
添付⽂書：ユーザー向けの情報
リファタール50、120、300mg錠
イソニアジド、リファンピシン、ピラジナミド

このリーフレットは⾒たり読んだりするのが難しいですか？ヘルプ

が必要な場合は08000352525に電話してください

リファタール錠について知っておくべき重要なこと
•• 医師の指⽰どおりにリファタール錠を服⽤することが⾮常に重要です
•• あなたの医者があなたにやめるように⾔うまであなたはそれを服⽤し続けなければなりません

•• 薬局や店で購⼊した薬など、他の薬を服⽤している場合は、医師が知っていることを確認
する必要があります

•• リファタール錠は、すべての体液をオレンジ⾊または⾚⾊にします。⼼配しないでください-これは正常で有害
ではありません

•• 空腹時にリファタール錠を服⽤してください。これは、⾷事の少なくとも30分前または⾷事の2時間
後を意味します

•• リファタータブレットを服⽤している間は、熟成チーズ、塩漬け⾁、⿂（マグロ、サーモン、サバなど）を⾷べたり、ワ
インやビールを飲んだりしないでください（「リファタータブレットを⾷べ物や飲み物と⼀緒に飲む」を参照）。

•• 体温が上がったり、気分が悪くなったり、気分が悪くなったり、⾷欲がなくなったり、⽪
膚、⻭茎、⽬が⻩⾊くなったりした場合は、すぐに医師に相談してください。

この薬を服⽤する前に、このリーフレットの残りの部分を注意深く読んでください。
このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。さらに質問がある場合は、医師または薬剤
師に相談してください。この薬はあなたのために処⽅されました。他⼈に渡さないでください。彼らの症状があなたのものと
同じであっても、それは彼らに害を及ぼす可能性があります。副作⽤が深刻になった場合、またはこのリーフレットに記載さ
れていない副作⽤に気付いた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

このリーフレットの内容
1.リファタール錠とは何か、そしてそれらは何のために使われるのか
2.リファタール錠を服⽤する前に知っておくべきこと
3.リファタール錠の服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.リファタール錠の保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.リファタール錠とは何か、そしてそれらは何のために使われるのか
リファター錠には、イソニアジド、リファンピシン、ピラジナミドと呼ばれる3種類の薬が含まれています。それらは
すべて、抗結核薬と呼ばれる薬のグループに属しています。それらは結核を引き起こすバクテリアを殺すことによっ
て働きます。リファタール錠は結核（TBとしても知られています）の治療に使⽤されます。

2.リファタール錠を服⽤する前に知っておくべきこと
次の場合はリファタール錠を服⽤しないでください。

×あなたはアレルギー（過敏症）です
- イソニアジド

- リファンピシン

- ピラジナミド
- リファタール錠の他の成分のいずれか（セクション6：詳細情報を参照）アレルギー反応

の兆候には、発疹、嚥下または呼吸の問題、唇、顔、喉、または⾆の腫れが含まれます

⽪膚や⽬が⻩変している（⻩疸）××

TITLE - ISONIAZID + PYRAZINAMIDE + RIFAMPICIN / RIFATER 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-isoniazid-pyrazinamide-rifampicin-rifater-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1596.pdf


××あなたはHIV感染のためにサキナビルまたはリトナビルを服⽤しています（下記の「他の薬の服⽤」セクションを参
照）

上記のいずれかに該当する場合は服⽤しないでください。よくわからない場合は、リファタール錠を服⽤する前に医師ま
たは薬剤師に相談してください。

警告と注意事項
次の場合は、リファタール錠を服⽤する前に医師または薬剤師に相談してください。
-
-
-

肝臓に問題があります
腎臓に問題があり、1⽇あたり600mgを超えるリファンピシンを服⽤している場合は糖尿病です。
この薬を服⽤している間、あなたの糖尿病はコントロールするのがより難しくなるかもしれません

