
PROPECIA
（フィナステリド）
錠剤、1 mg
説明

PROPECIA®（フィナステリド）、合成4-アザステロイド化合物は、ステロイドタイプの特異的阻害剤ですII 
アンドロゲンテストステロンを5α-ジヒドロテストステロン（DHT）に変換する細胞内酵素である5α-レダク
ターゼ。

フィナステリドは4-アザアンドロスト-1-エン-17-カルボキサミドであり、N-（1,1-ジメチルエチル）-3-オキソ-、
（5α、17β）-。フィナステリドの実験式はCです23H36N2O2分⼦量は372.55です。その構造式は次のとおりです。

The

フィナステリドは、融点が250°Cに近い⽩⾊の結晶性粉末です。クロロホルムおよび低級アルコール溶媒に
溶けやすいが、⽔にはほとんど溶けない。

経⼝投与⽤のPROPECIA錠剤は、1 mgのフィナステリドと次の不活性成分を含むフィルムコーティング錠剤で
す：ラクトース⼀⽔和物、微結晶性セルロース、アルファ化デンプン、デンプングリコレートナトリウム、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースLF、⼆酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タル
ク、ドキュセートナトリウム、⻩⾊の酸化鉄、および⾚い酸化鉄。

臨床薬理学

フィナステリドはタイプの競争的で特異的な阻害剤ですIIアンドロゲンテストステロンをDHTに変換する細
胞内酵素である5α-レダクターゼ。2つの異なるアイソザイムがマウス、ラット、サル、およびヒトに⾒られま
す：タイプ私とII。これらのアイソザイムのそれぞれは、組織および発達段階で異なって発現されます。⼈間
では、タイプ私5α-レダクターゼは、頭⽪や肝臓など、⽪膚のほとんどの領域の⽪脂腺で優勢です。タイプ私
5α-レダクターゼは循環DHTの約3分の1を担っています。タイプII5α-レダクターゼアイソザイムは、主に前⽴
腺、精嚢、精巣上体、⽑包、肝臓に⾒られ、循環DHTの3分の2を占めています。

ヒトでは、フィナステリドの作⽤機序は、タイプの優先的な阻害に基づいていますII アイソザイム。ネイ
ティブ組織（頭⽪と前⽴腺）を使⽤して、試験管内でフィナステリドがいずれかのアイソザイムを阻害する可
能性を調べた結合研究により、ヒトのタイプに対して100倍の選択性が明らかになりましたIIタイプに対する
5α-レダクターゼ私アイソザイム（IC50=500および4.2nM（タイプの場合）私とII、それぞれ）。両⽅のアイソ
ザイムについて、フィナステリドによる阻害は、阻害剤のジヒドロフィナステリドへの還元およびNADP+との
付加物形成を伴う。酵素複合体の代謝回転は遅い（t1/2タイプの場合は約30⽇II酵素複合体とタイプの14⽇私繁
雑）。

フィナステリドはアンドロゲン受容体に親和性がなく、アンドロゲン作⽤、抗アンドロゲン作⽤、エスト
ロゲン作⽤、抗エストロゲン作⽤、またはプロゲステロン作⽤はありません。タイプの抑制II5α-レダクターゼ
は、テストステロンのDHTへの末梢変換をブロックし、⾎清および組織のDHT濃度を⼤幅に低下させます。
フィナステリドは⾎清DHT濃度を急速に低下させ、1 mgの錠剤を経⼝投与してから24時間以内に65％の抑制
に達します。テストステロンとエストラジオールの平均循環レベルは、ベースラインと⽐較して約15％増加し
ましたが、これらは⽣理学的範囲内にとどまりました。

男性型脱⽑症（男性型脱⽑症）の男性では、はげかかった頭⽪には、⽑のある頭⽪と⽐較して、⼩型化さ
れた⽑包と増加した量のDHTが含まれています。フィナステリドの投与は、これらの男性の頭⽪と⾎清のDHT
濃度を低下させます。フィナステリドの治療効果に対するこれらの減少の相対的な寄与は定義されていませ
ん。このメカニズムにより、フィナステリド
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遺伝的に素因のある患者の男性型脱⽑症の発症における重要な要因を妨げるように思われます。

