
MYRIN®タブレット
（エタンブトールHCl-リファンピシン-イソニアジド）

1.医薬品の名前

MYRIN®、MYRIN®フォルテ

2.定性的および定量的組成

エタンブトールHCl、リファンピシン、イソニアジドの組み合わせ：

MYRIN®、MYRIN®フォルテ

各MYRIN®タブレットに含まれるもの：

有効成分 構成
エタンブトールHCl 300mg

リファンピシン 150mg

イソニアジド 75mg

マイリン®フォルテタブレットに含まれるもの：

有効成分 構成

エタンブトールHCl 275 mg

リファンピシン 150mg

イソニアジド 75mg

3.剤形

タブレット

4.臨床詳細

4.1。治療上の適応症

MYRIN®新規および再治療症例の継続期治療に適応となる。⾼レベルのイソニアジド耐性が知られてい
る、または疑われる集団では、新しい結核患者がMYRINを投与される可能性があります®継続段階での治
療は、リファンピシンとイソニアジドの許容可能な代替法です。
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4.2。投与の⽅針と⽅法

MYRIN®⾷事の1時間前または2時間後に服⽤する必要があります。胃腸の炎症が起こった場合、その組み合わせは⾷物または制酸剤
と⼀緒に摂取することができますが、アルミニウム含有制酸剤と⼀緒に摂取することはできません。

結核の推奨される投与量と治療計画は、患者の病歴、治療への反応、および分離株の感受性によっ
て異なります。

提案された投与量

短期化学療法で当局が推奨する3つの必須医薬品の1⽇量の範囲は次のとおりです。

エタンブトール15mg‒ 25 mg/kgリファンピシ
ン10mg/kgから600mgまでイソニアジド5mg‒ 
10 mg/kgから300mgまで

各MYRIN®タブレットに含まれるもの：
エタンブトールHCl300mg、リファンピシン150 mg、イソニアジド75 mg

患者は、次の1⽇1回の投与量を1〜2時間与える必要があります⾷事の前に。1錠/体
重15kg。

あるいは、以下の投与計画を使⽤することができる。
（常に患者の体重に応じて投与量を計算してください。固定⽤量の組み合わせで体重の投与量が異なる場
合は、別々の薬を使⽤することをお勧めします。）

患者の体
重量（KG）

継続フェーズ

新しいケースで04か⽉

再治療の場合の05ヶ⽉

MYRIN ®

30-39
40-54

55歳以上

02錠
03錠
04錠

⼩児⽤投与量

併⽤の有効性は⼩児では確⽴されておらず、安全な使⽤条件が確⽴されていないため、この製品を
13歳未満の⼩児に使⽤しないでください。

⽼⼈⽤投与量

他の薬と同様に、MYRINを使⽤するときは注意が必要です®⾼齢患者を治療するため。

腎不全

エタンブトールは腎不全の患者に蓄積します。腎機能障害がひどい場合、または患者が遅いアセチレーターで
ある場合は、投与量の削減が必要になる場合があります。
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肝不全

MYRINの⽤量調整®肝不全の患者や遅いアセチレーターの患者には必要かもしれません。急性または
慢性肝疾患の患者およびアセチレーターが遅い患者は、⾎清イソニアジド濃度が⾼く、イソニアジ
ドの⾎清半減期が⻑くなります。リファンピシンのクリアランスは、肝疾患の患者で⼤幅に減少し
ます。

4.3。禁忌

MYRIN®
イソニアジド、またはこの製品の添加剤のいずれかに。

患者には使⽤しないでください とともに既知 エタンブトール、リファンピシンまたは

MYRIN®アルコール依存症、視神経炎、
または医師がそれが使⽤されるかもしれないと決定しない限り、既知の眼球後神経炎の患者。

⻩疸の存在下で、

MYRIN®また、視覚的な副作⽤や視⼒の変化を認識して報告することができない患者（例：幼児や精
神疾患または精神障害のある患者）には禁忌です。

4.4。特別な警告と使⽤上の注意

スティーブンス‧ジョンソン症候群（SJS）、中毒性表⽪壊死症（TEN）、好酸球増加症および全⾝
症状を伴う薬物反応（DRESS）、急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）などの重度⽪膚有害反応
（SCAR）の報告があります。抗結核薬（セクションを参照）4.8望ましくない影響）。患者が⽪膚
の発疹を発症した場合は、注意深く監視し、病変が進⾏した場合は疑わしい薬を中⽌する必要があ
ります。複数の抗結核薬が同時に処⽅されるため、特定の薬を特定することは困難です。具体的に
は、マルチシステムの潜在的な⽣命を脅かすSCARであるDRESSの場合、最初の症状が現れるまでの
時間が⻑くなる可能性があります。DRESSは臨床診断であり、その臨床症状は意思決定の基礎であ
り続けます。症候群の死亡率と内臓のため、疑わしい薬物の早期の撤退は不可⽋です