痛⾵（関節の痛みや腫れ）があった、またはあったことがあるあな
たは⾎を吐き出している
てんかんがあります
メンタルヘルスの問題（うつ病や統合失調症など）があった、またはあったことがある腕
や脚がしびれている、または弱いと感じている（末梢神経障害）
あなたはHIVに感染しています
体重が不⾜しているか、栄養不良です
あなたは毎⽇アルコールを飲むか、あなたはアルコール依存症です
あなたは⾃分⾃⾝に薬物を注射します
あなたは黒⼈またはヒスパニック系の⼥性です

「ポルフィリン症」と呼ばれるまれな⾎液の問題があります
出⾎に問題があるか、あざができやすい傾向があります
結核の症状が再発または悪化する（セクション4考えられる副作⽤を参照）あなたの医者はあなたの体がいく
つかの薬を取り除くのに⻑い時間がかかるとあなたに⾔いました（あなたは遅いアセチレーター状態を持って
います）
あなたはコンタクトレンズを着⽤します。リファタール錠を服⽤すると、ソフトコンタクトレンズが永久に汚れる可能
性がありますこの薬を服⽤している⼈は⼦供です
あなたは65歳以上です

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-

-
-
-
上記のいずれかに該当するかどうかわからない場合は、リファタール錠を服⽤する前に医師または薬剤師に相談して
ください。

⾎液検査
この薬を服⽤する前に、医師はあなたの⾎液をチェックする必要があります。これは、この薬を服⽤した後に
⾎液に変化が起こったかどうかを医師が知るのに役⽴ちます。
35歳以上の場合は、肝臓がどのように機能しているかを確認するために、毎⽉⾎液検査を⾏う必要があ
ります。

リファタール錠には特に注意してください
スティーブンス‧ジョンソン症候群（SJS）、中毒性表⽪壊死症などの重篤な⽪膚反応（⼗）
、好酸球増加症および全⾝症状を伴う薬剤反応（DRESS）、急性汎発性発疹性膿疱症
（AGEP）が、リファタール錠の使⽤で報告されています。
•• SJS / TENは、最初は⾚みがかった標的スポットまたは円形のパッチとして現れることがあり、多くの場合、体幹に中央

の⽔疱があります。また、⼝、喉、⿐、性器、⽬（⾚く腫れた⽬）の潰瘍が発⽣する可能性があります。これらの深刻
な⽪膚の発疹は、しばしば発熱および/またはインフルエンザのような症状が先⾏します。発疹は、⽪膚の広範囲にわた
る剥離および⽣命を脅かす合併症に進⾏するか、または致命的となる可能性があります。

•• DRESSは、最初はインフルエンザのような症状と顔⾯の発疹として現れ、その後、体温が⾼
く、⾎液検査で⾒られる肝酵素のレベルが上昇し、⽩⾎球の種類（好酸球増加症）とリンパ
節の腫⼤が増加した発疹が続きます。 。



•• AGEPは、治療の開始時に、⽪膚の下に隆起があり、発熱を伴う⽔疱を伴う、⾚くて鱗状の
広範囲にわたる発疹として現れます。最も⼀般的な場所：主に⽪膚のひだ、体幹、上肢に
局在します。

重篤な⽪膚反応が発⽣するリスクが最も⾼いのは、状態にもよりますが、治療開始後2⽇から
2ヶ⽉以内です。重度の発疹などの⽪膚症状が出た場合は、リファタール錠の服⽤を中⽌し、医
師の診察を受けるか、直ちに医師の診察を受けてください。

他の薬とリファタール錠
他の薬を服⽤している、または最近服⽤したことがある場合は、医師または薬剤師に伝えてください。
これには、薬草を含む処⽅箋なしで購⼊する薬が含まれます。これは、リファタール錠が他の薬の作⽤
に影響を与える可能性があるためです。また、⼀部の薬はリファタール錠の働きに影響を与える可能性
があります。

特に、この薬を服⽤しないでください。服⽤している場合は医師に相談してください。
×HIV感染に使⽤されるサキナビルまたはリトナビル
次の薬は、リファタール錠の効果を低下させる可能性があります。
•• 消化不良に使⽤される制酸剤。制酸剤を服⽤する少なくとも1時間前にリファタール錠を服⽤してください
•• P-アミノサリチル酸（PAS）やサイクロセリンなどの結核に使⽤される他の薬。PASとリファタール

