
 

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－ 
 

使用上の注意改訂のお知らせ 
平成 25 年 7 月 

 
処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること） 

日本薬局方 リファンピシンカプセル  
 
このたび、標記製品の使用上の注意事項を自主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、新しい添付文書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   ：自主改訂、   ：削除）】 
改  訂  後 改  訂  前 

 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 
(1)変更なし 

(2)HIV 感染症治療薬（インジナビル硫酸塩エタノール付加物、

サキナビルメシル酸塩、ネルフィナビルメシル酸塩、ホスアン

プレナビルカルシウム水和物、アタザナビル硫酸塩、デラビル

ジンメシル酸塩、リルピビリン塩酸塩、エルビテグラビル又はコ

ビシスタットを含有する製剤）、ボリコナゾール、プラジカンテ

ル、タダラフィル（アドシルカ）又はテラプレビルを投与中の患

者（「3.相互作用」の項参照） 
(3)変更なし 

 

【使用上の注意】 
3.相互作用 

本剤はチトクローム P450 3A4(CYP3A4)をはじめとする肝薬物

代謝酵素、P 糖蛋白を誘導する作用がある。本剤は多くの薬剤と

の相互作用が報告されているが、可能性のあるすべての組み合

わせについて検討されているわけではないので、他剤と併用する

場合には注意すること。 

(1)併用禁忌（併用しないこと） 

薬剤名等 
臨床症状・ 

措置方法 
機序・危険因子 

本 剤 の 肝 薬 物 代 謝 酵 素

(CYP3A4)誘導作用により、こ

れらの薬剤又は活性代謝物の

代謝を促進し、血中濃度を1/5
以下に低下させると考えられて

いる。 
 
 
 

HIV感染症治療薬 

インジナビル硫酸塩エタノ

ール付加物（クリキシバン） 

サキナビルメシル酸塩（インビラーゼ） 

ネルフィナビルメシル酸塩 

（ビラセプト） 

ホスアンプレナビルカルシ

ウム水和物（レクシヴァ） 

アタザナビル硫酸塩（レイアタッツ） 

デラビルジンメシル酸塩 

（レスクリプター） 

これらの

薬 剤 の

作 用 が

減 弱 す

る お そ

れ が あ

る。 

本 剤 の 肝 薬 物 代 謝 酵 素

(CYP3A4)誘導作用により、デ

ラビル ジンの 代謝を促進し、

AUCを約100%低下させると考

えられている。 
リルピビリン塩酸塩（エジュ

ラント） 

 本 剤 の 肝 薬 物 代 謝 酵 素

（CYP3A4）誘導作用により、リ

ルピ ビリ ンの 代謝 を 促進 し 、

Cmin、Cmax 及び AUC24 をそれ

ぞれ 89％、69％及び 80％低下

させると考えられている。 
エルビテグラビル又はコビ

シスタットを含有する製剤

（スタリビルド） 

 本 剤 の 肝 薬 物 代 謝 酵 素

（CYP3A4）誘導作用により、エ

ルビテグラビル及びコビシスタッ

トの代謝を促進し、血中濃度を

低下させると考えられている。 
変更なし 変更なし 変更なし 

 

 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 
(1)省略 

(2)HIV 感染症治療薬（インジナビル硫酸塩エタノール付

加物、サキナビルメシル酸塩、ネルフィナビルメシル酸

塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、アタザナビ

ル硫酸塩、デラビルジンメシル酸塩）、ボリコナゾール、

プラジカンテル、タダラフィル（アドシルカ）又はテラプレ

ビルを投与中の患者（「3.相互作用」の項参照） 
(3)省略 

 
 

【使用上の注意】 
3.相互作用 

本剤はチトクローム P450 3A4(CYP3A4)をはじめとする肝

薬物代謝酵素、P 糖蛋白を誘導する作用がある。 

 

 

 

(1)併用禁忌（併用しないこと） 

薬剤名等 
臨床症状・ 

措置方法 
機序・危険因子 

本剤の肝薬物代謝酵

素(CYP3A4)誘導作用

により、これらの薬剤又

は活性代謝物の代謝を

促進し、血中濃度を1/5
以下に低下させると考

えられている。 
 
 

HIV感染症治療薬 

インジナビル硫酸塩エタノ

ール付加物（クリキシバン）

サキナビルメシル酸塩（インビラーゼ）

ネルフィナビルメシル酸塩

（ビラセプト） 

ホスアンプレナビルカルシ

ウム水和物（レクシヴァ） 

アタザナビル硫酸塩（レイアタッツ）

デラビルジンメシル酸塩 

（レスクリプター） 

これらの薬

剤 の 作 用

が 減 弱 す

る お そ れ

がある。 

本剤の肝薬物代謝酵

素(CYP3A4)誘導作用

により、デラビルジンの

代謝を促進し、AUCを

約100%低下させると考

えられている。 
省略 省略 省略 

 