関与（例えば、肝臓、⾻髄または腎臓）。

エタンブトール塩酸塩は視⼒の低下を引き起こす可能性があり、これは視神経/後眼球神経炎が原因であると思
われる場合があります。この効果は、治療の⽤量と期間に関連している可能性があります。この効果は、薬剤
の投与がすぐに中⽌された場合、⼀般的に元に戻すことができます。しかし、不可逆的な失明が報告されてい
ます。（セクションを参照4.8。望ましくない影響）。

死亡者を含む肝臓毒性が報告されているベースラインおよび肝機能の定期的な評価を実施する必要
があります。

エタンブトールは⽬に独特の効果があります。です
治療を開始する前と薬物投与中に定期的に完全な眼科検査を受けます。これ

視⼒、⾊、視⼒、視野検査、および
検眼鏡検査。⽩内障、眼の再発性炎症状態、視神経炎、糖尿病性網膜症などの視覚障害のある患者
では、視⼒の変化の評価はより困難です。そのような患者では、考慮が払われるべきです

視覚的な劣化の可能性

、 したがって、 推奨 全て忍耐 取る MYRIN®

したほうがいい

検査

the期待される利益間の関係 MYRINから®

管理 （セクションを参照4.8。望ましくない影響）。

尿、糞便、唾液、痰、涙は、MYRINのリファンピシン成分によって⾚橙⾊に着⾊されることがあります®。ソフ
トコンタクトレンズは永久に汚れる可能性があります。
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他の強⼒な薬と同様に、腎臓、肝臓、造⾎などの臓器系機能の定期的な評価は、MYRIN中に⾏う必
要があります®治療。

ピリドキシン⽋乏症は、⾼⽤量のイソニアジドを服⽤している成⼈で時々観察されます。⾼⽤量のビタミンB6
による治療が必要な場合があります。

栄養失調、慢性アルコール依存症、または糖尿病の結果として末梢神経障害のリスクがある患者
は、ピリドキシンを1⽇10mg追加投与する必要があります。地域社会の健康⽔準が低い場合、これ
は定期的に提供されるべきです。

MYRIN®けいれんを誘発する可能性があるため、てんかん患者、または躁病または軽躁病を特徴とする精
神状態の患者には注意して投与する必要があります。

MYRIN®管理がより困難になる可能性があるため、糖尿病の患者には注意して使⽤する必要がありま
す。

MYRIN®視⼒と⾊覚を低下させる可能性があり、機械を運転して使⽤する能⼒に影響を与える可能性がありま
す。

腎機能が低下している患者は、塩酸エタンブトールの⾎清レベルによって決定されるように、この
薬剤の主な排泄経路が腎臓によるため、投与量を減らす必要があります。

他の強⼒な薬剤と同様に、腎臓、肝臓、造⾎などの臓器系機能のベースラインおよび定期的な評価
を実施する必要があります。

4.5。他の医薬品および他の相互作⽤の形態との相互作⽤

エタンブトールに関連する相互作⽤

エタンブトールを他の神経毒性薬と併⽤すると、視神経炎や末梢神経炎などの神経毒性の可能性が
⾼まる可能性があります。

⽔酸化アルミニウムを含む制酸剤は、エタンブトールの吸収を損ないました。

エタンブトールはフェントラミン（ロジチン）と反応して褐⾊細胞腫の偽陽性検査を誘発する可能性があります。

リファンピシンに関連する相互作⽤

リファンピシンは、クマリンタイプの薬剤の抗凝固効果を低下させることが観察されています。必
要なクマジンの⽤量を確⽴および維持するために、プロトロンビン時間を毎⽇または必要な頻度で
測定することをお勧めします。

経⼝避妊薬の信頼性は、少なくとも1つの他の抗結核薬と組み合わせたリファンピシンで結核の治療
を受けている患者に影響を与える可能性があることが報告されています。このような場合、代替の
避妊⼿段を検討する必要があるかもしれません。