男性型脱⽑症の男性212⼈を登録した頂点禿頭症の頭⽪の総⽑および活発に成⻑している（アナゲン）頭⽪
に対するPROPECIAの効果をフォトトリコグラムによって評価するように設計された48週間のプラセボ対照試
験。ベースラインと48週間で、総⽑数と成⻑期の⽑の数が1cmで得られました。2頭⽪のターゲット領域。
PROPECIAで治療された男性は、ベースラインからの合計および成⻑期の⽑髪数がそれぞれ7本および18本増加
したのに対し、プラセボで治療された男性は、それぞれ10本および9本の⽑が減少しました。これらの⽑数の
変化により、総⽑数で17本（p <0.001）、成⻑期⽑数で27本（p <0.001）のグループ間差が⽣じ、成⻑期⽑の
割合が62％から改善されました。 PROPECIAで治療された男性のベースラインは68％です。 薬物動態

吸収
15⼈の健康な若い男性被験者を対象とした研究では、フィナステリド1 mg錠の平均バイオアベイラビリ

ティは、静脈内（IV）参照に対する曲線下⾯積（AUC）の⽐率に基づいて、65％（範囲26-170％）でした。⽤
量。1 mg /⽇（n = 12）の投与後の定常状態では、最⼤フィナステリド⾎漿濃度は平均9.2 ng / mL（範囲、
4.9〜13.7 ng / mL）であり、投与後1〜2時間で到達しました。AUC（0-24時間）53ng•hr/mL（範囲、
20-154ng•hr / mL）でした。フィナステリドのバイオアベイラビリティは⾷物の影響を受けませんでした。

分布
定常状態の平均分布容積は76リットルでした（範囲、44〜96リットル、n = 15）。循環するフィナステリ

ドの約90％が⾎漿タンパク質に結合しています。複数回投与後のフィナステリドの蓄積段階は遅いです。

フィナステリドは⾎液脳関⾨を通過することがわかっています。
フィナステリド1mg/⽇を6週間服⽤している35⼈の男性の精液レベルが測定されました。60％（21

35）サンプルのうち、フィナステリドレベルは検出できませんでした（<0.2 ng / mL）。フィナステリドの平
均レベルは0.26ng/ mLで、測定された最⾼レベルは1.52 ng/mLでした。測定された最⾼の精液レベルを使⽤
し、1⽇あたり5 mLの射精液からの100％吸収を想定すると、膣吸収によるヒトの曝露は1⽇あたり最⼤7.6 ng
であり、これは発達のための無影響⽤量からの曝露より750倍低い。 Rhesusサルの異常、および男性の循環
DHTレベルに影響を及ぼさなかったフィナステリドの⽤量（5μg）の650分の1（注意事項を参照）妊娠）。 代
謝

フィナステリドは、主にシトクロムP4503A4酵素サブファミリーを介して肝臓で広範囲に代謝されます。
フィナステリドの5α-レダクターゼ阻害活性の20％以下を有する2つの代謝物、t-ブチル側鎖モノヒドロキシル
化およびモノカルボン酸代謝物が同定されています。

排泄
健康な若い被験者（n = 15）に静脈内注⼊した後、フィナステリドの平均⾎漿クリアランスは165 mL / min

（範囲、70-279 mL / min）でした。⾎漿中の平均終末半減期は4.5時間でした（範囲、3.3〜13.4時間、n = 
12）。の経⼝投与後14ヒトのC-フィナステリド（n = 6）、投与量の平均39％（範囲、32〜46％）が代謝物の形
で尿中に排泄されました。57％（範囲、51-64％）が糞便中に排泄されました。

平均終末半減期は、18〜60歳の男性で約5〜6時間、70歳以上の男性で8時間です。

特別な集団
⼩児科：フィナステリドの薬物動態は、18歳未満の患者では調査されていません。 性別：
PROPECIAは⼥性への使⽤は適応されていません。
⽼年医学：⾼齢者では投与量の調整は必要ありません。フィナステリドの排泄率は⾼齢者では減少しますが、
これらの所⾒は臨床的に重要ではありません。も参照してください薬物動態、排泄、および注意事項、⽼⼈使
⽤セクション。
⼈種：フィナステリドの薬物動態に対する⼈種の影響は研究されていません。
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腎不全：腎不全の患者では、投与量の調整は必要ありません。クレアチニンクリアランスが9.0〜55 mL / min
の慢性腎機能障害のある患者では、AUC、最⼤⾎漿濃度、半減期、および単回投与後のタンパク質結合14C-
フィナステリドは健康なボランティアで得られたものと類似していた。代謝物の尿中排泄は、腎機能障害のあ
る患者で減少しました。この減少は、代謝物の糞便中排泄の増加と関連していた。代謝物の⾎漿中濃度は、腎
機能障害のある患者で有意に⾼かった（総放射性AUCの60％の増加に基づく）。しかし、フィナステリドは、
正常な腎機能を有する男性が最⼤80 mg /⽇を12週間投与する場合に⼗分に許容され、これらの患者の代謝物
への曝露はおそらくはるかに⼤きいでしょう。

