
̶医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。̶

再審査結果 及び 使用上の注意改訂のお知らせ

◇再審査結果
このたび、平成 21 年 3月 30 日付 厚生労働省発 薬食第 0330001 号により、ランプレンカプセルの
再審査結果が通知され、「効能又は効果」および「用法及び用量」は承認のとおり認められました。

【効能又は効果】（変更無し）
〈適応菌種〉
本剤に感性のらい菌
〈適応症〉
ハンセン病

【用法及び用量】（変更無し）
［ハンセン病（多菌型）］
通常成人には、クロファジミンとして50mgを 1 日 1 回又は200～300mgを週 2～ 3回に分割
して、食直後に経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。投与期間は最低 2年間と
し、可能であれば皮膚塗抹陰性になるまで投与すること。
原則として、他剤と併用して使用すること。

［ハンセン病（らい性結節性紅斑）］
通常成人には、クロファジミンとして100mgを 1 日 1 回、食直後に経口投与する。
らい反応が安定した場合には100mgを週 3回に減量する。
投与期間は 3ヵ月以内とする。

※経緯
本剤は1996年11月にハンセン病の適応にて承認を取得いたしました。その後10年間の再審査期間を経て、
再審査申請を行いました。
再審査期間中に使用成績調査を実施し、再審査申請を行い、「効能又は効果」および「用法及び用量」は承
認のとおり認められました。

平成21年６月
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◇「使用上の注意」改訂
ランプレンカプセルの使用上の注意事項を改訂いたしましたので、お知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、新しい使用上の注意をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容（下線部　　：改訂・追記箇所、 ：削除箇所）】
改 訂 後 改 訂 前

【使用上の注意】
2.重要な基本的注意
⑴現行のとおり
追記
⑵ハンセン病の治療にあたっては、本剤による治療
についての科学的データの蓄積が少ないことを含
め、患者に十分な説明を行い、インフォームド・
コンセントを得ること。
以下、番号下げ
⑶本剤を高用量で長期投与した場合、腸間膜リンパ
節、脾臓等に蓄積し、沈殿する。空腸粘膜の固有
層や腸間膜リンパ節に本剤の結晶が蓄積すると、
腸疾患が発症する可能性があり、まれに腸閉塞、
脾臓梗塞を起こすことが報告されている。胃腸症
状（下痢・腹痛等）が発現した場合には、減量、
休薬、投与間隔をあけるなどの処置を行うこと。
⑷本剤服用による皮膚の着色で、結果的に抑うつ症
状を生じる可能性があるので、患者の精神状態に
十分注意すること。また皮膚及び毛髪の着色は可
逆的である。皮膚の着色は、本剤中止後、消失ま
でに数ヵ月～数年かかることをあらかじめ患者に
説明しておくこと。なお、皮膚の着色は日光暴露
によって濃くなることが報告されている。
⑸本剤投与中にめまい、視力低下、疲労、頭痛を訴
える患者には、自動車の運転、機械の操作等危険
を伴う作業に従事させないよう十分注意すること。

3.副作用
ハンセン病患者を対象にした使用成績調査において、
97例中報告された副作用は38.1％（37例）に66件で、
主な副作用は、色素沈着障害22件、胃不快感 4件等
であった。（再審査終了時）
省略

⑵その他の副作用 
種 類 頻度不明

皮 膚

皮膚着色（皮膚病変及び皮膚が暗赤色～黒褐
色に着色）、色素沈着障害、毛髪の着色、皮
膚乾燥、光線過敏症、魚鱗癬、痤瘡様発疹、
紅皮症、発疹、瘙痒、剥脱性皮膚炎

消 化 器 胃腸出血、好酸球性腸炎、悪心、嘔吐、腹痛、
下痢、便秘、食欲不振、胃不快感

略

そ の 他

汗・痰・尿・便・鼻汁・精液・母乳等の着
色、リンパ節症、膀胱炎、骨痛、浮腫、疲労、
発熱、血管痛、レイノー様現象、体重減少、
味覚障害、モニリア口唇炎、低カリウム血症、
血糖値上昇、血沈亢進、血清アルブミン増
加