リファンピシンは、肝ミクロソーム酵素の誘導によって次の薬の代謝を増加させ、⾎清濃度を低下
させる可能性があります。
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アミノフィリン、テオフィリン、スルホニル尿素経⼝抗糖尿病薬、フェノバルビタール、全⾝ベー
タアドレナリン遮断薬、クロランフェニコール、クロフィブレート、コルチコステロイド、シクロ
スポリン、ダプソン、ジアゼパム、ジジタリスグリコシド、ジソピラミド、メキシレチン、キニジ
ン、トカイニド、 、経⼝ベラパミル。

クロファジミンを同時に使⽤すると、リファンピシンの吸収が減少し、ピークまでの濃度が遅れ、
半減期が⻑くなります。

リファンピシンの治療レベルは、⾎清葉酸とビタミンBの標準的な微⽣物学的アッセイを阻害することが
⽰されています12。葉酸とビタミンBを決定するときは、別の⽅法を検討する必要があります12

リファンピシンの存在下での濃度。

プロベネシドは、肝臓への取り込みについてリファンピシンと競合する可能性があり、その結果、リファンピシンの取り込
みおよび/または毒性が増加し、より⻑くなります。ただし、効果には⼀貫性がなく、リファンピシンの⾎清濃度を上げる
ためにプロベネシドを同時に使⽤することはお勧めしません。

イソニアジドに関連する相互作⽤

イソニアジドを慢性的に使⽤すると、⾎漿クリアランスが低下し、アルフェンタニル、クマリン、インダンジ
オン誘導体抗凝固薬、ベンゾジアゼピン、カルバマゼピン、テオフィリンの作⽤期間が⻑くなる可能性があり
ます。

イソニアジドを同時に投与されている患者では、フェニトインの使⽤を注意深く監視する必要があります。イソニアジド
は、フェニトインの排泄を減少させるか、その効果を⾼める可能性があります。

慢性パラセタモール、アルコール、リファンピシン、およびその他の肝毒性薬を同時に使⽤すると、イソニア
ジド誘発性肝毒性の可能性が⾼まる可能性があります。アルミニウム含有制酸剤は、イソニアジドの吸収と⾎
清濃度を遅らせ、低下させる可能性があります。

スイスやチェシャーなどの特定の種類のチーズ、またはマグロやイワシなどの⿂を同時に摂取すると、⽪膚の
かゆみ、急速なまたはドキドキする⼼臓、寒気、および頭痛を引き起こす可能性があります。これは、⾎漿モ
ノアミンの阻害が原因と考えられています⿂やチーズに含まれるチラミンやヒスタミンの代謝を妨げるイソニ
アジドによるオキシダーゼとジアミンオキシダーゼ。

糖質コルチコイドコルチコステロイドは、肝臓の代謝および/またはイソニアジドの排泄を増加させる可能性があります。

サイクロセリン、ジスルフィラム、およびその他の神経毒性薬との併⽤は、CNS毒性の可能性を⾼める可能性
があります。

イソニアジドは、エンフルランと同時に使⽤すると、潜在的に神経毒性のある無機フッ化物代謝物の形成を増加させ
る可能性があります。

ケトコナゾールまたは⾮経⼝ミコナゾールとイソニアジドを併⽤することはお勧めしません。

硫酸銅尿糖検査で偽陽性反応が起こる可能性があります。

4.6。出⽣⼒、妊娠および授乳

MYRINのコンポーネント®妊娠と胎児に有害な薬理学的影響を及ぼします。妊婦におけるリファンピ
シン、エタンブトール、イソニアジドの使⽤に関する⼗分なデータはありません。動物での研究は
⽣殖毒性を⽰しています。⼈間の潜在的なリスクは不明です。
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リファンピシンは、⾮常に⾼⽤量の動物で催奇形性があることが⽰されています。リファンピシンを妊娠
の最後の数週間に投与すると、⺟親と乳児に出⽣後の出⾎を引き起こす可能性があり、ビタミンKによる
治療が必要となる場合があります。リファンピシンは胎盤関⾨を通過して臍帯⾎に現れることが報告され
ているため、リファンピシン治療を受けた⺟親の新⽣児は、悪影響の形跡がないか注意深く観察する必要
があります。

妊娠中の⼥性を対象とした適切で⼗分に管理された研究はありません。エタンブトール塩酸塩を含む抗結
核薬治療を受けている⼥性から⽣まれた乳児に眼の異常が発⽣したという報告があります。エタンブトー
ル塩酸塩は、利益が胎児への潜在的なリスクを正当化する場合にのみ、妊娠中に使⽤する必要がありま
す。

