TC や FTC が NRTI-free であることはご存じですから、

私は NRTI-limiting レジメンと言います。NRTI-limitingレジメンと NRTI-sparing レ

ジメンの役割について、考える必要があると思いますか？ A は「はい、私たちはまだ

NRTI-sparing レジメンまたは NRTI-limiting レジメンを取り上げる必要がある」です。

または B「いいえ、それは今までとは全く異なる状況である」です。投票して下さい。

NRTI-sparing レジメン、あるいは NRTI-limiting レジメンについて多くの時間を取る

べきですね？ 

 

Sally Hodder: 

そう思います。どれだけの時間をかけるべきか分かりませんが、データを生み出すこ

とが重要だと思います。というのは、私がいつも気になるのは腎疾患、高齢者、冠動脈

疾患のある人だからです。TAF を用いた場合もです。減量して使用することができま

すが、大部分の高齢者は Ccr が低下し蛋白尿がみられる可能性がありますし、そうし

た人々に対しても TAF を使用するのは本当に気がかりです。それから、アバカビルに

ついてもやはり心配しています。私たちが効くだろうと考え、その後効かなかったよう

な NRT-sparing レジメンで私たちが得るのは、散らかった小道のようなものだと考え

ると心配です。皆さんをうんざりさせたくありませんが、ご存じのとおり本当によい薬

剤を用いた多くのレジメンがあります。これらを検討する必要があると思います。そし

て率直に言えば、ドルテグラビルと 3TCの併用は大変魅力的だと思います。患者 20例

で十分ではありませんが、これらを検討する必要があります。なぜなら、この分野で私

たちが気付いていないことを学ぶでしょうし、非常に多くの驚くべきことを検討し続け

る必要性を教えてくれます。 

 

David Wohl: 

NRTI 2 剤と 3 つ目の併用をどのように始めたかについて考えています。全て歴史的

事情といったものです。 

 

W. David Hardy: 

仰る通りです。 

 

David Wohl: 

それはその当時、私たちの手の中にあったものでした。つまり、全てのそうしたガイ

ドラインは最初、これを 2 つとそれを 1 つ、これを 2 つとそれを 1 つから作成されま
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した。また、その妥当性がどこから来たかを振り返ると、私たちはごく限られた数の薬

剤を用いて勝負しなければならなかったということです。Sally に同意します。という

のは、私はそうした NRTI-sparing レジメンの一部に関与したからです。私が思うに、

最も古いクラスの治療薬から離れようとする十分な理由がありました。それは、NRTI

クラスの治療薬は毒性が原因で、他のいかなるクラスの治療薬よりも多く捨てられたと

いうことです。つまり、NRTI-limiting レジメンあるいは NRTI-sparing レジメンにつ

いてしばしば行われた試験は適切な薬剤、適切な用量で実施されていなかったというこ

とです。ただし、boosted ダルナビルとラルテグラビルを用いた 1 つの試験はうまくい

くはずでしたが、余り良好ではなかったため、いくらか助けになる 1 剤以上の NRTI

をそこに加えるということにまだ迷いを感じます。そうした選択肢を検討し続けること

に、私は大いに賛成です。 

 

Lisa Capaldini: 

もっと広範な問題があると思います。NRTI-sparing 試験を検討するよりも、David

が言った不必要に積極的なモデルから抜け出せないでいることについて検討する必要が

あると思います。3剤から 2剤へ、更には 3剤から 1剤へ進める誘導維持療法に関して

より広範な役割があるのか、NRTI の問題ほど特異的でなく単にほんの少し良くするた

めに、私たちのリソースを使えるのかということです。また、私が言いたかったことは、

患者にみられた症状で NRTI の毒性に起因すると考え、非難したことの一部は、実際

は HIV 自体からのミトコンドリア毒性かもしれないということです。Julio Montaner

が New England Journal of Medicine誌に d4Tの特異的毒性を示す重要な論文を発表

したとき、全くコメントされなかった障害の 1 つは、HIV 感染患者において治療薬を

全く投与せずにミトコンドリア毒性の罹病率が高かったことでした。従って、NRTI は

HIV によるミトコンドリア毒性を増加させているかもしれません。患者でまだこれら

の問題がみられる NRTI を避ければ分かると思います。また、NRTI について私たちが

非難したことはほんの少しであり、NRTIは罪のない傍観者であるかもしれません。 

 

