
家 →薬、ハーブ、サプリメント →リファンピン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682403.html

リファンピン
（rif'am pin）と発⾳します

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

リファンピンは、結核（TB;肺や、時には体の他の部分に影響を与える深刻な感染症）を治療するために
他の薬と⼀緒に使⽤されます。リファンピンはまた、持っている⼀部の⼈々を治療するために使⽤されま
す 髄膜炎菌（（髄膜炎と呼ばれる重篤な感染症を引き起こす可能性のある細菌の⼀種）⿐や喉の感染症。
これらの⼈々は病気の症状を発症しておらず、この治療法は彼らが他の⼈々に感染するのを防ぐために使
⽤されます。リファンピンは、髄膜炎の症状を発症した⼈の治療には使⽤しないでください。リファンピ
ンは、抗酸菌と呼ばれる薬のクラスに含まれています。感染の原因となるバクテリアを殺すことで機能し
ます。

リファンピンなどの抗⽣物質は、⾵邪、インフルエンザ、またはその他のウイルス感染症には効果がありません。必要
のないときに抗⽣物質を使⽤すると、抗⽣物質治療に抵抗する感染症にかかるリスクが⾼まります。

わあ、この薬を使うべきですか？

リファンピンは、経⼝摂取⽤のカプセルとして提供されます。⾷事の1時間前または2時間後に、空腹時にコッ
プ⼀杯の⽔と⼀緒に服⽤する必要があります。リファンピンを結核の治療に使⽤する場合は、1⽇1回服⽤しま
す。リファンピンを使⽤しての拡散を防ぐ場合髄膜炎菌他の⼈にバクテリアを与える場合は、1⽇2回2⽇間、ま
たは1⽇1回4⽇間服⽤します。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように
医師または薬剤師に依頼してください。指⽰通りにリファンピンを服⽤してください。多かれ少なかれ服⽤し
たり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしないでください。

カプセルを飲み込めない場合は、医師または薬剤師に相談してください。あなたの薬剤師はあなたが代わりに取るために液体を準備する

ことができます。

結核の治療にリファンピンを服⽤している場合は、医師から数か⽉以上リファンピンを服⽤するように⾔われ
ることがあります。気分が良くなったとしても、処⽅が終わるまでリファンピンを服⽤し続け、服⽤を逃さな
いように注意してください。リファンピンの服⽤をすぐにやめると、感染症が完全に治療されず、細菌が抗⽣
物質に耐性を持つようになる可能性があります。リファンピンの服⽤を逃した場合、薬を再び服⽤し始めたと
きに不快または深刻な症状を発症する可能性があります。

この薬の⽤途
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リファンピンは、他の種類の細菌によって引き起こされる感染症を治療したり、特定の深刻な細菌感染症を患っ
ている⼈と密接に接触している⼈の感染症を予防するためにも使⽤されることがあります。あなたの状態のため
にこの薬を使⽤することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

リファンピンを服⽤する前に、

リファンピン、リファブチン（マイコブチン）、リファペンチン（プリフチン）、その他の薬、またはリファンピ
ンカプセルの成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、医師ま
たは薬剤師にご相談ください。

次の薬のいずれかを服⽤しているかどうかを医師に伝えてください：アタザナビル（レヤタズ）、ダルナビル（プレジスタ）、ホスアンプレ
ナビル（レキシバ）、プラジクアンテル（ビルトリサイド）、サキナビル（インビラーゼ）、チプラナビル（アプティバス）、またはリトナ
ビル（ノルビル）とサキナビル（インビラーゼ）⼀緒に。あなたがこれらの薬のいずれかを服⽤している場合、あなたの医者はおそらくリ
ファンピンを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。リファンピンを服⽤していて、プラジカンテル（Biltricide）を服⽤する必要がある場
合は、リファンピンの服⽤を中⽌してから少なくとも4週間待ってから、プラジカンテルの服⽤を開始する必要があります。

医師と薬剤師に、処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および服⽤中または服⽤予定のハーブ製品を伝えてく
ださい。次のいずれかに必ず⾔及してください。ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（「抗凝
⾎剤」）。フルコナゾール（ジフルカン）、イトラコナゾール（オンメル、スポラノッ  クス）、ケトコナゾールなど
の抗真菌剤。アトバコン（メプロン、マラロン）; フェノバルビタールなどのバルビツール酸塩; アテノロール
（Tenormin）、ラベタロール（Trandate）、メトプロロール（Lopressor、Toprol XL）、ナドロール（Corgard）、
プロプラノロール（Inderal、Innopran）などのベータブロッカー。ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、Tiazac）、ニ
フェジピン（Adalat、Procardia）、ベラパミル（Calan、Verelan）などのカルシウムチャネル遮断薬。クロラムフェ
ニコール; クラリスロマイシン（ビアキシン）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; ダクラタスビル
（ダクリンザ）; ダプソン; ジアゼパム（バリウム）; ドキシサイクリン（モノドックス、オラセア、ビブラマイシン）; 
エファビレンツ（サスティバ）; エナラプリル（Vaseretic）; シプロフロキサシン（Cipro）やモキシフロキサシン
（Avelox）などのフルオロキノロン系抗⽣物質。ゲムフィブロジル（Lopid）; ハロペリドール（ハルドール）; ホルモ
ン避妊薬（避妊薬、パッチ、リング、または注射）; ホルモン補充療法（HRT）; インジナビル（クリキシバン）; イリ
ノテカン（カンプトサール）; イソニアジド（リファタール、リファタール）; レボチロキシン（レボキシル、シントロ
イド、チロシント）; ロサルタン（コザール）; ジゴキシン（Lanoxin）、ジソピラミド（Norpace）、メキシレチン、
プロパフェノン（Rythmol）、キニジン（Nuedexta）などの不規則な⼼拍の薬。フェニトイン（Dilantin、
Phenytek）などの発作のための薬; メタドン（ドロフィン、メタドース）; オキシコドン（Oxaydo、Xtampza）やモル
ヒネ（Kadian）などの痛みに対する⿇薬。オンダンセトロン（Zofran、Zuplenz）; グリピジド（Glucotrol）、グリブ
リド（Diabeta）、ロシグリタゾン（Avandia）などの糖尿病の経⼝薬。プロベネシド（プロバラン）; キニーネ
（Qualquin）; シンバスタチン（Flolipid、Zocor）、デキサメタゾン（Decadron）、メチルプレドニゾロン
（Medrol）、プレドニゾンなどのステロイド。ソフォスブビル（ソバルディ）; タモキシフェン（ソルタモックス）; ト
レミフェン（ファレストン）; トリメトプリムとスルファメトキサゾール（バクトリム、セプトラ）; タクロリムス（プ
ログラフ）; テオフィリン（Elixophyllin、Theo-24）; アミトリプチリンやノルトリプチリン（パメロール）などの三環
系抗うつ薬。ジドブジン（レトロビル、トリジビル）、およびゾルピデム（アンビエン）。他の多くの薬がリファンピ
ンと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬について医師
に必ず伝えてください。