 
 

 

(2)併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 
変更なし 変更なし 変更なし 

ダビガトランエテキシ

ラート 
変更なし 変更なし 

アトバコン アトバコンとの併用に

より、アトバコンの血中

濃度が約 53%低下し、

t1/2は約33時間短縮し

たとの報告がある。 

機序は不明である。 

･クマリン系抗凝固薬 

・リバーロキサバン、

アピキサバン 

･経口糖尿病薬 

･シクロスポリン 

タクロリムス水和物 

ミコフェノール酸モ

フェチル 

これらの薬剤の作用が

減弱することがある。 

 

本剤の肝薬物代謝酵

素(CYP3A4 等)誘導

作用により、これらの薬

剤の代謝を促進し、こ

れらの薬剤又は活性

代謝物の血中濃度を

低下させると考えられ

ている。 
･テオフィリン 

･ジギタリス製剤 
･トルバプタン 
･抗不整脈薬 

キニジン硫酸塩水

和物 
メキシレチン塩酸

塩 
ジソピラミド 
プロパフェノン塩

酸塩 
ピルシカイニド塩

酸塩水和物 
･カルシウム拮抗薬 

ベラパミル塩酸塩 
ニフェジピン 
アゼルニジピン等 

･ブナゾシン塩酸塩 
･エプレレノン 
･β 遮断薬 

メトプロロール酒

石酸塩 
プロプラノロール

塩酸塩 
カルベジロール等 

･エナラプリルマレイ

ン酸塩 
･高脂血症用薬 

クロフィブラート 
フルバスタチンナ

トリウム 
CYP3A4 で代謝

される薬剤 
シンバスタチン

等 
･セビメリン塩酸塩水

和物 
･副腎皮質ホルモン

剤 
･卵胞ホルモン剤・

黄体ホルモン剤 
・ジアフェニルスルホ

ン 

･クロラムフェニコール 
･ドキシサイクリン塩酸

塩水和物 
･クラリスロマイシン 
･テリスロマイシン 
･アゾール系抗真菌薬 

フルコナゾール等 
･テルビナフィン塩酸塩 
･HIV 感染症治療薬 

HIVプロテアーゼ阻

害剤 
リトナビル 
ロピナビル等 

ジドブジン 
ネビラピン 
エファビレンツ 
ラルテグラビルカリウ

ム 
マラビロク 

･抗てんかん剤 
フェニトイン 
カルバマゼピン 
ラモトリギン 

･エレトリプタン臭化水

素酸塩 
･抗精神病薬 

ハロペリドール 
ブロムペリドール 
オランザピン 
クエチアピンフマル

酸塩 
クロザピン等 

･ベンゾジアゼピン系

薬剤 
ジアゼパム 
ミダゾラム 
トリアゾラム等 

･ゾルピデム酒石酸塩 
･ゾピクロン 
･三環系抗うつ薬 

ノルトリプチリン塩酸

塩等 
･ミルタザピン 

･ドネペジル塩酸塩 
･5-HT3 受容体拮抗型

制吐薬 
トロピセトロン塩酸塩

等 
・NK1 受容体拮抗型

制吐薬 
ホスアプレピタントメグ

ルミン 
･タモキシフェンクエン

酸塩 
トレミフェンクエン酸

塩 
･抗悪性腫瘍薬 

CYP3A4 で代謝さ

れる薬剤 
イマチニブメシル

酸塩 
ゲフィチニブ 
ラパチニブトシル

酸塩水和物 
イリノテカン塩酸塩

水和物 
レトロゾール等 

･ホスホジエステラーゼ

5 阻害剤 
シルデナフィルクエ

ン酸塩 
バルデナフィル塩酸

塩水和物 
タダラフィル(シアリス)

･ボセンタン水和物 
・過活動膀胱治療薬 

コハク酸ソリフェナシ

ン、ミラベグロン等 
･デフェラシロクス 
・鎮痛薬 

メサドン塩酸塩、ブ

プレノルフィン塩酸

塩 
・トファシチニブクエン

酸塩 
 

 

(2)併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 
省略 省略 省略 

ダビガトランエテキシ

ラート 
省略 省略 

･クマリン系抗凝固薬

･経口糖尿病薬 

･シクロスポリン 

タクロリムス水和物 

ミコフェノール酸モフ

ェチル 

･テオフィリン 

･ジギタリス製剤 

これらの薬剤の作用

が減弱することがあ

る。 

 