【Chapter 5】 

W. David Hardy: 

分かりました。それでは、皆さんの回答結果を見てみましょう。まだ熱意がみられま

す。この質問に含まれる意味は「TAF は形勢を一変させるようなもので、NRTI-

sparing あるいは NRTI-limiting レジメンの必要性をなくすでしょうか？」ということ

だと思いますが、皆さんは NRTI を含まない一部の選択肢をまだ持つ必要があるとお

考えのようです。NRTI による懸念は明確になっていると思いますので、それを検討す

るつもりはありません。お話にありましたが、私たちは TAF を使えます。TAF は大変

優れていると思いますし私はもちろん支持してきましたが、まだ時機尚早で、用心深く

保守的な考えもあり、それは大変価値のあることだと思います。 
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今日、多種多様なストラテジーについてお話し頂きました。3TC を用いた PI ベース

レジメンの大部分は、最も成功していると言えるでしょう。私たちが現在使用する

boosted PIとは異なる種類のロピナビル／リトナビル配合剤が使用されており、リトナ

ビルは今よりかなり多いです。ここでまとめてみましたが、均等な内容ではありません。

非ロピナビル／リトナビル配合剤レジメンが最小限主義的なやり方で使用されているこ

とを考えると、いくらか差のある結果が示されています。そのことに少し留意し、それ

からドルテグラビルと 3TC の併用について Dan のセッションで話していたときにそれ

が話題になりましたし、LATTE 試験についてはそれほど話題になりませんでした。特

定の患者に PPIなどを投与していた可能性がありますが、NRTI併用におけるリルピビ

リンとカボテグラビルの一体化はもう 1つ別のものになっており、皆さんから誘導維持

での使用についてお話がありましたが、これは本当によい結果となり得るでしょう。実

施中の試験が多くあると思いますし、Sallyが触れたように多くの試験がありました。 

 

これは一連の最後となるような質問です。興味深いものだと思いますし、皆さんがど

う考えるかに大変興味があります。私たちが少し話題にしていた LATTE 試験の併用の

ような長時間作用性の ART が現実になると仮定しましょう。注射 ART での治療が想

定される患者の割合はどのくらいですか？これは注意深く言葉を選んだ質問ですので、

注意深く読んで下さい。注射 ART で治療するとあなたが想定する患者の割合です。選

択肢はなしから半分以上までと幅広いです。皆さんが投票しますので、パネリストに同

じ質問をしてみましょう。並び順にお願いします。Lisaはどうですか？ 

 

Lisa Capaldini: 

HIV 陽性の友人や患者に話す前なら、10%未満と答えたと思いますが、実際に「これ

をしてみたいと思う？」と尋ねてからは、Dと Eの間といったところです。 

 

W. David Hardy: 

はい。Davidは？ 

 

David Wohl: 

私たちが立てる仮定とは、製薬業界で働く者として考えていると認めざるを得ません。

この質問は服薬に本当に苦労している人にとってのものになりますが、それは全く真実

ではありません。私の経験では HIV 陽性患者は言います。「もちろん！1 ヵ月に１回
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来て、注射を打ってもらって、まる１ヵ月間薬のことを心配する必要がなくて、先生の

処方箋を追いかける必要がなくて、薬専用の co-pay（自己負担金）カードをもらう必

要があるけれど、生活はずっと楽になるよ。診療室に入って注射を打ってもらって外に

出る」現時点では、注射の副作用がまだ少し問題となると思います。注射液量や注射後

1 年以上経っても起きる反応についてです。それでも大部分は続けたいと思うと言って

いました。ですから、Dと Eの中間あたりになると思います。 

 

Sally Hodder: 