エタンブトール塩酸塩は、⾼⽤量で投与された場合、妊娠中のマウスおよびウサギで催奇形性を⽰すことが⽰
されています。妊娠中のマウスまたはウサギを⾼⽤量の塩酸エタンブトールで治療した場合、胎児の死亡率は
わずかに増加しましたが、有意ではありませんでした（P> 0.05）。エタンブトール塩酸塩で処理された雌ラッ
トは、出⽣⼒と同腹児数のわずかではあるがわずかな（P> 0.05）減少を⽰した。

妊娠中に⾼⽤量の塩酸エタンブトールで治療されたマウスから⽣まれた胎児では、⼝蓋裂、外脳
症、脊柱の異常の発⽣率が低いことが観察されました。妊娠中に⾼⽤量の塩酸エタンブトールで治
療されたラットの新⽣児に、頸椎の軽微な異常が⾒られました。妊娠中に⾼⽤量の塩酸エタンブ
トールを投与されたウサギは、単眼症の2⼈の胎児を出産しました。

イソニアジドは妊娠中のラットとウサギで殺胚性であると報告されています。

リファンピシンとイソニアジドは⺟乳に排泄されます。したがって、MYRINを投与されている患者が乳児に乳房を与えるべ
きではありません。®

4.7。機械を運転および使⽤する能⼒への影響

MYRIN®視⼒と⾊覚を低下させる可能性があり、機械を運転して使⽤する能⼒に影響を与える可能性がありま
す。

4.8。望ましくない影響

MYRIN®エタンブトール、リファンピシン、イソニアジドの組み合わせです。各コンポーネントには、以下に⽰す特定の報
告された副作⽤があります。

エタンブトールに関連する有害反応：

エタンブトールでは以下の反応が起こりました。エタンブトールはMYRINの成分なので®、
これらの反応は、MYRINを使⽤した場合にも発⽣する可能性があります®。

⾎液およびリンパ系の障害

⽩⾎球減少症、⾎⼩板減少症、好中球減少症。

免疫系障害
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アナフィラキシー/アナフィラキシー様反応（ショックおよび死亡者を含む）。

⽪膚反応（発疹や剥離性⽪膚炎など）、好酸球増加症、および次の1つ以上からなる過敏症症候群：
肝炎、肺炎、腎炎、⼼筋炎、⼼膜炎。発熱とリンパ節腫脹が⾒られる場合があります。

代謝と栄養障害

⾷欲不振、⾎清尿酸濃度の上昇。

神経系障害

めまい、感覚鈍⿇、知覚異常。

⽬の障害

エタンブトールは、視神経炎が原因と思われる不可逆的な失明を含む視⼒の低下を引き起こす可能
性があります。この効果は、投与量と治療期間に関連している可能性があり、20 mg / kgを超える⽤
量でエタンブトールを⻑期間投与されている患者は、視神経炎を発症するリスクが⾼くなります。
この効果は、薬の投与をすぐに中⽌すると⼀般に元に戻り、視⼒の回復は通常、薬を中⽌してから
数週間から数か⽉の間に起こります。⼀部の患者は、視⼒喪失の再発なしに、そのような回復後に
再びエタンブトールを投与されました。ただし、まれに回復が最⼤1年以上遅れることがあり、不可
逆的な失明も報告されています。さらに、低体重の⼦供と⼤⼈（<

エタンブトールは眼に独特の効果があるため、患者は治療を開始する前と薬物投与中に定期的に完全な眼科検査を受けることをお勧めします。この検査には、視⼒、⾊覚、視野検査、検眼鏡

検査を含める必要があります。この薬は視⼒に悪影響を与える可能性があるため、⾝体検査には検眼鏡検査、指の視野検査、⾊識別の検査を含める必要があります。⽩内障、眼の再発性炎症

状態、視神経炎、糖尿病性網膜症などの視覚障害のある患者では、視⼒の変化の評価はより困難であり、視⼒の変化が基礎疾患の状態。そのような患者では、視覚的変化の評価は難しいた

め、期待される効果と視覚的悪化の可能性との関係を考慮する必要があります。視⼒の変化は⽚側性または両側性である可能性があるため、各眼を別々にテストし、両⽅の眼を⼀緒にテスト

する必要があります。視⼒検査は、エタンブトール療法を開始する前、および薬剤投与中に定期的に実施する必要があります。ただし、患者が15 mg /kg/⽇以上の投与量である場合は⽉に1

回実施する必要があります。視⼒検査にはスネレン視標をお勧めします。臨床研究は、エタンブトールを投与されていない多くの結核患者の視⼒にスネレン視標の1本または2本の線の明確な

変動があることを⽰しています。視⼒の変化は⽚側性または両側性である可能性があるため、各眼を別々にテストし、両⽅の眼を⼀緒にテストする必要があります。視⼒検査は、エタンブ