本剤の肝薬物代謝酵

素(CYP3A4 等)誘導

作用により、これらの薬

剤の代謝を促進し、こ

れらの薬剤又は活性代

謝物の血中濃度を低

下させると考えられてい

る。 
･トルバプタン 
･抗不整脈薬 

キニジン硫酸塩水

和物 
メキシレチン塩酸

塩 
ジソピラミド 
プロパフェノン塩酸

塩 
ピルシカイニド塩

酸塩水和物 
･カルシウム拮抗薬 

ベラパミル塩酸塩

ニフェジピン 
アゼルニジピン等

･ブナゾシン塩酸塩 
･エプレレノン 
･β 遮断薬 

メトプロロール酒石

酸塩 
プロプラノロール塩

酸塩 
カルベジロール等

･エナラプリルマレイ

ン酸塩 
･高脂血症用薬 

クロフィブラート 
フルバスタチンナト

リウム 
CYP3A4 で代謝さ

れる薬剤 
シンバスタチン等

･セビメリン塩酸塩水

和物 
･副腎皮質ホルモン

剤 
･卵胞ホルモン剤・黄

体ホルモン剤 

・ジアフェニルスルホン 
･クロラムフェニコール 
･ドキシサイクリン塩酸

塩水和物 
･クラリスロマイシン 
･テリスロマイシン 
･アゾール系抗真菌薬 

フルコナゾール等 
･テルビナフィン塩酸塩 
･HIV 感染症治療薬 

HIV プロテアーゼ

阻害剤 
リトナビル 
ロピナビル等 

ジドブジン 
ネビラピン 
エファビレンツ 
ラルテグラビルカリ

ウム 
マラビロク 

･抗てんかん剤 
フェニトイン 
カルバマゼピン 
ラモトリギン 

･エレトリプタン臭化水

素酸塩 
･抗精神病薬 

ハロペリドール 
ブロムペリドール 
オランザピン 
クエチアピンフマ

ル酸塩 
クロザピン等 

･ベンゾジアゼピン系

薬剤 
ジアゼパム 
ミダゾラム 
トリアゾラム等 

･ゾルピデム酒石酸塩 

･ゾピクロン 
･三環系抗うつ薬 

ノルトリプチリン塩酸

塩等 
･ミルタザピン 
･ドネペジル塩酸塩 
･5-HT3 受容体拮抗型

制吐薬 
トロピセトロン塩酸塩

等 
･タモキシフェンクエン

酸塩 
トレミフェンクエン酸

塩 
･抗悪性腫瘍薬 

CYP3A4 で代謝さ

れる薬剤 
イマチニブメシル

酸塩 
ゲフィチニブ 
ラパチニブト シル

酸塩水和物 
イリノテカン塩酸塩

水和物 
レトロゾール等 

･ホスホジエステラーゼ

5 阻害剤 
シルデナフィルクエ

ン酸塩 
バルデナフィル塩酸

塩水和物 
タダラフィル(シアリス)

･ボセンタン水和物 
･コハク酸ソリフェナシ

ン 
･デフェラシロクス 
・ミラベグロン 

 

 



 
4.副作用 

変更なし 

(1)重大な副作用（頻度不明） 

下記の重大な副作用があらわれることがあるので、観察を十

分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な

処置を行うこと。また、2)ショック、アナフィラキシー、3)腎不

全、間質性腎炎、4)溶血性貧血の副作用についてはアレル

ギー性と考えられており、特に間歇投与時又は投与を一時中

止し再投与する場合に起こりやすいので注意すること。 
1)変更なし 

2)ショック、アナフィラキシー（初期症状：発熱、悪寒・戦慄、顔

面潮紅、呼吸困難、胸内苦悶等） 

3)～8)変更なし 

 

(2)その他の副作用 

変更なし 

副作用発現頻度 
種 類 

5%以上 0.1～5%未満 頻度不明 

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 

内分泌 

  月経異常、甲

状腺機能低下

症、副腎機能

不全 

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 

8.過量投与 

(1)徴候、症状 

1) 皮 膚 ・ 唾 液 ・ 涙 液 ・ 汗 ・ 顔 面 の 橙 赤 色 化 (red man 
syndrome) 、 嘔 気 ・ 嘔 吐 、 腹 痛 、 肝 肥 大 、 黄 疸 、

AST(GOT)・ALT(GPT)等の上昇、頭痛、顔面又は眼窩周

囲浮腫 

2)急性肺水腫、嗜眠、意識障害、痙攣、低血圧、洞頻脈、心

室性不整脈、心停止 

(2)処置 

胃洗浄、活性炭の投与、強制利尿、血液透析等、必要に応じ

て適切な処置を行うこと。 
 

4.副作用 

省略 

(1)重大な副作用（頻度不明） 

下記の重大な副作用があらわれることがあるので、観察を十

分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な

処置を行うこと。また、2)ショック、アナフィラキシー様症状、3)
腎不全、間質性腎炎、4)溶血性貧血の副作用についてはア

レルギー性と考えられており、特に間歇投与時又は投与を一

時中止し再投与する場合に起こりやすいので注意すること。 
1)省略 

2)ショック、アナフィラキシー様症状（初期症状：発熱、悪寒・

戦慄、顔面潮紅、呼吸困難、胸内苦悶等） 

3)～8)省略 

 