これが当てはまる患者には恐らく 2 種類あると思います。1 つは来院し 1 ヵ月間位で

検出限界値以下を達成し、治療から脱落してしまいその後何らかの後悔を持って来院す

る患者グループです。そうした患者グループは非常に混迷した生活様式を持っているの

で、それが Q4 か Q8 にあてはまるか分かりませんが、特に Q8 は患者グループにとっ

て本当にベネフィットがあると思います。私の経験ではその患者がどこにいるかにより

ます。ウェストバージニア州では良好で 10%未満、ニューアークでは検出限界値以下

であった患者の約 20～23%のおよそ半分が一貫して来院した人たちでした。別の患者

グループがいます。多くの患者が「私は HIV に感染していると 1 日 1 回だけ思い出せ

ばよいから、1 日 1 回服用したい」と言うので、2 ヵ月に 1 回それを思いさえすればよ

いようになるのだったら素晴らしいことです。しかし、これは今仰ったように難しい注

射で中臀筋に打ちます。思うに、臨床試験に参加している人たちは本当に動機付けられ

ており、やる気がありますので。私は「おぉ、2 ヵ月に 1 回だって！それはすごい！」

と言っている人たちを知っていますが、正直なところ、恐らく希望者は少し低くなると

思います。20%といったところでしょうか、もう少し高いかもしれませんが 50％に届

くとは思いません。 

 

W. David Hardy: 

結構です、素晴らしい。これは 2 つの見方の一方です。実際、このことについての考

えに変化をもたらす話があったかと思い、私がこの質問を加えました。私は ART 注射

にかなり乗り気ですが、私の同僚はそうでもありません。しかし、皆さんはそれを受け

入れてもいいという気持ちになってきていると思います。ですから、これを見るのは興

味深いです。回答結果を見てみましょう。これは分けて考える必要があります。ここで

も 10～20%あたりがピークになっているようです。そして、恐らく現時点でのあるべ

き状況だと思います。私の患者の 5人中 1人が、ここに入りそうです。とても妥当だと

思います。しかし、半分より多いと回答した人は実に 10 人中 1 人です。たぶんより多

くのデータをご覧頂きましたし、一部の患者報告アウトカムのお話もありましたので関

心が高まってきているのだと思います。 
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さて、皆さんが仰ったように知っておくべきことがいくつかあります。これは、必ず

しも簡単ではありませんが、注目すべきこととしては、臨床試験で忍容性に優れていま

した。少し明らかにしてみましょう。電池の左側において写真を撮ってみました。単 4

ではなく単 3電池ですから、少し大きいものです。あなたのヘッドライトに入れるとて

も小さいものではありません。これは 3 mLなので 2本必要です。1本だけでなく 2本

です。私たちが LATTE 試験に受け入れた患者は動機付けられており、やる気がありま

した。恐らくクリニックの私たちの患者も、この治療を受けようとする動機付けがあり、

やる気があるかもしれません。これは本当です、お尻のどこにでも簡単に投与できるも

のではありません。1 ヵ所に投与しますし、少々大変になることもあります。とはいえ、

繰り返しますが今のところ注目すべきことに、患者報告アウトカムや私たちが聞いた話

によると大変良好ですが、実地医療においてもっとそのような話が聞かれるようになる

と思います。 

 

こちらは患者報告アウトカムで、基本的に David がまとめたものです。投与中の患者

は投与されることを好み、投与を継続しました。注射のために投与を中止した人は殆ん

どいませんでした。これは自己選択による大変満足な群です。結構です。さて、リッカ

ートスケールの一連の質問があり、いくつか見て簡単に確認したいと思います。方向性

を明らかにすることができます。少し急いで進めます。「滅多に来院しない遵守不良の

患者にあなたが長時間作用性 ART を処方する可能性は、1、極めて低い、5、極めて高

いの 1～5 スケールで、どのくらいですか？」進めながら回答を見て頂こうと思います。

では回答結果です。いいですね。 

 

私たちは初めて長時間作用性治療について聞く時、反射的にこれはうまくいくだろう

と考えます。注射剤で当然ながら直接観察されるので、私の考えでは服薬を遵守しない

患者に対して優れています。その薬を処方するのは絶対に間違いという患者がいるかも

しれないことをますます学んでいると思います。皆さんは、患者を来院予定の週の期限

だからと追いかけたくはありません。そして 5週間後になり 6週間後になり、リルピビ

リンレベルが低下していきます。このようなことが実に長い時間続きますが、ごく低用

量においてです。服薬遵守と長時間作用性 ART について考えると、パネリストが触れ

たように道はもう少し遠いかもしれません。残りを検討し更なるディスカッションを始

めましょう。 

 