トール療法を開始する前、および薬剤投与中に定期的に実施する必要があります。ただし、患者が15 mg /kg/⽇以上の投与量である場合は⽉に1回実施する必要があります。視⼒検査にはス

ネレン視標をお勧めします。臨床研究は、エタンブトールを投与されていない多くの結核患者の視⼒にスネレン視標の1本または2本の線の明確な変動があることを⽰しています。視⼒の変化

は⽚側性または両側性である可能性があるため、各眼を別々にテストし、両⽅の眼を⼀緒にテストする必要があります。視⼒検査は、エタンブトール療法を開始する前、および薬剤投与中に

定期的に実施する必要があります。ただし、患者が15 mg /kg/⽇以上の投与量である場合は⽉に1回実施する必要があります。視⼒検査にはスネレン視標をお勧めします。臨床研究は、エタ

ンブトールを投与されていない多くの結核患者の視⼒にスネレン視標の1本または2本の線の明確な変動があることを⽰しています。ただし、患者が15mg /kg/⽇以上の投与量である場合は⽉

に1回⾏う必要があります。視⼒検査にはスネレン視標をお勧めします。臨床研究は、エタンブトールを投与されていない多くの結核患者の視⼒にスネレン視標の1本または2本の線の明確な

変動があることを⽰しています。ただし、患者が15mg /kg/⽇以上の投与量である場合は⽉に1回⾏う必要があります。視⼒検査にはスネレン視標をお勧めします。臨床研究は、エタンブトー

ルを投与されていない多くの結核患者の視⼒にスネレン視標の1本または2本の線の明確な変動があることを⽰しています。

以下の表は、エタンブトールに起因する視⼒の変化の可能性を解釈するのに役⽴つ場合があります。

最初のスネレン
価値

値を⽰す
⼤幅な減少

重要な数
⾏の

減少-数
ポイントの

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

⼀般に、「有意な線数」および「減少-点数」で⽰されたものよりも少ない視⼒の変化は、偶然の発
⾒、検査⽅法の制限、または⽣理学的変動性が原因である可能性があります。逆に、「有意な線
数」および「減少-点数」と同等またはそれを超える視⼒の変化は、患者の視覚状態の再検査および
注意深い評価の必要性を⽰しています。注意深い評価により、視覚的変化の⼤きさが確認され、別
の原因が明らかにならない場合は、エタンブトールを中⽌し、患者を頻繁に再評価する必要があり
ます。治療中の視⼒の進⾏性の低下は、エタンブトールによるものと⾒なされなければなりませ
ん。

治療前に矯正眼鏡を使⽤する場合は、視⼒検査中にこれらを着⽤する必要があります。治療の1〜2
年の間に、屈折異常が発⽣する可能性があります。これは、正確な検査結果を得るために修正する
必要があります。ピンホールを通して視⼒をテストすることで、屈折異常を排除します。エタンブ
トール治療中に視覚異常を発症した患者は、視⼒の低下の実証前または実証と同時に主観的な視覚
症状を⽰す可能性があり、エタンブトールを投与されたすべての患者は、かすみ⽬および他の主観
的な⽬の症状について定期的に質問されるべきです。

さらに、視野⽋損、⾊覚異常、暗点、視神経症、眼球後神経炎、先天性眼科異常が報告されていま
す。

患者は、視⼒の変化を医師に迅速に報告するようにアドバイスされるべきです。

胃腸障害

上腹部痛、便秘、吐き気、嘔吐、腹痛、⾷欲不振、⾦属味、⼝渇。

肝胆道障害

肝機能検査の異常（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼの増加、アラニンアミノトランス
フェラーゼの増加）および死亡を含む肝毒性によって⽰されるように、肝機能の障害が報告されて
います。⻩疸および⼀過性の肝機能障害も報告されています。エタンブトールは1つ以上の他の抗結
核薬との併⽤療法に推奨されるため、これらの変化は併⽤療法に関連している可能性があります。

⽪膚および⽪下組織の障害

かゆみ、発疹、スティーブンス‧ジョンソン症候群、中毒性表⽪壊死症。

筋⾻格系、結合組織および⾻の障害

関節の痛み、急性痛⾵。

呼吸器疾患、胸椎および縦隔疾患

好酸球増加症の有無にかかわらず、肺浸潤。

腎臓および尿の障害
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痛⾵、⾼尿酸⾎症

⼀般的な障害と管理サイトの状態

倦怠感、発熱。

リファンピシンに関連する有害反応：

リファンピシンでは以下の反応が起こりました。リファンピシンはMYRINの成分であるため®、これらの反応は
MYRINの使⽤でも発⽣する可能性があります®。

⾎液およびリンパ系の障害

⾎⼩板減少症、⽩⾎球減少症、溶⾎性貧⾎、貧⾎、好酸球増加症。⾎⼩板減少症は、エタンブトー
ルとリファンピシンを間⽋投与で併⽤投与した場合に発⽣しました。
週に2回、⾼⽤量でスケジュールします。