肝不全：フィナステリドの薬物動態に対する肝不全の影響は研究されていません。フィナステリドは肝臓で広
範囲に代謝されるため、肝機能異常のある患者へのPROPECIAの投与には注意が必要です。

薬物相互作⽤（（注意事項も参照してください。薬物相互作⽤）。
臨床的に重要な薬物相互作⽤は確認されていません。フィナステリドは、シトクロムP450にリンクされた薬物代

謝酵素システムに影響を与えるようには⾒えません。⼈間でテストされた化合物には、アンチピリン、ジゴキシン、
プロプラノロール、テオフィリン、およびワルファリンが含まれ、臨床的に意味のある相互作⽤は⾒つかりませんで
した。

平均（SD）薬物動態パラメータ
健康な男性（18〜26歳）

平均 （±SD）
n = 15

バイオアベイラビリティ 65％（26-170％）*
クリアランス（mL / min） 165（55）
分布容積（L） 76（14）
* 範囲

平均（SD）⾮コンパートメント薬物動態パラメータ
1mg/⽇の複数回投与後

健康な男性（19〜42歳）
平均 （±SD）

（n = 12）

AUC（ng••時間/mL） 53（33.8）
ピーク濃度（ng / mL） 9.2（2.6）
ピークまでの時間（時間） 1.3（0.5）
半減期（時間）* 4.5（1.6）
*初回投与値; 他のすべてのパラメータは最終投与量の値です

臨床試験
男性の研究

PROPECIAの有効性は、18〜41歳の軽度から中等度の男性型脱⽑症（男性型脱⽑症）の男性（88％⽩⼈）
で実証されました。これらの研究で発⽑の評価を混乱させる可能性のある脂漏性⽪膚炎を防ぐために、フィナ
ステリドまたはプラセボで治療されているかどうかにかかわらず、すべての男性は、特定の薬⽤タールベース
のシャンプー（ニュートロジーナT/Gel®）を使⽤するように指⽰されました*シャンプー）研究の最初の2年
間。

12ヶ⽉の期間の3つの⼆重盲検、ランダム化、プラセボ対照試験がありました。2つの主要なエンドポイン
トは、髪の⽑の数と患者の⾃⼰評価でした。2つの副次的評価項⽬は、研究者による評価と写真の評価でし
た。さらに、性機能（⾃⼰記⼊式質問票に基づく）および頭⽪以外の体⽑の成⻑に関する情報が収集されまし
た。3つの研究は、軽度から中等度の、しかし完全ではない脱⽑の1879年の男性で実施されました。研究のう
ちの2つは、主に軽度から中等度の頂点脱⽑の男性を登録しました（n = 1553）。3番⽬に登録された男性は、
頭⽪前部の頭⽪中央部に軽度から中等度の脱⽑があり、頂点の脱⽑がある場合とない場合があります（n = 
326）。

禿げている男性の研究
2つの頂点の禿頭症試験の最初の12か⽉を完了した男性のうち、1215は、⼆重盲検、プラセボ対照、12か

⽉の延⻑試験を  継続することを選択しました。最初の研究と最初の延⻑期間（最⼤2年間の治療）の両⽅で
PROPECIAを投与された男性は547⼈、男性は60⼈でした。

*Johnson＆Johnsonの登録商標
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同じ期間にプラセボを投与。延⻑試験はさらに3年間継続され、PROPECIAの男性323⼈、プラセボの男性23⼈
が試験の5年⽬になりました。

治療中⽌の効果を評価するために、最初の12か⽉間PROPECIAを投与され、その後最初の12か⽉の延⻑期
間にプラセボを投与された男性は65⼈でした。これらの男性の⼀部は追加の延⻑試験を  継続し、PROPECIAに
よる治療に切り替えられ、32⼈の男性が試験の5年⽬になりました。最後に、最初の12か⽉間プラセボを投与
された後、最初の12か⽉の延⻑期間にPROPECIAを投与された男性は543⼈でした。これらの男性の⼀部は、
PROPECIAを受けた追加の延⻑試験を  継続し、290⼈の男性が試験の5年⽬に参加しました（下の図を参照）。