制酸剤を服⽤している場合は、制酸剤を服⽤する少なくとも1時間前にリファンピンを服⽤してください。

ホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、指輪、インプラント、注射）を服⽤または使⽤しているかどうかを医
師に伝えてください。リファンピンはホルモン避妊薬の効果を低下させる可能性があります。君
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この薬を服⽤している間、避妊の別の⽅法を使⽤する必要があります。リファンピンを服⽤している間、避妊につ
いて医師に相談してください。

糖尿病、ポルフィリア（特定の天然物質が体内に蓄積し、腹痛、思考や⾏動の変化、またはその他の
症状を引き起こす可能性がある状態）、副腎に影響を与える状態（重要な天然物質を⽣成する腎臓の
隣の⼩さな腺）または肝臓病。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。リファンピン
を服⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。

ソフトコンタクトレンズを着⽤しているかどうかを医師に伝えてください。リファンピンによる治療中にコンタクトレンズを着⽤する
と、リファンピンがコンタクトレンズに永久的な⾚い染みを引き起こす可能性があります。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

リファンピンの投与量をお⾒逃しなく。服⽤し忘れると、深刻な副作⽤が発⽣するリスクが⾼まりま
す。飲み忘れた場合は、忘れた分はすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服⽤時間になっている
場合は、忘れた分は飲まないで1回分を⾶ばしてください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まない
でください。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

リファンピンは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどう
かを医師に伝えてください。

⽪膚、⻭、唾液、尿、便、汗、涙の⼀時的な変⾊（⻩⾊、⾚みがかったオレンジ⾊、または茶⾊）

かゆみ

フラッシング

頭痛

眠気

めまい

調整の⽋如

集中⼒の低下

錯乱

⾏動の変化

筋⼒低下

しびれ

腕、⼿、⾜、または脚の痛み
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胸焼け

胃のけいれん

⾷欲減少

吐き気

嘔吐

下痢

ガス

痛みを伴うまたは不規則な⽉経期間

視⼒の変化

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに
医師に連絡してください。

治療中または治療停⽌後最⼤2か⽉以上の⽔様便または⾎便、胃けいれん、または発熱

発疹; じんましん; 熱; 寒気; ⽬、顔、唇、⾆、または喉の腫れ; 嚥下障害または呼吸困難; 呼吸困難; 
喘鳴; リンパ節の腫れ; 喉の痛み; ピンクの⽬; インフルエンザのような症状; 異常な出⾎またはあざ; 
または関節の腫れや痛み

吐き気、嘔吐、⾷欲不振、暗⾊尿、または⽪膚や⽬の⻩変

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有
害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

リファンピンは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬を服⽤しているときに異常な問題が発⽣した場合は、医師に連

絡してください。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼
児は簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要で
す。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてくだ
さい。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要があ
ります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良
の⽅法は、薬の回収プログラムを介することです。薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部⾨に
連絡して、
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あなたのコミュニティ。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/
c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿できま
す。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、
呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
吐き気

嘔吐

胃痛

かゆみ

頭痛

意識の喪失

⽪膚や⽬の⻩変

⽪膚、唾液、尿、糞便、汗、涙の⾚褐⾊の変⾊

胃の右上部分の圧痛

⽬や顔の腫れ

速いまたは不規則な⼼拍

発作

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。医師は、リファンピンに対する反応を確認するために特
定の臨床検査を注⽂します。

薬物スクリーニング検査を含む臨床検査を受ける前に、リファンピンを服⽤していることを検査室の担当者に伝え
てください。リファンピンは、あなたが薬を服⽤していなくても、特定の薬物スクリーニング検査の結果が陽性に
なる可能性があります。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師
に尋ねてください。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品
などの製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院
する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。
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ランド名
リファディン®

リマクタン®

組み合わせ製品のランド名
リファメート®（イソニアジド、リファンピンを含む）

リファタール®（イソニアジド、ピラジ
ナミド、リファンピンを含む）

最終改訂⽇-2019年4⽉15⽇
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