免疫系障害

過敏反応

代謝と栄養障害

⾎清尿酸の上昇。

神経系障害

頭痛、眠気、倦怠感、運動失調、めまい、集中⼒の⽋如、精神的混乱、筋⼒低下、全⾝のしびれ、
四肢の痛み。

⽬の障害

視覚障害、滲出性結膜炎。

胃腸障害

胸焼け、吐き気、嘔吐、下痢、上腹部痛、⾷欲不振、ガス、けいれん、⼝の痛み、⾆の痛み、真菌
の異常増殖。

肝胆道障害

肝炎または肝炎プロドロマール症候群、肝障害を伴うショック様症候群、異常な肝機能検査（⾎清
ビリルビン、⾎清トランスアミナーゼ、およびアルカリホスファターゼの上昇）。

リファンピシンによる肝炎は、肝機能が正常な患者に発⽣する可能性があります。リファンピシンを単独
で、またはイソニアジドと同時に投与すると、慢性肝疾患、アルコール依存症、および⽼年期が重篤な肝
障害の発⽣率を⾼めるようです。

⽪膚および⽪下組織の障害
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かゆみ、じんましん、発疹、類天疱瘡反応、紫斑。

腎臓および泌尿器系の障害

BUNの上昇、間質性腎炎、腎機能の変化。

溶⾎、⾎⾊素尿症、⾎尿、腎不全または急性腎不全が報告されており、⼀般的に過敏反応と⾒なさ
れています。これらは、断続的な治療中、または毎⽇の投与計画の意図的または偶発的な中断後に
治療が再開されたときに発⽣し、リファンピシンが中⽌されて適切な治療が開始されたときに可逆
的でした。

⽣殖器系と乳房障害

⽉経障害。

⼀般的な障害と管理サイトの状態

発熱、「インフルエンザ様」症候群。

イソニアジドに関連する有害反応：

イソニアジドでは以下の反応が起こりました。イソニアジドはMYRINの成分であるため®、これらの反応
はMYRINの使⽤でも発⽣する可能性があります®。

⾎液およびリンパ系の障害

無顆粒球症、
リンパ節腫脹。

好酸球増加症、 貧⾎、 ⾎⼩板減少症、 メトヘモグロビン⾎症、 ⾎管炎、

免疫系障害

アレルギー反応、狼瘡様症候群、リウマチ症候群。
過敏症は、発熱、さまざまな⽪膚の発疹、肝炎、発疹（⿇疹様、斑状丘疹、紫斑病、および蕁⿇疹を含む）、
⾎管炎、およびリンパ浮腫を引き起こす可能性があります。

神経系障害

末梢神経障害は、イソニアジドの最も⼀般的な毒性作⽤です。これは⽤量に関連しており、栄養不良の⼈や神
経炎にかかりやすい⼈（アルコール依存症や糖尿病患者など）で最も頻繁に発⽣し、通常は⾜や⼿の知覚異常
が先⾏します。発⽣率は遅いアセチレーターでより⾼くなります。イソニアジドは、ピリドキシン拮抗薬とし
て作⽤することにより、末梢神経炎を引き起こす可能性があります。ピリドキシンは、イソニアジド誘発性末
梢神経炎の予防と治療に成功裏に使⽤されてきました。

頭痛、不眠症、落ち着きのなさ、精神錯乱、中毒性精神病、反射亢進、筋⾁のけいれん、知覚異
常）

イソニアジドを⾼⽤量で投与すると、明らかに正常な⼈にけいれんが発⽣しました。

⽬の障害

10
フィリピンLPDによると⽇付：2020年11⽉1⽇およびパキスタンで承認された情報



MYRIN / LPD / PK-05

視神経炎と視神経萎縮が報告されています。眼科検査は、視覚的な愁訴が発⽣した場合はいつでも
実施する必要があります。

⽿と迷路の障害

⽿鳴り。

代謝と栄養障害

ペラグラ、⾼⾎糖、代謝性アシドーシス、⼥性化乳房。

胃腸障害

上腹部痛、吐き気、嘔吐、便秘。

肝胆道障害

重度の、時には致命的な肝炎が発⽣する可能性があり、何ヶ⽉もの治療の後でも発症する可能性がありま
す。肝炎を発症するリスクは年齢に関連しており、毎⽇の飲酒に伴って増加します。