髪の数は、活発な脱⽑の代表的な領域の写真の拡⼤によって評価されました。頂点の禿頭症の男性を対象
としたこれら2つの研究では、PROPECIAで治療した男性では6か⽉と12か⽉で⽑髪数の有意な増加が⽰され、
プラセボで治療した男性ではベースラインからの有意な脱⽑が⽰されました。12か⽉の時点で、直径1インチ
の円（5.1 cm）内でプラセボと107本の⽑の違いがありました（p <0.001、PROPECIA [n=679]対プラセボ
[n=672]）。2）。PROPECIAを服⽤している男性の⽑髪数は最⼤2年間維持され、同じ領域内の治療グループ間
で138本の⽑髪の違いが⽣じました（p <0.001、PROPECIA [n=433]とプラセボ[n=47]）。PROPECIAで治療さ
れた男性では、ベースラインと⽐較して⽑髪数の最⼤の改善が最初の2年間で達成されました。最初の改善に
続いてゆっくりと減少しましたが、5年間の研究を通じて⽑髪数はベースラインを超えて維持されました。さ
らに、プラセボ群の減少がより急速であったため、治療群間の差も研究全体を通して増加し続け、277⽑の差
が⽣じました（p <0.001、PROPECIA [n=219]対プラセボ[n=15 ]）5年後（下の図を参照）。

プラセボからPROPECIAに切り替えた患者（n = 425）は、最初の12か⽉のプラセボ期間の終わりに⽑髪数
が減少し、その後、PROPECIAによる1年間の治療後に⽑髪数が増加しました。この⽑髪数の増加は、最初に
PROPECIAにランダム化された男性で1年間の治療後に観察された増加（元のベースラインより56本多い）より
も⼩さかった（元のベースラインより56本多い）。治療開始時と⽐較した⽑髪数の増加は、これら2つのグ
ループ間で同等でしたが、最初の研究でPROPECIAによる治療を開始した患者では、より⾼い絶対⽑髪数が達
成されました。この利点は、残りの3年間の研究を通じて維持されました。

12か⽉の時点で、プラセボ群の男性の58％は、PROPECIAで治療された男性の14％と⽐較して、さらに脱
⽑しました（ベースラインからの⽑髪数の減少として定義されます）。2年まで治療を受けた男性では、
PROPECIAで治療された男性の17％と⽐較して、プラセボグループの男性の72％が脱⽑を⽰しました。5年
後、PROPECIAで治療された男性の35％と⽐較して、プラセボグループの男性の100％が脱⽑を⽰しました。
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患者の⾃⼰評価は、各クリニック訪問時に、発⽑、脱⽑、および外観の認識に関する質問を含む⾃⼰記⼊
式の質問票から得られました。この⾃⼰評価は、PROPECIAで治療された男性の髪の⽑の量の増加、脱⽑の減
少、および外観の改善を⽰しました。プラセボと⽐較した全体的な改善は、早くも3か⽉（p <0.05）で⾒ら
れ、改善は5年間維持されました。

治験責任医師の評価は、患者の診察ごとに頭⽪の⽑の増減を評価する7段階の尺度に基づいていました。こ
の評価は、PROPECIAで治療された男性の発⽑の有意に⼤きな増加をプラセボと⽐較して3ヶ⽉という早い時期
に⽰しました（p <0.001）。12か⽉の時点で、研究者らは、PROPECIAで治療された男性の65％が、プラセボ
群の37％と⽐較して発⽑が増加したと評価しました。2年後、研究者らは、PROPECIAで治療された男性の
80％が、プラセボで治療された男性の47％と⽐較して、発⽑が増加したと評価しました。5年後、研究者ら
は、プラセボで治療された男性の15％と⽐較して、PROPECIAで治療された男性の77％が発⽑が増加したと評
価しました。

独⽴した委員会は、調査員の評価と同じ7段階の尺度を使⽤して、頭⽪の⽑の増減に基づいて、頭の標準化
された写真を盲⽬的に評価しました。12ヶ⽉で、PROPECIAで治療された男性の48％は、プラセボで治療され
た男性の7％と⽐較して増加しました。2年後、プラセボで治療された男性の7％と⽐較して、PROPECIAで治療
された男性の66％で発⽑の増加が⽰されました。5年後、PROPECIAで治療された男性の48％が発⽑の増加を
⽰し、42％が変化なし（ベースラインからの脱⽑のそれ以上の⽬に⾒える進⾏がない）と評価され、10％が
ベースラインと⽐較して脱⽑したと評価されました。⽐較すると、プラセボで治療された男性の6％は、発⽑
の増加を⽰しました。 頂点禿頭症研究の他の結果