【使用上の注意】
2.重要な基本的注意
⑴本剤の使用にあたっては、「ハンセン病診断・治療
指針」（厚生省・（財）藤楓協会発行）を参考に治療
を行うことが望ましい。

⑵本剤を高用量で長期投与した場合、腸間膜リンパ
節、脾臓等に蓄積し、まれに腸閉塞、脾臓梗塞を
起こすことが報告されているので、胃腸症状（下
痢・腹痛等）が発現した場合には、減量、休薬、
投与間隔をあけるなどの処置を行うこと。

⑶本剤服用による皮膚の着色で、結果的に抑うつ症
状を生じる可能性があるので、患者の精神状態に
十分注意すること。また皮膚の着色は可逆的であ
るが、本剤中止後、消失までに数ヵ月～数年かか
ることをあらかじめ患者に説明しておくこと。な
お、皮膚の着色は日光暴露によって濃くなること
が報告されている。
⑷本剤投与中に視力低下、疲労、頭痛を訴える患者
には、自動車の運転、機械の操作等危険を伴う作
業に従事させないよう十分注意すること。

3.副作用
本剤は使用成績等の副作用発現頻度が明確となる調
査を実施していない。
省略

⑵その他の副作用
種 類 頻度不明

皮 膚

皮膚着色（皮膚病変及び皮膚が暗赤色～黒褐
色に着色）、毛髪の着色、皮膚乾燥、光線過
敏症、魚鱗癬、痤瘡様発疹、紅皮症、発疹、
そう痒

消 化 器 胃腸出血、好酸球性腸炎、悪心、嘔吐、腹痛、
下痢、便秘、食欲不振

略

そ の 他

汗・痰・尿・便等の着色、リンパ節症、膀
胱炎、骨痛、浮腫、疲労、発熱、血管痛、
レイノー様現象、体重減少、味覚障害、モ
ニリア口唇炎、低カリウム血症、血糖値上昇、
血沈亢進、血清アルブミン増加
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改 訂 後（下線部　　：改訂・追記箇所） 改 訂 前（　 ：削除箇所）

5.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
⑴現行のとおり

⑵現行のとおり
追記
⑶本剤投与中に妊娠が確認された場合には、継続治
療の必要性について検討すること。［妊娠中はハン
セン病の症状が悪化しやすい。］
以下、番号下げ
⑷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。［ヒト母
乳中へ移行し、母乳及び乳児の皮膚が着色するこ
とがある。］

7.その他の注意
高用量（300mg/日）の本剤とイソニアジド（300mg/
日）の併用投与を受けている患者で、本剤の皮膚の
濃度は低かったが、血漿中及び尿中濃度は上昇した
との報告がある。

5.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
⑴妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。［妊娠中の投与に関する安全
性は確立されていない。動物実験（マウス・ラット）
で着床数の減少、胎児体重の減少及び新生児死亡
率の増加がみられている。また、マウスでは胎児
死亡数及び胎児頭骨の化骨遅延の増加がみられて
いる。］
⑵妊娠中に投与した場合、胎盤を通過し、出生児に
皮膚着色がみられることがある。

⑶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。［ヒト母
乳中へ移行し、乳児の皮膚が着色することがある。］

（記載なし）

【改訂理由（自主改訂）】
1．使用成績調査の副作用集計結果に基づく改訂
「副作用」の項
再審査結果通知を機に、本剤の使用成績調査の副作用集計結果に基づき、「副作用」の概要の記載
を整備いたしました。

「その他の副作用」の項
1）「皮膚」の欄に「色素沈着障害」を追記いたしました。
2）「消化器」の欄に「胃不快感」を追記いたしました。

2．本剤のCDS（中核データシート）の改訂に基づく対応
CDS（Core Data Sheet：中核データシート）：
各国の添付文書を作成する際に基準となる製品情報文書で、Sandoz社（ドイツ）で作成されています。
安全性情報、効能又は効果、用法及び用量、薬理学的情報及び製品に関するその他の情報が記載さ
れています。
世界中から集められた安全性情報が評価され、最新の情報が反映されるよう逐次改訂が行われてい
ます。