膵炎の症例は、主に活動性のための併⽤療法で治療された患者に⾒られました
結核。

⽪膚および⽪下組織の障害

発疹、剥離性⽪膚炎

筋⾻格系、結合組織、および⾻の障害

関節炎の症状。

腎臓および尿の障害

男性の尿障害（前⽴腺閉塞症候群）、尿閉。

⼀般的な障害と管理サイトの状態

発熱、⼝の乾燥。

4.9。過剰摂取

MYRINの過剰摂取®摂取後30分から3時間以内に兆候と症状を引き起こします。吐き気、嘔吐、無気
⼒、めまい、ろれつが回らない、視⼒障害、幻視などが初期症状の1つです。実際の意識不明は、重
度の肝障害を伴う場合に発⽣する可能性があります。⽪膚、尿、汗、唾液、涙、糞便の茶⾊がかっ
た⾚またはオレンジ⾊の変⾊は、摂取量に⽐例する場合があります。肝腫⼤は、おそらく圧痛を伴
い、重度の過剰摂取後数時間以内に発症する可能性があり、⻩疸が急速に発症する可能性がありま
す。肝機能障害のある患者では、肝病変がより顕著になる可能性があります。著しい過剰摂取、呼
吸困難、中枢神経系抑制により、昏迷から重度の昏睡へと急速に進⾏し、重度の難治性の発作が予
想されます。重度の代謝性アシドーシス、ケトン尿症、および⾼⾎糖症は、典型的な検査所⾒で
す。視⼒の喪失は、エタンブトールの過剰摂取を⽰している可能性があります
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処理

MYRINを中⽌する®。気道を確保し、適切な呼吸交換を確⽴します。ピリドキシンは、明らかに摂取
されたイソニアジドのグラムごとに1グラムの⽤量で投与する必要があります。最初の2〜3時間以内
の胃洗浄が推奨されますが、けいれんが抑制されるまで試みるべきではありません。胃内容物の排
出後に活性炭スラリーを胃に注⼊した胃洗浄は、胃腸管に残っている薬物を助け、吸収する可能性
があります。重度の吐き気/嘔吐を抑えるために制吐薬が必要になる場合があります。

強制浸透圧利尿（摂取量と排出量を測定）は、薬物の排泄を促進するのに役⽴ちます。体外⾎液透
析が必要になる場合があります。

アクティブな利尿（摂取量と排出量を測定）は、薬物の排泄を促進するのに役⽴ちます。胆汁ドレ
ナージは、24〜48時間以上続く肝機能の深刻な障害の存在下で⽰される場合があります。このよう
な状況では、体外⾎液透析が必要になる場合があります。

5.薬理学的特性

5.1。薬⼒学的特性

MYRIN®結核性を持っています。

エタンブトールの作⽤機序は完全にはわかっていません。それはマイコバクテリアに拡散し、RNA合成を
妨害することによって増殖を抑制するように⾒えます。活発に分裂しているマイコバクテリアに対しての
み有効です。

リファンピシンは、DNA依存性RNAポリメラーゼのベータサブユニットに強く結合し、酵素がDNA
に付着するのを防ぎ、RNA転写の開始をブロックすることにより、細菌のRNA合成を阻害します。

イソニアジドは殺菌性の抗結核剤であり、活発に分裂するマイコバクテリアに対して活性があり、
その作⽤機序は、感受性の⾼い⽣物のミコール酸合成の阻害と細胞壁の破壊に関係している可能性
があります。

5.2。薬物動態学的特性

MYRINを投与されている健康なボランティアにおける相対的バイオアベイラビリティ研究からのデータ®絶⾷状態では、3つ
の有効成分であるリファンピシン、イソニアジド、エタンブトールのそれぞれが、これら4つの製品を⼀緒に投与した場
合、それぞれの参照医薬品と⽣物学的に同等であることを⽰しています。

エタンブトール

エタンブトールは消化管から容易に吸収されます。25 mg / kgの単回投与では、2〜4時間の間に2〜
5 mcg/mlのピーク⾎漿濃度が⽣成されます。それは肺を含むほとんどの組織に分布し、肺胞および
腋窩リンパ節マクロファージ内に局在します。投与後24時間以内に、摂取したエタンブトールの
75％近くが未変化の薬物として排泄され、最⼤15％が⽷球体濾過と尿細管分泌を介して尿中の2つの
代謝物として排泄されます。平均消失半減期は約3時間です。エタンブトールは、腎機能障害のある
患者に蓄積します。
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エタンブトールは胎盤を通過し、⺟乳に排泄されます。

