
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩
0.5mg/0.4mgハードカプセル

あなたにとって重要な情報が含まれているので、この薬を服⽤し始める
前に、このリーフレット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、薬剤師、または看護師に相談してください。
•この薬はあなただけのために処⽅されています。⻭をする⼈に渡さないでください。彼らの病気の兆候

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。

•副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、または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。セクション4を参照してください。

•この薬のフルネームはデュタステリド/タムスロシン塩酸塩0.5mg/
0.4mgHardCapsulesですが、このリーフレット内ではデュタステリド/
タムスロシン塩酸塩カプセルと呼ばれます。

••⽩内障（曇った⽔晶体）⼿術。⽩内障を取り除くために⼿術を受ける場合
は、⼿術前にしばらくの間、医師からデュタステリド/タムスロシン塩酸
塩カプセルの服⽤を中⽌するように求められることがあります。⼿術前
に、眼科医にデュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルまたはタムス
ロシン（または以前に服⽤したことがある）を服⽤していることを伝えて
ください。⼿術中の合併症を防ぐために適切な予防措置を講じること。

••⼥性、⼦供、⻘年有効成分が⽪膚から吸収される可能性がある
ため、漏れているデュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセル
を処理してはなりません。患部をすぐに洗う⽪膚に付着した場
合は⽯鹸と⽔で。

••性交を使⽤する。デュタステリドは、デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤し

ている男性の精液で発⾒されました。パートナーが妊娠している、または妊娠している可能性

がある場合は、dutasterideがamalebabyの正常な発育に影響を与える可能性があるため、精

液にさらさないようにする必要があります。デュタステリドは、精⼦数、精液量、精⼦運動性

を低下させることが⽰されています。これはあなたの出⽣⼒を低下させる可能性があります。

••デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセル PSA（前⽴腺特異抗原）。前⽴腺がん
の検出に使⽤されることがあります。医師はこの影響を認識している必要があります
が、この検査を使⽤して前⽴腺がんを検出することもできます。PSAの⾎液検査を受
けている場合は、デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤していること
を医師に伝えてください。デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤して
いる男性は、PSAを定期的にテストする必要があります。

•前⽴腺がんのリスクが⾼い男性の臨床試験では、デュタステリドを服⽤している男
性は深刻な形態の前⽴腺癌デュタステリドを服⽤しなかった男性に感謝します。こ
の深刻な形態の前⽴腺癌に対するデュタステリドの効果は明ら  かではありません。

••デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、乳房の肥⼤と圧痛を引き起こす可
能性があります。これが⾯倒になった場合、または気づいた場合 胸のしこりまた乳
頭排出これらは乳がんなどの深刻な状態の兆候である可能性があるため、これらの
変化について医師に相談する必要があります。

このリーフレットの内容

1 デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプ
セルとその⽤途
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服
⽤する前に知っておくべきこと
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルの服⽤⽅法
考えられる副作⽤
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルの保管⽅
法パックの内容およびその他の情報
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1 デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプ
セルとその⽤途
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、拡⼤した前⽴腺を持つ男性
の治療に使⽤されます（（良性前⽴腺過形成）-ジヒドロテストステロンと呼
ばれるホルモンを⼤量に産⽣することによって引き起こされる、前⽴腺の⾮
癌性増殖。

医師または薬剤師に連絡してくださいデュタステリド/タムスロシン塩酸塩
カプセルの服⽤について質問がある場合。デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、デュタステリドとタムスロシ

ンと呼ばれる2つの異なる薬の組み合わせです。
デュタステリドは、と呼ばれる薬のグループに属しています5-アルファレダクターゼ阻

害剤タムスロシンはと呼ばれる薬のグループに属していますアルファブロッカー。

その他の医薬品およびデュタステリド/タムスロシン塩酸塩
カプセル
服⽤している場合、最近服⽤したことがあるか、他の薬を服⽤している可能性がある場合は、医師または薬