錠は少なくとも8時間間隔で服⽤する必要があります

次の薬のいずれかを服⽤している場合は、医師に相談してください。
⼼臓と⾎液の薬
•• ⾼⾎圧の薬
•• ⼼臓の問題や⼼拍を制御するための薬
•• ワルファリンやクロピドグレルなどの⾎液を薄くするために使⽤される薬
•• コレステロールを下げるために使⽤される薬
•• エプレレノンなどの⽔錠（利尿薬） メンタルヘ
ルス、てんかん、運動ニューロン薬
•• ハロペリドールなどの「抗精神病薬」として知られる思考障害の薬
•• 不安を和らげる、または軽減する薬（睡眠薬、抗不安薬）
•• 睡眠を助ける薬（バルビツール酸塩）
•• フェニトインやカルバマゼピンなどのてんかんに使⽤される薬
•• アミトリプチリンやノルトリプチリンなどのうつ病に使⽤されるいくつかの薬
•• リルゾール-運動ニューロン疾患に使⽤ 感染
症と免疫系のための薬
•• スタブジンやザルシタビンなどのHIV感染症に使⽤されるいくつかの薬
•• インジナビル、エファビレンツ、アンプレナビル、ネルフィナビル、アタザナビル、ロピナビル、ネビパリン、ダクラタ

スビル、シメプレビル、ソフォスブビル、テラプレビルなどのウイルス感染症に使⽤されるいくつかの薬
•• 真菌感染症に使⽤される薬
•• 細菌感染症に使⽤される薬（抗⽣物質）
•• シクロスポリン、シロリムス、タクロリムスなどの免疫系を低下させるために使⽤

される薬
•• プラジカンテル-条⾍感染症に使⽤
•• アトバコン-肺炎に使⽤ ホルモン
と癌の薬
•• 避妊に使⽤されるいくつかのホルモン薬（エストロゲン、全⾝ホルモン、プロゲストゲン）、ま

たはエチニルエストラジオール、レボノルゲストレル、ジドロゲステロンなどのいくつかの種類
の癌

•• タモキシフェン、トレミフェン、ゲストリノンなど、乳がんや⼦宮内膜症に使⽤されるいくつか
のホルモン薬（抗エストロゲン）



•• イマチニブなどの癌（細胞毒性）に使⽤されるいくつかの薬
•• 甲状腺の問題に使⽤されるレボチロキシン（甲状腺ホルモン）
•• イリノテカン-癌に使⽤ 痛み、炎
症、痛⾵の薬
•• エトリコキシブ、アスピリン、インドメタシンなどの⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAIDS）
•• コデイン、モルヒネ、フェンタニル、ペチジンなどの痛みに使⽤される薬
•• ヒドロコルチゾン、ベタメタゾン、プレドニゾロンなどの炎症に使⽤されるコルチコス

テロイド
•• メタドン-ヘロイン離脱に使⽤
•• スルフィンピラゾン-痛⾵に使
⽤ その他の薬
•• 糖尿病に使⽤される薬
•• ハロタンなど、⼿術前に筋⾁を弛緩させるために使⽤される薬（⿇酔薬）
•• タダラフィルなどの勃起障害に使⽤される薬
•• オンダンセトロンやアプレピタントなど、気分が悪くなったり気分が悪くなったりするために使⽤される薬
•• プロベネシド（腎臓の損傷を⽌めるためにシドフォビルと呼ばれる薬と⼀緒に使⽤されます）
•• セファゾリンなどの他の抗⽣物質
•• キニーネ-マラリアに使⽤
•• テオフィリン-喘鳴または呼吸困難に使⽤されます

⾷べ物や飲み物と⼀緒にリファタール錠を服⽤する
イソニアジドは、ヒスタミンまたはチラミンを含む⾷品（例：成熟したチーズ、硬化⾁、マグロ、サーモン、
サバなどの⿂、ワイン、ビール）と相互作⽤し、頭痛、発汗、紅潮、速い、不均⼀または強い⼼拍（動悸）な
どの症状を引き起こす可能性があります。めまい、頭がおかしい、またはかすかな感じ（低⾎圧による）。イ
ソニアジドを服⽤している場合は、これらの⾷品を避ける必要があります。あなたの医者はさらにアドバイス
することができます。