性機能質問票は、性機能のより微妙な変化を検出するために、2つの頂点の禿頭症試験に参加している患者
によって⾃⼰管理されました。12か⽉⽬に、プラセボを⽀持する統計的に有意な差が4つのドメインのうち3つ
で⾒つかりました（性的関⼼、勃起、および性的問題の認識）。しかし、セックスライフの全体的な満⾜度に
関する質問には、有意差は⾒られませんでした。

2つの頂点の禿頭症の研究のうちの1つでは、患者は頭⽪以外の体⽑の成⻑について質問されました。PROPECIAは頭⽪
以外の体⽑に影響を与えるようには⾒えませんでした。
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前頭⽪中央部の脱⽑症の男性を対象とした研究
前頭⽪中央部の脱⽑症の男性におけるPROPECIAの有効性を評価するために設計された12か⽉の期間の研究

でも、プラセボと⽐較して⽑髪数の有意な増加が⽰されました。髪の⽑の数の増加は、患者の⾃⼰評価、研究
者の評価、および標準化された写真に基づく評価の改善を伴いました。⽑の数は頭⽪前部の中央領域で得ら
れ、⼆頭筋の後退または前髪の⽣え際の領域は含まれていませんでした。

男性の臨床試験の要約
臨床研究は、軽度から中等度の男性型脱⽑症の18〜41歳の男性で実施されました。PROPECIAまたはプラ

セボで治療されたすべての男性は、タールベースのシャンプー（ニュートロジーナT/Gel®）を受け取りました*

シャンプー）研究の最初の2年間。PROPECIAで治療された患者では、早くも3か⽉で臨床的改善が⾒られ、頭
⽪の⽑髪数と発⽑が正味増加しました。最⼤5年間の臨床試験では、PROPECIAによる治療は、プラセボ群で観
察された脱⽑のさらなる進⾏を遅らせました。⼀般に、治療群間の差は、5年間の研究を通じて増加し続けま
した。

男性からの臨床データの⺠族分析
頂点の禿頭症に関する2つの研究を組み合わせた分析では、ベースラインからの平均⽑髪数の変化は、⽩⼈

（n = 1185）では91対-19⽑（PROPECIA対プラセボ）、黒⼈（n = 84）では49対-27⽑でした。アジア⼈の間で
53対-38の髪（n = 17）、ヒスパニックの間で67対5の髪（n = 45）、他の⺠族グループの間で67対-15の髪（n 
= 20）。患者の⾃⼰評価は、全体的に満⾜していた黒⼈男性の前頭⽣え際と頂点の満⾜度を除いて、
PROPECIA治療を受けた⼈種グループ全体で改善を⽰しました。

⼥性の研究
PROPECIA（n = 67）またはプラセボ（n = 70）で12か⽉間治療された男性型脱⽑症の閉経後の⼥性137⼈

を対象とした研究では、有効性を実証できませんでした。プラセボ群と⽐較した場合、PROPECIAで治療され
た⼥性の⽑髪数、患者の⾃⼰評価、研究者の評価、または標準化された写真の評価に改善はありませんでした
（適応症と使⽤法を参照）。

適応症と使⽤法

PROPECIAは、男性型脱⽑症（男性型脱⽑症）の治療に適応されます男性のみ。安全性と有効性は、頂点と
前頭⽪中央部の軽度から中等度の脱⽑を伴う18〜41歳の男性で実証されました（臨床薬理学を参照）。臨床試
験）。

⼀時的な景気後退の有効性は確⽴されていません。
PROPECIAは⼥性には適応されません（臨床薬理学を参照）、臨床試験および禁忌）。

PROPECIAは⼦供には表⽰されません（注意事項を参照してください。⼩児科での使⽤）。

禁忌
PROPECIAは以下で禁忌です：
妊娠。フィナステリドの使⽤は、⼥性が妊娠している、または妊娠している可能性がある場合は禁忌で

す。タイプII5α-レダクターゼ阻害剤はテストステロンのDHTへの変換を阻害する能⼒があるため、フィナステ
リドは、フィナステリドを投与された妊婦の男性胎児の外性器の異常を引き起こす可能性があります。この薬
を妊娠中に使⽤した場合、またはこの薬を服⽤中に妊娠した場合は、妊娠中の⼥性に男性の胎児への潜在的な
危険性を通知する必要があります。（警告、⼥性の暴露-男性の胎児へのリスク;および注意事項も参照してく
ださい。患者のための情報と妊娠。）雌ラットでは、妊娠中に投与された低⽤量のフィナステリドは、雄の⼦
孫に外性器の異常を引き起こしました。