剤師に伝えてください。

前⽴腺が成⻑するにつれて、尿の通過が困難になる、トイレに頻繁に⾏く必要
があるなど、旅⾏上の問題を引き起こす可能性があります。また、尿の流れが
遅くなり、⼒が弱くなる可能性があります。治療せずに放置すると、尿の流れ
が完全に遮断されるリスクがあります（急性尿貯留）これには即時の治療が必
要です。前⽴腺のサイズを除去または縮⼩するために、⼿術が必要になる場合
があります。

これらの薬と⼀緒にデュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤しないでく

ださい：

••他のアルファ遮断薬（（肥⼤した前⽴腺または⾼⾎圧の場合）

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、これらの薬には推奨され
ません：
••ケトコナゾール（（真菌感染症の治療に使⽤されます）

⼀部の薬はデュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルと反応する可能性があり、副
作⽤が発⽣する可能性が⾼くなります。これらの薬には次のものが含まれます。

••PDE5阻害剤（（バルデナフィル、クエン酸シルデナフィル、タダラフィルなどの勃起の達成ま

たは維持を助けるために使⽤されます

••ベラパミルordiltiazem（⾼圧⽤）
••リトナビロールインジナビル（HIVの場合）

••イトラコナゾールまたはケタコナゾール（（真菌感染症の場合）

••ネファゾドン（（抗うつ薬）
••シメチジン（（胃潰瘍の場合）
••ワルファリン（（⾎液凝固⽤）

••エリスロマイシン（（感染症の治療に使⽤される抗⽣物質）

••パロキセチン（（抗うつ薬）
••テルビナフィン（（真菌感染症の治療に使⽤されます）

••ジクロフェナク（（痛みや炎症の治療に使⽤されます）

デュタステリドは、ジヒドロテストステロンと呼ばれるホルモンの産
⽣を低下させ、前⽴腺を収縮させて症状を緩和します。これにより、
急性尿閉のリスクと⼿術の必要性が減少します。タムスロシンは、前
⽴腺の筋⾁を弛緩させ、尿の通過を容易にし、症状を急速に改善しま
す。 。

2 デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服
⽤する前に知っておくべきこと
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤しないでください
•あなたが⼥性（（なぜならthismedicineはformenonlyです）。

•あなたが18歳未満の⼦供または⻘年
• もしあなたが〜ならアレルギー性トデュタステリド、 他の5-アルファレダクターゼ阻害剤、 

タムスロシン、⼤⾖、落花⽣またはこの薬の他の成分のいずれかに（セクション6に記載さ

れています）

• あなたが持っている場合低⾎圧⽬がくらむ、頭がおかしい、または失神する（オ
ルソスタティック低⾎圧）。

•あなたが持っている場合重度の肝疾患。

これらのいずれかが当てはまると思われる場合は、服⽤しないでくださいあなたがあなたの

医者に確認するまでこの薬。

あなたの医者に伝えてくださいこれらの薬のいずれかを服⽤している場合。

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセル⾷品および飲料
付き

警告と注意事項 デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、毎⽇同じ⾷事の30分後に
服⽤する必要があります。デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤する前に医師に相談してくださ

い。

•⼀部の臨床研究では、タムスロシンのようなデュタステリドとアルファ遮断薬と呼ばれる別の薬

を服⽤している患者の⽅が、ダストアステリドのみまたはアルファ遮断薬のみを服⽤している

患者よりも⼼不全を経験しました。⼼不全とは、⼼臓が本来あるべきほど⾎液を送り出さない

ことを意味します。

••あなたの医者が肝臓の問題について知っていることを確認してください。肝臓に影
響を与える病気があった場合は、デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服
⽤している間に、追加の検査が必要になる場合があります。

••腎臓に深刻な問題があるかどうかを医師が知っていることを確認してくださ
い。

妊娠、授乳、出⽣⼒
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセル⼥性に服⽤してはいけません。

妊娠中の（または多分）⼥性は、漏れているカプセルを処理してはいけま
せん。
デュタステリドは⽪膚から吸収され、アマレベイビーの正常な発育に影響を与
える可能性があります。これは妊娠の最初の16週間で特にリスクがあります。