「重要な基本的注意」の項
1）本剤を高用量で長期投与した場合、腸間膜リンパ節、脾臓等に蓄積し、「沈殿する」旨、また、「空
腸粘膜の固有層や腸間膜リンパ節に本剤の結晶が蓄積すると、腸疾患が発症する可能性があり」
を追記いたしました。

2）皮膚の着色に関し、「毛髪の着色」を追記いたしました。
3）自動車の運転、機械の操作等危険を伴う作業に従事させないよう十分注意する対象として、「め
まい」を追記いたしました。
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「その他の副作用」の項
1）「皮膚」の欄に「剥脱性皮膚炎」を追記いたしました。
2）「その他」の欄の「汗・痰・尿・便等の着色」に、「鼻汁・精液・母乳」を追記いたしました。

「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項
投与中に妊娠が確認された場合の注意事項を追記いたしました。

「7.その他の注意」の新設
高用量（300mg/日）の本剤とイソニアジド（300mg/日）の併用に関して追記いたしました。
本剤の国内での用量は以下の通りです；
［ハンセン病（多菌型）］
通常成人には、クロファジミンとして50mgを 1日 1回又は200～300mgを週 2～ 3回に分割して、
食直後に経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。
［ハンセン病（らい性結節性紅斑）］
通常成人には、クロファジミンとして100mgを 1 日 1回、食直後に経口投与する。
らい反応が安定した場合には100mgを週 3回に減量する。

改訂後の「使用上の注意」全文も併せてご参照下さい。
なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策
情報（DSU）No.180（2009年 6 月）」に掲載されます。

◇「使用上の注意」以外の改訂
本剤の使用成績調査の集計結果を追記いたしました。

また再審査の終了に伴い、承認条件とされていた、「今後国内で使用される症例に関しては、可能な
限り、投与症例を市販後調査の対象とし、臨床効果、副作用、薬物相互作用等に関してデータの収集
を行い、再審査の申請資料として提出すること。」が満たされたものと判断されましたので、「承認条
件」の項の 1.を削除いたしました。

改 訂 後（下線部　　：改訂・追記箇所） 改 訂 前（　 ：削除箇所）

【臨床成績】
ハンセン病患者を対象とした使用成績調査において、
有効性評価対象症例96例における有効率は96.9％（93/
96例）であった。また、多菌型に対する有効率は97.8
％（90/92例）、WHOのMTDの有効率は94.9％（37/39
例）であった。さらに、らい性結節性紅斑に対する有
効率は100％（24/24例）であった。

【臨床成績】
（記載なし）

【承認条件】
削除

なお、2.については「重要な基本的注意」の項に「⑵
ハンセン病の治療にあたっては、本剤による治療につ
いての科学的データの蓄積が少ないことを含め、患者
に十分な説明を行い、インフォームド・コンセントを
得ること。」として追記する。

【承認条件】
1.今後国内で使用される症例に関しては、可能な限り、
投与症例を市販後調査の対象とし、臨床効果、副作用、
薬物相互作用等に関してデータの収集を行い、再審
査の申請資料として提出すること。
2.治療にあたっては、薬剤に関する科学的データの蓄
積が少ないことを含め、患者に十分な説明を行い、
インフォームド・コンセントを得るよう医師に対し
て要請すること。
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ランプレンカプセル 使用上の注意（全文）
（⇨2009年６月改訂）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【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）
胃腸障害（頻回の下痢・腹痛等）のある患者［症状を
悪化させるおそれがある。］
2.重要な基本的注意
⑴本剤の使用にあたっては、「ハンセン病診断・治療指
針」（厚生省・（財）藤楓協会発行）を参考に治療を行
うことが望ましい。

⑵ハンセン病の治療にあたっては、本剤による治療に
ついての科学的データの蓄積が少ないことを含め、
患者に十分な説明を行い、インフォームド・コンセ
ントを得ること。