(2)その他の副作用 

省略 

副作用発現頻度 
種 類 

5%以上 0.1～5%未満 頻度不明 

省略 省略 省略 省略 

内分泌 

  月経異常、甲

状腺機能低下

症 

省略 省略 省略 省略 

 

8.過量投与 

(1)徴候、症状 

1) 皮 膚 ・ 唾 液 ・ 涙 液 ・ 汗 ・ 顔 面 の 橙 赤 色 化 (red man 
syndrome) 、 嘔 気 ・ 嘔 吐 、 腹 痛 、 肝 肥 大 、 黄 疸 、

AST(GOT)・ALT(GPT)等の上昇 

2)急性肺水腫、嗜眠、意識障害、痙攣 

 

 

(2)処置 

胃洗浄、活性炭の投与、強制利尿、血液透析 
 

 

 

【改訂理由 自主改訂】 
１．「相互作用」の項の冒頭の文章の改訂 

従来より、本剤は多くの薬剤との様々な相互作用が報告されており、随時追記されておりますが、可能性の

あるすべての組み合わせについて検討、記載されているわけではないため、他剤との併用の際には注意し

ていただくよう改訂いたしました。 

 

２．「禁忌」および「相互作用」の「併用禁忌」の項への追記 

①リルピビリン塩酸塩、エルテグラビルまたはコビシスタットを含有する製剤の追記 
併用により、代謝酵素（CYP3A4 等）が誘導され、リルピビリン塩酸塩、エルテグラビルおよびコビシスタッ

トの血中濃度の低下が認められたため、追記いたしました。[詳細はリルピビリン塩酸塩製剤、エルテグラビ

ルまたはコビシスタットを含有する製剤の添付文書をご参照ください。] 

 

３．「相互作用」の「併用注意」の項への追記 

①アトバコンの追記 
併用により、アトバコンの血中濃度の低下が認められたため、追記いたしました。[詳細はアトバコン製剤の

添付文書をご参照ください。] 
 

②リバーロキサバン、アピキサバンの追記 
併用により、代謝酵素（CYP3A4）および P-糖蛋白が誘導され、リバーロキサバン、アピキサバンの血中濃

度の低下が認められたため、追記いたしました。[詳細はリバーロキサバン製剤、アピキサバン製剤の添付

文書をご参照ください。]



 

③NK1 受容体拮抗型制吐薬、ホスアプレピタントメグルミンの追記 

併用により、活性本体であるアプレピタントの代謝が促進され、血中濃度の低下が認められたため、NK1受

容体拮抗型制吐薬として追記いたしました。[詳細はホスアプレピタントメグルミン製剤の添付文書をご参

照ください。] 

 

④過活動膀胱治療薬における記載整備 

過活動膀胱治療薬として、新たにフェソテロジンフマル酸塩製剤が発売されました。 

併用により、代謝酵素（CYP3A4 等）が誘導され、フェソテロジンの血中濃度の低下が認められたため、過

活動膀胱治療薬として既に記載していた製剤と併せて、コハク酸ソリフェナジン、ミラベグロン等と記載を

整備いたしました。[詳細はフェソテロジンフマル酸塩製剤の添付文書をご参照ください。] 

 

⑤鎮痛薬、メサドン塩酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩の追記 

併用により、代謝酵素（CYP3A4 等）が誘導され、メサドンおよびブプレノルフィンの血中濃度の低下が認

められたため、鎮痛薬として追記いたしました。[詳細はメサドン塩酸塩製剤およびブプレノルフィン塩酸塩

製剤の添付文書をご参照ください。] 

 

⑥トファシチニブクエン酸塩の追記 

併用により、代謝酵素（CYP3A4 等）が誘導され、トファシチニブの血中濃度の低下が認められたため、

追記いたしました。[詳細はトファシチニブクエン酸塩製剤の添付文書をご参照ください。] 

 

４．「重大な副作用」の項におけるアナフィラキシーの記載整備 

「アナフィラキシー様症状」の表記を「アナフィラキシー」に変更いたしました。 

【参考】医薬品・医療機器等安全性情報 No.299 

http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/file/PMDSI299.pdf#page=21  

 

５．「その他の副作用」における副腎機能不全の追記 

本剤は肝ミクロゾーム酵素を誘導し、コルチゾールの異化作用を促進させるため、従来より慎重投与の項に

て、副腎皮質不全のある患者において副腎機能不全（副腎クリーゼ）を誘発する恐れがあることに関し注意

喚起しておりますが、副腎機能不全が顕在化していない患者においても副腎機能不全をおこす可能性があ

ることから追記いたしました。 

次項に症例概要が記載されておりますので併せてご参照ください。 

 