あなたの医者に連絡してください妊娠中の⼥性がデュタステリド/タムスロシン
塩酸塩カプセルと接触した場合のアドバイス。
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性交を使⽤する。デュタステリドは、デュタステリド/タムスロシンを服⽤している精液で発⾒されてい

ます。あなたのパートナーが妊娠している、または妊娠している可能性がある場合、あなたは彼⼥をあ

なたの精液にさらすことを避けなければなりません。

珍しい副作⽤（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•⼼不全（⼼臓は体の周りに⾎液を送り込む効率が低下しま
す。息切れ、極度の倦怠感、⾜⾸や脚の腫れなどの症状が
ある場合があります）

•⽴っているときの低⾎圧
•速いハートビート（動悸）。
•便秘、下痢、嘔吐、気分が悪くなる（吐き気）
•脱⼒感または筋⼒低下
• 頭痛
•かゆみを伴う、閉塞した、または⿐⽔（⿐炎）。

•⽪膚の発疹、じんましん、かゆみ

•脱⽑（通常は体から）または発⽑。

デュタステリド/タムスロシンは、精⼦数、精液量、精⼦の動きを減少させることが⽰
されているため、男性の⽣殖能⼒が低下する可能性があります。

機械の運転と使⽤
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、⼀部の⼈をめまいさせるので、機械を安全

に運転または操作する能⼒に影響を与える可能性があります。

機械を運転または操作しないでくださいあなたがこのように影響を受けている場合。

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルには
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルには、アレルギー反応を引き起こす可能性のあ

る着⾊剤サンセットイエローFCF（E110）が含まれています。

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルには、⼤⾖由来のレシチンが含まれています。アレルギーのあ

るトピーナッツや⼤⾖の場合は、この医薬品を使⽤しないでください。

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルには、カプセルあたり1ミリモル未満のナトリウム

（23mg）が含まれています。つまり、本質的に「ナトリウムフリー」です。

まれな副作⽤（（1,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•まぶた、顔、唇、腕または脚の腫れ（⾎管浮腫）。
•失神。
⾮常にまれな副作⽤（（10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•ペニスの持続的な痛みを伴う勃起（持続勃起症）
•深刻な⽪膚反応（スティーブンス-ジョンソン症候群）。3 デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルの服⽤⽅法

あなたの医者または薬剤師があなたに⾔ったように、常にこの薬を服⽤してく
ださい。

その他の副作⽤
他の副作⽤が少数の男性で発⽣しましたが、それらの正確な頻度は不
明です（頻度は⼊⼿可能なデータから推定することはできません）：

•異常または速い⼼拍（不整脈または頻脈または⼼房細動）。
• 呼吸困難 （呼吸困難）。
• うつ
•睾丸の痛みと腫れ
•⿐⾎
•重度の⽪膚発疹
•視⼒の変化（ぼやけた視⼒障害）。
•ドライマウス

定期的に服⽤しないと、PSAレベルのモニタリングに影響が出る可能性があります。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。

どれくらい取るか
推奨⽤量は、毎⽇同じ⾷事の30分後に1⽇1回服⽤するカ
プセルです。

取る⽅法
カプセルを⽔で飲み込みます。カプセルを噛んで壊して開けないで
ください。カプセルの中⾝に触れると、⼝や喉が痛くなることがあ
ります。

あなたがより多くのデュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服
⽤する場合

副作⽤の報告
副作⽤が発⽣した場合は、医師、薬剤師、または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。YellowCardSchemeWebサ

イトから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MHRAYellowCard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。

toomanyDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsulesを服⽤している場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを服⽤するのを忘
れた場合
忘れた分を補うために2回分を服⽤しないでください。通常の時間に次の服
⽤をしてください。

5 HowtostoreDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules
この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。

アドバイスなしでデュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを⽌め
ないでください

有効期限後は、この薬を使⽤しないでください。
有効期限は、その⽉の最終⽇を指します。

最初に医師に相談せずに、デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルの服⽤を
中⽌しないでください。