妊娠と授乳
妊娠している場合、妊娠を計画している場合、または妊娠していると思われる場合は、この薬を服⽤する前に医師に相
談してください。リファタール錠は、避妊薬の「ピル」の効果を低下させる可能性があります。これは、別のタイプの
避妊に変更する必要があることを意味します。代わりに、リファタール錠を服⽤している間は、コンドームや「コイ
ル」などの信頼できる避妊⽅法を使⽤する必要があります。質問がある場合、またはこのことについて不明な点がある
場合は、医師または薬剤師に相談してください。
リファタール錠を服⽤している場合は、授乳しないでください。これは、少量が⺟乳に移⾏する可
能性があるためです。⺟乳育児中または授乳を計画している場合は、薬を服⽤する前に医師または
薬剤師に相談してください。

機械の運転と使⽤
この薬を服⽤している間、あなたはめまいや失神を感じたり、視⼒に問題があったり、運転能⼒に影響を与える可能性の
ある他の副作⽤があるかもしれません。このような場合は、⼯具や機械を運転したり使⽤したりしないでください。

リファタール錠のいくつかの成分に関する重要な情報 リファタール錠には以
下が含まれます：
•• スクロース：⼀部の糖分を許容できないと医師から⾔われた場合は、リファタール錠を服⽤する

前に医師に相談してください。
•• ナトリウム：これらの錠剤は、1⽇量あたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）を含み、本質的に

「ナトリウムフリー」です。

3.リファタール錠の服⽤⽅法



医師の指⽰どおりに、常にリファタール錠を服⽤してください。よくわからない場合は、医師または薬剤
師に確認してください。

この薬を飲み続けてください
•• 医者があなたにそれらを取るように⾔った間ずっとあなたは毎⽇錠剤を服⽤しなければなりません
•• 錠剤の服⽤を⽌めて始めないでください。これは副作⽤のリスクを⾼める可能性があり、結核は適

切に治療されません

錠剤の服⽤⽅法
•• この薬を⼝から飲む
•• ⽔を飲みながら、錠剤全体を飲み込みます
•• ⾷事の少なくとも30分前または⾷事の2時間後に服⽤してください
•• 毎⽇、すべての錠剤を1回分として⼀緒に服⽤してください
•• この薬を⼦供に与えないでください
•• 薬の効果が弱すぎたり強すぎたりする場合は、⾃分で服⽤量を変えずに医師に相談

してください。
あなたの医者はあなたにビタミンBを摂取するように頼むかもしれません6リファタール錠による治療中、特に栄養
不良、⾼齢者、または糖尿病患者の場合。

どれくらい取るか 通常の投

与量は次のとおりです。

⼤⼈と⾼齢者
•• 毎⽇3〜6錠。量はあなたの体重に依存します
•• あなたが年配の場合、あなたの医者はあなたの治療をより綿密に監視するかもしれません 
⼦供
この薬は⼦供への使⽤はお勧めしません。

必要以上にリファタール錠を服⽤した場合
リファタール錠を必要以上に服⽤している場合は、すぐに医師に相談するか、病院の救急科に⾏ってく
ださい。薬パックを持っていきましょう。これは、医師があなたが何を服⽤したかを知るためです。

気分が悪くなる（吐き気）、気分が悪くなる（嘔吐する）、腹痛、かゆみ、頭痛などがあります。また、疲れ
たり、眠くなったり、めまいがしたり、頭がおかしくなったり、視界がぼやけたり奇妙になったり（幻覚）、
失神したり、失神したりすることもあります。飲み過ぎのその他の兆候には、顔、⽬、まぶたの腫れ、発話の
鈍化、呼吸困難、速い⼼拍、不均⼀な⼼拍、発作、⼼臓発作などがあります。

リファタール錠の服⽤を忘れた場合
飲み忘れた場合は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れ
た分は飲まないでください。忘れた錠剤を補うために2回分を服⽤しないでください。