６．「過量投与」の「徴候・症状」の項への頭痛、顔面又は眼窩周囲浮腫、低血圧、洞頻脈、心室性

不整脈、心停止の追記、「処置」の項の記載整備 

本剤 CDS 注）に記載されたことから、国内においても CDS との整合性を図るため改訂いたしました。 

 

注）CDS（Core Data Sheet：企業中核データシート） 

各国の添付文書を作成する際に基準となる製品情報であり、本剤の CDS はドイツ サンド株式会社で作成され

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

されており、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に逐次改訂が行われ

ています。 

 

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.221」に掲載されます。 

 



副作用症例概要 
その他の副作用：副腎機能不全 改訂に至った根拠症例 

患者 副作用 

性別・

年齢 

原疾患又は

使用理由 

（合併症） 

１日投与量 

投与期間 経過及び処置 

（時期不明） 

突然構音障害が発現後、意識障害も発現し、救急外来を受診。 

血糖値16mg/dlと著明な低下を認め、低血糖発作と診断。高濃度ブドウ

糖液の静脈注射にて処置。意識レベルは改善。 

胸部単純X線写真にて両側肺野の空洞を伴う斑状影を認めたため、胸部

CT施行。両側に比較的壁の厚い空洞性病変および粒状影が多発。同日

施行した喀痰検査にてガフキー1号を認め、PCRの結果もふまえ、肺非結

核性抗酸菌症と診断。 

 

（時期不明） 

非結核性抗酸菌症に対し、クラリスロマイシン800mg/day、リファンピシン

450mg/day、エタンブトール750mg/dayの投与開始。 

肺野の陰影は軽快傾向となったが、低Na血症が進行し低血糖を頻発す

るようになった。 

男 

 

80歳代 

非定型抗酸

菌症 

 

(肺結核、低

血糖発作、意

識障害) 

450ｍｇ 

 

(投与期間

不明) 

 

(時期不明) 

意識障害の進行とともに自発呼吸が減弱し、人工呼吸管理となった。 

コルチゾール、ACTHの測定を行い副腎不全と診断。ヒドロコルチゾン

200mg/dayにて治療開始。ヒドロコルチゾンの投与継続にて速やかに意

識レベルは改善。自発呼吸も回復したため、人工呼吸から離脱。血清Na

値もヒドロコルチゾン投与開始後より上昇傾向となり、低血糖発作も消失。

併用薬：クラリスロマイシン、エタンブトール 

 

患者 副作用 

性別・ 

年齢 

原疾患又は

使用理由 

（合併症） 

１日投与

量 

投与期間 経過及び処置 

（時期不明） 胸部X線で右上肺野に結核影あり。非定型抗酸菌

症と診断。 

投与開始日 リファンピシンの投与開始。 

投与29日目 徐々にNa低下。 

投与81日目 ふらつき出現。 

投与82日目 救急外来。Na 115と低下。入院。SIADHと診断。水

分制限と塩化ナトリウム10gの投与開始。 

 Na 130台まで回復。頭部MRIで占拠性病変、ラトケ

のう胞が疑われる。 

投与126日目 退院。 

投与138日目 38℃の発熱。 

投与140日目 朝6時半に呼びかけに反応なし。報告施設に来院。

血糖17㎎/dｌ。入院後ブドウ糖点滴で意識回復。コ

ルチゾールは生命の危機に瀕している割には正常

低値。副腎不全を疑い、各種負荷試験を行う。

ACTH-Z試験で副腎機能不全と考えられた。 

投与166日目 

(投与中止日)

リファンピシンの投与中止。 

男 

 

70歳代 

非定型抗酸

菌症 

 

(甲状腺機

能低下症、

低血圧、ビ

タミンB5欠

乏、肺炎) 

450ｍｇ 

 

(投与期間

166日) 

投与200日目 

（投与中止34

日目）  

回復。 

併用薬：レボチロキシンナトリウム、メシル酸ジヒドロエルゴタミン、イソニアジド、エタンブトール、セチリジン、ミトドリ

ン、臭化メペンゾラート、メシル酸カモスタット、リン酸ピリドキサール 
 



リファンピシンカプセル150mg「サンド」 使用上の注意（全文） 
（2013年7月改訂第8版） 

 

【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) 

(1)過敏症の既往歴のある患者 

(2)間歇投与又は投与を一時中止し、再投与する場合［このような

場合にはアレルギー性の副作用があらわれやすい。］ 

(3)副腎皮質不全のある患者［副腎(急性)クリーゼを誘発することが

ある。］ 

(4)慢性甲状腺炎のある患者［甲状腺機能低下症を増悪又は顕在

化させることがある。］ 

(5)肝障害又はその既往歴のある患者［症状が悪化又は再発する

おそれがある。］ 

2.重要な基本的注意 

(1)他の抗結核薬との併用により、重篤な肝障害があらわれることが

あるので、併用する場合は定期的に肝機能検査を行うこと。(「3.