⑶本剤を高用量で長期投与した場合、腸間膜リンパ節、
脾臓等に蓄積し、沈殿する。空腸粘膜の固有層や腸
間膜リンパ節に本剤の結晶が蓄積すると、腸疾患が
発症する可能性があり、まれに腸閉塞、脾臓梗塞を
起こすことが報告されている。胃腸症状（下痢・腹
痛等）が発現した場合には、減量、休薬、投与間隔
をあけるなどの処置を行うこと。

⑷本剤服用による皮膚の着色で、結果的に抑うつ症状
を生じる可能性があるので、患者の精神状態に十分
注意すること。また皮膚及び毛髪の着色は可逆的で
ある。皮膚の着色は、本剤中止後、消失までに数ヵ
月～数年かかることをあらかじめ患者に説明してお
くこと。なお、皮膚の着色は日光暴露によって濃く
なることが報告されている。

⑸本剤投与中にめまい、視力低下、疲労、頭痛を訴え
る患者には、自動車の運転、機械の操作等危険を伴
う作業に従事させないよう十分注意すること。

3.副作用
ハンセン病患者を対象にした使用成績調査において、
97例中報告された副作用は38.1％（37例）に66件で、
主な副作用は、色素沈着障害22件、胃不快感 4件等で
あった。（再審査終了時）
⑴重大な副作用（頻度不明）
以下のような副作用があらわれることがある。この
ような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこ
と。
1）腸閉塞
2）脾臓梗塞
3）血栓塞栓症

⑵その他の副作用
種 類 頻度不明

皮 膚

皮膚着色（皮膚病変及び皮膚が暗赤色～黒褐色
に着色）、色素沈着障害、毛髪の着色、皮膚乾燥、
光線過敏症、魚鱗癬、痤瘡様発疹、紅皮症、発
疹、瘙痒、剥脱性皮膚炎

消 化 器
胃腸出血、好酸球性腸炎、悪心、嘔吐、腹痛、
下痢、便秘、食欲不振、胃不快感

種 類 頻度不明

眼
結膜・角膜・涙液の着色、黄斑部・角膜上皮下
の色素沈着、眼の乾燥・刺激・灼熱感、視力低
下

精神神経系
めまい、頭痛、嗜眠、神経痛、皮膚着色による
抑うつ症状

肝 臓
肝炎、黄疸、肝腫大、AST（GOT）上昇、ビ
リルビン上昇

血 液 貧血、好酸球増多

そ の 他

汗・痰・尿・便・鼻汁・精液・母乳等の着色、
リンパ節症、膀胱炎、骨痛、浮腫、疲労、発熱、
血管痛、レイノー様現象、体重減少、味覚障害、
モニリア口唇炎、低カリウム血症、血糖値上昇、
血沈亢進、血清アルブミン増加

4.高齢者への投与
一般に高齢者では、生理機能が低下しているので減量
するなど慎重に投与すること。
5.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
⑴妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。［妊娠中の投与に関する安全性は確
立されていない。動物実験（マウス・ラット）で着
床数の減少、胎児体重の減少及び新生児死亡率の増
加がみられている。また、マウスでは胎児死亡数及
び胎児頭骨の化骨遅延の増加がみられている。］
⑵妊娠中に投与した場合、胎盤を通過し、出生児に皮
膚着色がみられることがある。
⑶本剤投与中に妊娠が確認された場合には、継続治療
の必要性について検討すること。［妊娠中はハンセン
病の症状が悪化しやすい。］
⑷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。［ヒト母乳中
へ移行し、母乳及び乳児の皮膚が着色することがあ
る。］

6.適用上の注意
⑴保管時
本剤はチョコレート様の外観でバニラのにおいがす
るので、小児の手の届かない所に保管するよう患者
に説明すること。
⑵服用時
消化管からの吸収促進を図るため、食直後に服用又
は食事・ミルク等とともに服用すること。

7.その他の注意
高用量（300mg/日）の本剤とイソニアジド（300mg/日）
の併用投与を受けている患者で、本剤の皮膚の濃度は
低かったが、血漿中及び尿中濃度は上昇したとの報告
がある。

⇨

⇨

⇨

⇨
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