テスト
リファタール錠を服⽤すると、⼀部の⾎液検査の結果に影響を与える可能性があります。特に、葉酸、ビ
タミンBのテスト12と肝機能。⾎液検査を受ける場合は、リファタール錠を服⽤していることを医師に伝え
ることが重要です。

4.起こりうる副作⽤
すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありま
せん。 次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、服⽤を中⽌してすぐに病院に⾏ってください。

•• アレルギー反応があります。兆候には、発疹、嚥下または呼吸の問題、喘鳴、唇、顔、
喉、または⾆の腫れが含まれる場合があります。



•• スティーブンス‧ジョンソン症候群、中毒性表⽪壊死症などの重篤な⽪膚発疹。これらは⾚みがかった標的のよ
うな斑点または円形の斑点として現れることがあり、しばしば体幹の中央の⽔疱、⽪膚の剥離、⼝、喉、⿐、⽣
殖器および眼の潰瘍を伴い、発熱およびインフルエンザのような症状が先⾏する可能性があります。セクション2
も参照してください。

•• 広範囲にわたる発疹、体温の上昇、肝酵素の上昇、⾎液の異常（好酸球増加症）、リンパ
節の腫⼤、その他の体の臓器の関与（DRESSまたは薬剤性過敏症としても知られる好酸
球増加症および全⾝症状を伴う薬剤反応）。セクション2も参照してください。

•• ⽪膚の下に隆起があり、治療開始時に発熱を伴う⽔疱を伴う、⾚くて鱗状の広範囲にわたる
発疹（急性汎発性発疹性膿疱症）。セクション2も参照してください。

•• いつもより傷つきやすいです。または、⽪膚の下に濃い⾚い斑点の痛みを伴う発疹があり、それらを
押しても消えない場合があります（紫斑）。これは深刻な⾎液の問題が原因である可能性があります

•• 重度の出⾎（出⾎）があります
•• 逆説的な薬物反応：結核の症状が再発したり、新しい症状が発⽣したりする可能性があります

治療中の最初の改善後。逆説的な反応は、抗結核治療を開始してから早くも2週間、遅くて
も18か⽉と報告されています。逆説的な反応は、通常、発熱、リンパ節の腫れ（リンパ節
炎）、息  切れ、咳に関連しています。逆説的な薬物反応のある患者は、頭痛、⾷欲不振、
体重減少も経験する可能性があります

•• 悪寒、倦怠感、異常に薄い肌の⾊、息切れ、速い⼼拍、または濃い⾊の尿があります。こ
れは深刻なタイプの貧⾎の兆候である可能性があります

•• 尿に⾎が混じっている、または尿の量が増減している。また、特に脚、⾜⾸、⾜のむくみが
出ることがあります。これは深刻な腎臓の問題によって引き起こされる可能性があります

•• 突然ひどい頭痛がします。これは脳の出⾎の兆候である可能性があります
•• 息切れと喘鳴
•• 混乱したり、眠くなったり、ベトベトした肌になったり、呼吸が浅くなったり困難になったり、⿎動が激しくなったり、肌が通常よりも

⻘⽩くなったりします。これらはショックの兆候である可能性があります

•• 通常よりも感染しやすくなります。兆候には、発熱、喉の痛み、⼝内炎などがあります。
これは、⽩⾎球の数が少ないことが原因である可能性があります

•• ⿐、⽿、⻭茎、喉、⽪膚、または胃から出⾎しています。兆候には、腹部の圧痛や腫れ、
⽪膚の紫⾊の斑点、黒またはタール状の便などがあります。

次の副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、できるだけ早く医師に連絡してください。
•• 腹部と背中に激しい痛みを引き起こす膵臓の炎症（膵炎、頻度は不明）。

•• ⽪膚や⽩⽬が⻩⾊くなる、または尿が暗くなり便が薄くなる、倦怠感、脱⼒感、倦怠感、⾷
欲不振、吐き気、または肝臓の問題による嘔吐（肝炎、100⼈に1⼈に影響を与える可能性が
あります）。

次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師に相談してください。
•• 異常な考えや奇妙なビジョン（幻覚）を伴う精神的な問題
•• 胃潰瘍が悪化する
•• ⽌まらない重度の⽔様性下痢で、体が弱くなり、熱が出ます。これは「偽膜性⼤腸炎」と