相互作用」、「4.(1)重大な副作用」の項参照) 

(2)ハンセン病へ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。 

(3)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。 

3.相互作用 

本剤はチトクロームP450 3A4(CYP3A4)をはじめとする肝薬物代

謝酵素、P糖蛋白を誘導する作用がある。本剤は多くの薬剤との相

互作用が報告されているが、可能性のあるすべての組み合わせに

ついて検討されているわけではないので、他剤と併用する場合に

は注意すること。 
(1)併用禁忌（併用しないこと） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

HIV感染症治療薬 
インジナビル硫酸塩エ

タノール付加物 
(クリキシバン) 
サキナビルメシル酸塩 
(インビラーゼ) 
ネルフィナビルメシル酸塩

(ビラセプト) 
ホスアンプレナビルカ

ルシウム水和物 
(レクシヴァ) 
アタザナビル硫酸塩 
(レイアタッツ) 

これらの薬剤の作用が減

弱するおそれがある。 

 

 

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用によ

り、これらの薬剤又は活

性代謝物の代謝を促進

し、血中濃度を1/5以下

に低下させると考えられ

ている。 
 
 
 
 
 
 

デラビルジンメシル酸

塩 

(レスクリプター) 

 本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用に

より、デラビルジンの代

謝を促進し、AUC を約

100％低下させると考え

られている。 
リルピビリン塩酸塩 

（エジュラント） 

 本剤の肝薬物代謝酵素

（CYP3A4）誘導作用に

より、リルピビリンの代謝

を促進し、Cmin、Cmax 及

び AUC24 をそれぞれ

89％、69％及び 80％低

下させると考えられている。

エルビテグラビル又は

コビシスタットを含有す

る製剤 

（スタリビルド） 

 

これらの薬剤の作用が

減弱するおそれがある。 

本剤の肝薬物代謝酵素

（CYP3A4）誘導作用に

より、エルビテグラビル及

びコビシスタットの代謝を

促 進 し 、 血 中 濃 度 を

低下させると考えられている。

ボリコナゾール 

(ブイフェンド) 

 

ボリコナゾールの作用が

減弱するおそれがある。 

 

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用によ

り 、 ボ リ コ ナ ゾ ー ル の

Cmax及びAUCをそれ

ぞれ93％及び96％低下

させると考えられている。

プラジカンテル 

(ビルトリシド) 

 

プラジカンテルの作用が

減弱するおそれがある。 

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用によ

り、プラジカンテルの代謝

を促進し、血中濃度を約

100％低下させると考えら

れている。 
タダラフィル 

(アドシルカ) 

 

タダラフィルの作用が減

弱するおそれがある。 

 

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用によ

り、本剤(600mg/日)の併用

で、タダラフィル(10mg)
のCmax及びAUCをそ

れぞれ46％及び88％低

下させると考えられてい

る。 
テラプレビル 

(テラビック) 

テラプレビルの作用が減

弱するおそれがある。 

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用によ

り、テラプレビルの代謝

を促進し、AUCを92％

低下させると考えられて

いる。 

(2)併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

エタンブトール塩酸塩 

 

エタンブトールの視力障

害を増強するおそれが

ある。 

視力障害について観察

を十分に行う。 

機序は不明である。 

 

抗結核薬 

イソニアジド等 

 

重篤な肝障害があらわ

れることがある。定期的

に肝機能検査を行う。 

 

本剤の肝薬物代謝酵素

誘導作用により、イソニア

ジドの代謝を促進し、肝

毒性を有する代謝物の

産生を増加させると考え

られている。 

アセトアミノフェン 本剤の長期投与により、

肝薬物代謝酵素が誘導

され、肝障害を生じやす

くなるとの報告がある。 

本剤の肝薬物代謝酵素

誘導作用により、アセトア

ミノフェンの代謝を促進

し、肝毒性を有する代謝

物の産生を増加させると

考えられている。 

レフルノミド 

 

外国人健康成人を対象

に行った併用試験にお

いて、レフルノミドの活性

代謝物のCmaxが上昇

したとの報告がある。 

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4等 )誘導作用

により、レフルノミドから

活性代謝物への代謝を

促進すると考えられてい

る。 
ピタバスタチンカルシウ

ム 

 

 