では、次の質問です。「同じ 1～5 スケールで服薬遵守不良であるが来院率は良好の

患者にあなたが LA-ART を処方する可能性はどのくらいですか？」10 秒でお願いしま

す。では結果を見てみましょう。これは右に移動するはずです、いいですね。これが言

いたいことです。正にこれだと思います。これは私が診ている患者で、私にとって簡単

に達成できる目標です。隠れて HIV 治療にきっちり従うが、私が全然見かけないよう
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な患者ではありません。来院して「お薬を飲むのに本当にうんざりです」「別のものが

あったらなと本当に思います」「できるけれどもできたらしたくありません」と言う患

者です。あるいは、時々見かけるそれほどきちんと薬を服用しない女性のタイプという

のがあります。そのような女性は大変若くピル服用者ではないが、毎回来院します。こ

れは、Sally がほのめかしていたタイプだと思います。このことが明らかになった時点

で私が来院するよう電話することになる人たちです。このような人はウイルス血症があ

ります。 

 

David Wohl: 

第 1 のグループに戻ると、私たちが始めているプログラムでは、実際に外に出て既に

来院しなくなった患者を見つけ、現場で治療を行っています。IM 注射はこれを可能に

していますから。私は、この新しい集団に衝撃を受けました。全員ではありませんがい

つもクリニックまでたどり着けないのです。極めて厳しい貧困状態のためにクリニック

までの交通手段がしばしばありません。あるいは、何らかの理由でどうしても家から出

ることができません。 

 

W. David Hardy: 

仰る通りです。今のご指摘は大変重要な点です。 

 

David Wohl: 

家まで行って注射する看護師などを送ることができるなら、その患者を検出限界値以

下に維持できるなら、社会に貢献することになります。 

 

W. David Hardy: 

この方法について、質疑応答にも含まれるかと思いますが、どのように患者を治療し、

システムを提供するかを再検討する機会が広がると思います。Gilead は、TAF または

TAF FTC を投与する方法について多くを検討する必要はありません。これを使って、

私たちは真剣に考えなければならないようになると思います。それは薬を単に提供する

以上のことです。この治療薬を賢く使用する方法です。ACCGの Babafemiらは、この

部分に関してやる気を起こさせる方法を検討しています。それから、経口の導入期間が

あることを覚えておいて下さい。錠剤を服用する必要があります。それが私が既に錠剤

を服用していて、切り替えるかもしれない患者を連れてくるのが好きな理由です。それ

は簡単に達成できる目標であり、錠剤を服用していない患者たちに難関を超えさせ、検
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出限界値以下を維持させ次へと進ませます。これは挑戦であり、提供こそが私たちが検

討する必要がある本当に重要なことになると思います。これにはもう 2、3 の検討事項

があると思います。では、服薬遵守が良好な人について、投票しましょう。同様の結果

になると思います。 

 

Sally Hodder: 

ワォ！ 

 

W. David Hardy: 

はい！次は考えなくてもよい問題かもしれません。これはどなたかが既に触れられま

した服薬に疲れた検出限界値以下の人についてです。皆さんの回答を見てみましょう。

よし、素晴らしい！最後の質問でした。長時間作用性 ART やその他について、何かご

意見や検討すべきことなどはありませんか？ 質問にはこちらからお答えしたいと思い

ます。 

 

David Wohl: 

更なる成果を楽しみにしています。残念なことに、効果を発揮することが可能な製剤

に入れられている薬剤は 2種類しかありませんが、今後はもっと多くについて聞くと思

います。 

 

W. David Hardy: 

これは少々内輪ネタですが 4 週間毎となるか、8 週間毎となるか分かりません。試験

は 8 週間毎と 12 週間毎に検討しましたが、8 週間毎、4 週間毎の必要があるかどうか

については少し懸念があります。私たちの中には患者の一部には合意を破る人がいると

考えますので、それに対する調整を維持して下さい。 

 