呼ばれるものかもしれません
•• あなたの発作が悪化するか、あなたは発作を起こし始めます

•• 悪寒、発熱、頭痛、めまい、⾻の痛みなどのインフルエンザのような症状

次のような副作⽤がある場合は、できるだけ早く医師に相談してください。



•• 顔、胃、腕、脚のむくみを引き起こす可能性のある⽔分貯留（浮腫）
•• 筋⼒低下または痛みまたは筋反射の喪失
•• めまい、特に⽴ち上がったり、すぐに起き上がったりすると（低⾎圧のため）、頭がおかしくなり、

失神します。
•• 指、つま先、⾜⾸の腫れ
•• 集中⼒がない、緊張している、イライラしている、落ち込んでいる
•• めまいと平衡障害（めまい）
•• ⾮常に疲れていて、体が弱くなっている、または睡眠が困難である（不眠症）

•• ⽪膚のしびれ、うずき、刺す、灼熱感、忍び寄るなどの異常な⽪膚感覚（知覚異常）

•• 短期記憶喪失、不安、注意⼒の低下または反応性の低下
•• 視⼒がぼやけたり歪んだりする
•• 筋⾁や他の体組織の消耗
•• 体重減少、寝汗、発熱。これらは、好酸球増加症と呼ばれる⾎液状態の兆候である可能性があります
•• 気分が悪い、または気分が悪い

次の副作⽤のいずれかが深刻になるか、数⽇より⻑く続く場合は、医師または薬剤師に伝えてくだ
さい。
•• にきび
•• ⾷欲不振（⾷欲不振）
•• 頭痛
•• ⽪膚の紅潮またはかゆみ
•• 痛みを伴う、⾚く腫れた関節
•• 尿を通すときの痛みや不快感
•• ⽣理不順
•• 便秘、下痢、胃の不快感または⼝渇。
•• 男性の乳房肥⼤
•• 喉の渇きが増し、トイレに⾏く回数が増え、疲れを感じる。⾎糖値が⾼い可能性があります
•• ⾎管の炎症。

あなたがそれらについて⼼配しているならあなたがあなたの医者と話し合うべきである他の副作⽤
•• 変⾊（⻭の⻩⾊、茶⾊、オレンジ、または⾚⾊、尿、汗、痰（痰）、唾液、または涙）に気づきま

す。これは⾮常に⼀般的であり、⼼配する必要はありません。ただし、⾊がソフトコンタクトレン
ズを永久に汚す可能性があります。 。リファタータブレットの使⽤をやめた後、涙の⾊がしばらく
続く場合があります。

⾎液検査
•• ⾎液検査では、肝臓の働きに変化が⾒られる場合があります

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性
のある副作⽤が含まれます。イエローカードスキームを介して直接副作⽤を報告することもできます：www.mhra.gov.uk/
yellowcard または、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索してください。

副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちます。

5.リファタール錠の保管⽅法
この薬は、⼦供が⾒たり届いたりできない安全な場所に保管してください。
カートンパックとブリスターパックに記載されている有効期限後は、リファタール錠を使⽤しないでくださ
い。有効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。
25°C未満で保管してください。元のコンテナに保管します。



医薬品は、⽔や家庭ごみとして処分しないでください。不要になった薬の処分⽅法を薬剤師に
尋ねてください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

6.パックの内容およびその他の情報
リファタール錠に含まれるもの：
•• 各錠剤には、50mgのイソニアジド、120mgのリファンピシン、300mgのピラジナミドが含まれていま

す。これらは有効成分です
•• 他の成分は、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ス

テアリン酸カルシウム、スクロース、アカシアガム、タルク、軽質炭酸マグネシウム、カオリン、コロイド状
⼆酸化シリコン、⽔酸化アルミニウムゲルであり、⼆酸化チタン（E171）および酸化鉄（E172）を着⾊しま
す。

リファタール錠の外観とパックの内容
錠剤は淡いピンクで、滑らかで、光沢があり、丸く、砂糖でコーティングされています。各パックには100錠が含まれています。
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