HPDEボトルの場合、最初に開封した後、30カプセルパックサイズの場合は6週間以上、90カ

プセルパックサイズの場合は18週間以上使⽤しないでください。

この薬の使⽤について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。

デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルを30ºC以上で保管しないでください。

廃⽔や家庭廃棄物を介して薬を捨てないでください。使⽤しなくなった
薬剤を捨てる⽅法を薬剤師に聞いてください。これらの対策は環境保護
に役⽴ちます。

4 考えられる副作⽤
すべての薬のように、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。 6
アレルギー反応
アレルギー反応の兆候には、次のものが含まれます。

••スキンラッシュ（（かゆみを伴う可能性があります）

••じんましん（（イラクサの発疹のように）

••まぶた、顔、唇、鎧の脚の腫れ
すぐに医師に連絡してくださいこれらの症状のいずれかが発⽣した場合、およびデュタステリ

ド/タムスロシン塩酸塩カプセルの使⽤を中⽌してください。

パックの内容とその他の情報
WhatDutasteride /TamsulosinHydrochlorideCapsulesに含まれるもの
•活性物質はデュタステリドとタムスロシン塩酸塩です。各カプセルには、0.5mg

のデュタステリドと0.4mgのタムスロシン塩酸塩が含まれています。
•その他の成分（添加剤）は次のとおりです。

•ハードカプセルシェル：ヒプロメロース、カラギーナン（E407）、塩化カリウム、⼆酸

化チタン（E171）、酸化鉄レッド（E172）、サンセットイエローFCF（E110）。

•ハードカプセル内：グリセロールモノカプリロカプレートおよびブチルヒドロキシトルエン

（E321）、ゼラチン、グリセロール、⼆酸化チタン（E171）、酸化鉄イエロー（E172）、トリ

グリセリド（中鎖）、レシチン（⼤⾖油を含む場合があります）（E322）、セルロース微結

晶、メタクリル酸-エチルアクリレートコポリマー（1：1）分散液30％、メタクリル酸-エチル

アクリレートコポリマー（1：1）、ステアリン酸マグネシウム、⽔酸化ナトリウム、トリアセ

チン、タルク、⼆酸化チタン（E171）。

めまい、頭がおかしい、失神
デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルは、めまい、⽴ちくらみ、まれに失神
を引き起こす可能性があります。特に夜に⽬覚める場合は、この薬があなたに影響を
与えるまで、横になっているまたは座っている姿勢から座っている姿勢に移動すると
きは注意してください。治療中いつでも⽬がくらんだり、頭がおかしくなったりした
場合は、症状が治まるまで座るか横になる。 デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセルの外観と

パックの内容
深刻な⽪膚反応 この薬は、⻑さ約24mmの⻑円形の硬いカプセルで、本体は茶⾊で、キャッ

プはアノレンジです。深刻な⽪膚反応の兆候には、次のものが含まれます。

••特に⼝、⿐、⽬、⽣殖器の周りに、ブリスターと⽪むきの⽪で広範囲に広が
る発疹（（スティーブンス‧ジョンソン症候群）。 すぐに医師に連絡して

くださいこれらの症状が出た場合デュタステリド/タムスロシン塩酸塩カプセ
ルの使⽤を中⽌します。

それらは、HDPEボトルまたはアルミニウム/アルミニウムブリスターのいずれかに配置された30カ

プセルのパックで⼊⼿できます。

MarketingAuthorisationHolder
AccordHealthcare Limited、SageHouse、319 Pinner Road、NorthHarrow 
Middlesex、HA1 4HF、UnitedKingdom

共通の副作⽤（（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•インポテンス（建設を達成または維持することができない）*
•性欲の低下（性欲）*
•セックス中に放出される精液の量の減少など、射精

の困難*
•乳房の肥⼤または圧痛（⼥性化乳房）。
•めまい。
*少数の⼈々では、これらのイベントのいくつかは、デュタステリド/タムスロシン塩
酸塩カプセルの服⽤をやめた後も続く可能性があります。

メーカー
SAGMANUFACTURINGS.LU、Crta。NI、Km36 28750 SanAgustindeGuadalixマドリード、

スペイン

このリーフレットは2019年8⽉に最後に改訂されました。

より⼤きなテキストのリーフレットをご
希望の場合は、01271385257までご連
絡ください。

次のコラムの続き 
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