リファンピシン

リファンピシンは経⼝投与後によく吸収されます。600mgの投与後2〜4時間以内に7〜9mcg/mlの
ピーク⾎漿濃度に達する。⾷物はリファンピシンの吸収を減らします。リファンピシンは、吸収後
に腸肝循環を起こします。それは脳脊髄液を含むほとんどの体組織によく拡散し、主に脱アセチル
化代謝物に代謝されます。この脱アセチル化された代謝物は、未変化の薬剤の抗菌活性を持ってい
ます。リファンピシンの投与量の約65％が糞便に排泄され、尿中に約30％が排泄されますが、その
半分未満が未変化の薬剤である可能性があります。初回投与後のリファンピシンの消失半減期は2〜
5時間で変動し、肝代謝の増加により反復投与後2〜3時間に減少します。腎機能障害のある患者では
リファンピシンの腎クリアランスが低下しますが、これらの患者での投与量の調整は必要ありませ
ん。リファンピシンのクリアランスは、肝疾患の患者で⼤幅に減少します。セクションを参照して
ください4.3。禁忌、4.4。特別な警告と使⽤上の注意と

4.8。望ましくない影響肝不全患者におけるリファンピシンの使⽤に関する詳細については。

リファンピシンは胎盤を通過し、⺟乳に排泄されます。

イソニアジド

イソニアジドは急速に吸収され、経⼝摂取の1〜2時間後にピーク⾎漿濃度に達します。⾷物はイソ
ニアジドの⽣物学的利⽤能を低下させます。イソニアジドの組織分布は広範囲です。かなりのレベ
ルのイソニアジドが、いくつかの体液（胸膜液、腹⽔液、脳脊髄液）および組織で達成されます。
イソニアジドは、主にアセチル化と脱ヒドラジン化によって代謝されます。アセチル化の速度は遺
伝的に決定されます。したがって、薬物の⾎漿中濃度と半減期は、個⼈のアセチル化率に依存しま
す。成⼈の平均排泄半減期は1.2時間から5.0時間まで⼤きく異なります。イソニアジドの投与量のほ
ぼ75％から95％は、主に24時間以内に尿中の代謝物として排泄されます。腎機能障害のある患者に
おける薬物の蓄積を考慮する必要があります。急性または慢性肝疾患の患者は、⾎清イソニアジド
濃度が⾼く、イソニアジドの⾎清半減期が⻑くなります。これらの患者では、薬の副作⽤を避ける
ために投与量の調整が必要になる場合があります。

イソニアジドは胎盤を通過し、⺟乳に排泄されます。

5.3。前臨床安全性データ

情報はありません

6.医薬品の詳細

6.1。添加剤のリスト

スクロース

ソルビトール溶液
ゼラチンブルーム
澱粉グリコール酸ナトリウム
ラウリル硫酸ナトリウム
セルロース微結晶性ステア
リン酸マグネシウム
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ステアリン酸
Opadry
軽質鉱油
タルクパウダー：*
精製⽔：*

*製造⼯程で使⽤されますが、最終製品には表⽰されません

6.2。⾮互換性

情報はありません

6.3。貯蔵寿命

24ヶ⽉

6.4。保管に関する特別な注意事項

30℃以下の涼しい乾燥した場所に保管してく
ださい。熱や湿気から保護します。
薬物は⼦供の⼿の届かないところに保管する必要があります

6.5。容器の性質と内容

MYRIN®：
パック：80年代

MYRIN FORTE®：
パック：80年代と100年代

マイリン/LPD/ PK-0
フィリピンLPD⽇付によると：

5
11⽉1⽇ 2020パキスタンで承認された情報

販売元：
ファイザーパキスタンリミテッド

当社のウェブサイトをご覧くださいwww.pfizer.com.pk製品リーフレットの最新バージョンについて。

14
フィリピンLPDによると⽇付：2020年11⽉1⽇およびパキスタンで承認された情報



MYRIN / LPD / PK-05

7.参考⽂献

1-
2-2-
No.3
3-イソニアジド_RMC_Minutes_2019_02_15

結核ガイドラインのWHO治療‒第4版
パキスタン胸部学会‒結核管理のための国家ガイドライン‒ PCS Publication

15
フィリピンLPDによると⽇付：2020年11⽉1⽇およびパキスタンで承認された情報