外国人健康成人を対象

に行った併用試験にお

いて、ピタバスタチンの

Cmax及びAUCが上昇

したとの報告がある。 

有機アニオントランスポ

ーターを介したピタバス

タチンの肝臓への取り込

みを阻害すると考えられ

る。 

リネゾリド 外国人健康成人を対象

に行った併用試験にお

いて、リネゾリドのCmax
及びAUCが低下したとの

報告がある。 

機序は不明である。 

ダビガトランエテキシラー

ト 

ダビガトランの血中濃度

が低下することがある。 
本剤の P 糖蛋白誘導作

用によるものと考えられ

ている。 
アトバコン アトバコンとの併用によ

り、アトバコンの血中濃

度が約 53%低下し、t1/2

は約 33 時間短縮したと

の報告がある。 

機序は不明である。 

 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 

(1)胆道閉塞症又は重篤な肝障害のある患者［症状が悪化するお

それがある。］ 

(2)HIV感染症治療薬（インジナビル硫酸塩エタノール付加物、サ

キナビルメシル酸塩、ネルフィナビルメシル酸塩、ホスアンプレ

ナビルカルシウム水和物、アタザナビル硫酸塩、デラビルジンメ

シル酸塩、リルピビリン塩酸塩、エルビテグラビル又はコビシスタ

ットを含有する製剤）、ボリコナゾール、プラジカンテル、タダラフ

ィル（アドシルカ）又はテラプレビルを投与中の患者（「3.相互作

用」の項参照） 

(3)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉 

(1)肺結核及びその他の結核症に対する本剤の使用にあたって

は、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、

疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。 

(2)本剤をMAC症を含む非結核性抗酸菌症に使用する際には、投

与開始時期、投与期間、併用薬等について国内外の各種学会

ガイドライン1）～3）等、最新の情報を参考にし、投与すること。 



 
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

･クマリン系抗凝固薬 
・リバーロキサバン、 
アピキサバン 

･経口糖尿病薬 
･シクロスポリン 
タクロリムス水和物 
ミコフェノール酸モフェ

チル 

これらの薬剤の作用が

減弱することがある。 
 

本剤の肝薬物代謝酵素

(C Y P 3 A 4 等)誘導作

用により、これらの薬剤

の代謝を促進し、これら

の薬剤又は活性代謝物

の血中濃度を低下させる

と考えられている。 

･テオフィリン 
･ジギタリス製剤 
･トルバプタン 
･抗不整脈薬 

キニジン硫酸塩水和物 
メキシレチン塩酸塩 
ジソピラミド 
プロパフェノン塩酸塩 
ピルシカイニド塩酸

塩水和物 
･カルシウム拮抗薬 

ベラパミル塩酸塩 
ニフェジピン 
アゼルニジピン等 

･ブナゾシン塩酸塩 
･エプレレノン 
･β 遮断薬 

メトプロロール酒石酸塩 
プロプラノロール塩

酸塩 
カルベジロール等 

･エナラプリルマレイン酸塩  
･高脂血症用薬 

クロフィブラート 
フルバスタチンナトリ

ウム 
CYP3A4 で代謝され

る薬剤 
シ ン バ ス タ チ ン 

等 
･セビメリン塩酸塩水和物 
･副腎皮質ホルモン剤 
･卵胞ホルモン剤・黄体

ホルモン剤 
・ジアフェニルスルホン 
･クロラムフェニコール 
･ドキシサイクリン塩酸塩

水和物 
･クラリスロマイシン 
･テリスロマイシン 

･アゾール系抗真菌薬 
フルコナゾール等 

･テルビナフィン塩酸塩 
･HIV 感染症治療薬 

HIV プロテアーゼ

阻害剤 
リトナビル 
ロピナビル等 

ジドブジン 
ネビラピン 
エファビレンツ 
ラルテグラビルカリ

ウム 
マラビロク 

･抗てんかん剤 
フェニトイン 
カルバマゼピン 
ラモトリギン 

･エレトリプタン臭化水素

酸塩 
･抗精神病薬 

ハロペリドール 
ブロムペリドール 
オランザピン 
クエチアピンフマル

酸塩 
クロザピン等 

･ベンゾジアゼピン系薬

剤 
ジアゼパム 
ミダゾラム 
トリアゾラム等 

･ゾルピデム酒石酸塩 
･ゾピクロン 
･三環系抗うつ薬 

ノルトリプチリン塩酸

塩等 
･ミルタザピン 
･ドネペジル塩酸塩 

 

･5-HT3 受容体拮抗型制

吐薬 
トロピセトロン塩酸塩

等 
・NK1 受容体拮抗型制

吐薬 
ホスアプレピタントメグ

ルミン 
･タモキシフェンクエン酸

塩 
トレミフェンクエン酸塩 

･抗悪性腫瘍薬 
CYP3A4 で代謝され

る薬剤 
イマチニブメシル

酸塩 
ゲフィチニブ 
ラパチニブトシル

酸塩水和物 
イリノテカン塩酸

塩水和物 
レトロゾール等 

･ホスホジエステラーゼ 5
阻害剤 

シルデナフィルクエ

ン酸塩 
バルデナフィル塩酸

塩水和物 
タダラフィル 
(シアリス) 

･ボセンタン水和物 
・過活動膀胱治療薬 

コハク酸ソリフェナシン

ミラベグロン等 
･デフェラシロクス 
・鎮痛薬 

メサドン塩酸塩、ブプレ

ノルフィン塩酸塩 
・トファシチニブクエン酸

塩 

4.副作用 

［肺結核及びその他の結核症］ 

本剤は使用成績調査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。 

［ハンセン病］ 

ハンセン病患者を対象にした使用成績調査においてリファンピシ

ンは本剤を含み5製剤使用された。118例中報告された副作用は

22.9％(27例)で、主な副作用は胃不快感、嘔吐等の胃腸障害

5.1％(6例)であった。(再審査終了時) 
(1)重大な副作用(頻度不明) 

下記の重大な副作用があらわれることがあるので、観察を十分

に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置

を行うこと。また、2)ショック、アナフィラキシー、3)腎不全、間質

性腎炎、4)溶血性貧血の副作用についてはアレルギー性と考

えられており、特に間歇投与時又は投与を一時中止し再投与

する場合に起こりやすいので注意すること。 

1)劇症肝炎等の重篤な肝障害 

定期的に肝機能検査を行うこと。 

2)ショック、アナフィラキシー(初期症状：発熱、悪寒・戦慄、顔面

潮紅、呼吸困難、胸内苦悶等) 

3)腎不全、間質性腎炎、ネフローゼ症候群 

4)溶血性貧血 

5)無顆粒球症、血小板減少 

6)偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎(症状：腹痛、頻

回の下痢等) 

7)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN)、皮膚

粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、扁平苔癬型皮疹、

天疱瘡様及び類天疱瘡様皮疹、紅皮症(剥脱性皮膚炎) 

8)間質性肺炎 

 

 

 

 

(2)その他の副作用 

下記の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた

場合には必要に応じ投与を中止するなど適切な処置を行うこ

と。 

副作用発現頻度 
種  類 

5％以上 0.1～5％未満 頻度不明 

肝 臓注1)

 黄疸、AST(GOT)上
昇、ALT(GPT)上昇

等 

 

過 敏 症注 2)  発疹等 発 熱 等 の か ぜ 様

症候群、蕁麻疹等

腎 臓  尿蛋白等 血尿等 

血 液 

 顆粒球減少注3）、出血

傾向注3）、好酸球増多

等 

 

消 化 器 

胃腸障害(食欲不

振、悪心、嘔吐、

胃痛、下痢、胃不

快感等) 

 出血性びらん性胃

炎 

精神神経系 
 不眠、頭痛、めまい いらいら感、傾眠、

錯乱 

内 分 泌 

  月経異常、甲状腺

機能低下症、副腎

機能不全 

そ の 他 

 全身倦怠感、しびれ

感 

筋脱力、手指のこ

わば り、浮腫、運

動失調 

注1)定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認

められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

注2)観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止す

ること。特に間歇投与時又は投与を一時中止し再投与する場

合には、このような症状が起こりやすいので注意すること。 

注3)観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止す

ること。 

5.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。 

6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、投与しないこと

が望ましい。［動物実験(ラット、マウス)で催奇形作用が報告され

ている。］ 

(2)授乳中の婦人には、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。［ヒト母乳中へ移行することが報

告されている。］ 

7.臨床検査結果に及ぼす影響 

(1)BSP又はICG排泄の遅延がみられることがある。 

(2)微生物学的検査法による血清中葉酸値、ビタミンB12値が異常を

示すことがある。 

8.過量投与 

(1)徴候、症状 

1)皮膚・唾液・涙液・汗・顔面の橙赤色化(red man syndrome)、
嘔気・嘔吐、腹痛、肝肥大、黄疸、AST(GOT)・ALT(GPT)等
の上昇、頭痛、顔面又は眼窩周囲浮腫 

2）急性肺水腫、嗜眠、意識障害、痙攣、低血圧、洞頻脈、心室

性不整脈、心停止 

(2)処置 

胃洗浄、活性炭の投与、強制利尿、血液透析等、必要に応じて

適切な処置を行うこと。 

9.適用上の注意 

薬剤交付時 

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導する

こと。［PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、

さらには穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発するこ

とが報告されている。］ 

10.その他の注意 

(1)尿、糞、唾液、痰、汗、涙液がリファンピシン及びその代謝物に

より橙赤色に着色する。なお、血清も同様の着色を示す。また、

ソフトコンタクトレンズが変色することもある。 

(2)海外において、ポルフィリン症の患者に投与した場合、症状を

誘発又は悪化させたとの報告がある。 
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