この薬の任意の成分に対する過敏症。

警告
PROPECIAは、⼩児患者での使⽤は適応されていません（「適応症と使⽤法」および「注意事項」を参照し

てください。⼩児科での使⽤）または⼥性（警告、⼥性の暴露-男性の胎児へのリスク;注意事項、患者のため
の情報と妊娠;と供給⽅法、保管と取り扱い）。
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⼥性の暴露-男性の胎児へのリスク
⼥性は、フィナステリドの吸収の可能性とそれに続く男性の胎児への潜在的なリスクのために、妊娠中ま

たは妊娠の可能性がある場合、粉砕または破損したPROPECIA錠を取り扱うべきではありません。PROPECIA
錠はコーティングされており、錠剤が壊れたりつぶれたりしていない限り、通常の取り扱い中に有効成分との
接触を防ぎます。（禁忌、注意事項、注意事項も参照してください。患者のための情報と妊娠;と供給⽅法、保
管と取り扱い。）

予防
全般的

フィナステリドは肝臓で広範囲に代謝されるため、肝機能異常のある患者へのPROPECIAの投与には注意が
必要です。
患者のための情報

⼥性は、フィナステリドの吸収の可能性とそれに続く男性の胎児への潜在的なリスクのために、妊娠中ま
たは妊娠の可能性がある場合、粉砕または破損したPROPECIA錠を取り扱うべきではありません。PROPECIA
錠はコーティングされており、錠剤が壊れたりつぶれたりしていない限り、通常の取り扱い中に有効成分との
接触を防ぎます。（禁忌、警告、⼥性への暴露-男性の胎児へのリスク、注意事項も参照してください。妊娠;
と供給⽅法、保管と取り扱い。）。

医師は、しこり、痛み、乳頭分泌など、乳房の変化をすぐに報告するように患者に指⽰する必要がありま
す。乳房肥⼤、圧痛、新⽣物などの乳房の変化が報告されています（有害反応を参照）。

患者の添付⽂書も参照してください。
医師は、PROPECIAによる治療を開始する前に患者の添付⽂書を読み、処⽅が更新されるたびにもう⼀度読

むように患者に指⽰して、PROPECIAに関する患者の現在の情報を認識できるようにする必要があります。

薬物/実験室試験の相互作⽤
フィナステリドは、コルチゾール、甲状腺刺激ホルモン、またはチロキシンの循環レベルに影響を与えず、⾎漿

脂質プロファイル（例えば、総コレステロール、低密度リポタンパク質、⾼密度リポタンパク質、およびトリグリセ
リド）または⾻ミネラル密度にも影響を与えませんでした。フィナステリドを⽤いた研究では、⻩体形成ホルモン
（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、またはプロラクチンの臨床的に意味のある変化は検出されませんでした。健康
なボランティアでは、フィナステリドによる治療はゴナドトロピン放出ホルモンに対するLHおよびFSHの反応を変化
させず、視床下部-下垂体-精巣軸が影響を受けなかったことを⽰しています。

18〜41歳の男性を対象としたPROPECIA（フィナステリド、1 mg）の臨床試験では、⾎清前⽴腺特異抗原
（PSA）の平均値がベースラインの0.7   ng/mLから12か⽉⽬の0.5ng/mLに減少しました。 、PROSCAR（フィ
ナステリド、5 mg）を使⽤した臨床試験では、良性前⽴腺肥⼤症（BPH）の⾼齢男性に使⽤すると、PSAレベ
ルが約50％低下します。PROSCARを⽤いた他の研究では、前⽴腺癌の存在下で⾎清PSAの低下を引き起こす可
能性があることが⽰されました。フィナステリドで治療された男性を評価する際には、これらの所⾒を考慮し
て⾎清PSAを適切に解釈する必要があります。PROPECIAでの最下点からのPSAレベルの確認された増加は、前
⽴腺癌の存在を⽰す可能性があるため、慎重に評価する必要があります。たとえそれらの値が5α-レダクター
ゼ阻害剤を服⽤していない男性の正常範囲内にあるとしても。PROPECIAによる治療への不遵守も、PSAテス
トの結果に影響を与える可能性があります。

薬物相互作⽤
臨床的に重要な薬物相互作⽤は確認されていません。フィナステリドは、シトクロムP450にリンクされた薬物代

謝酵素システムに影響を与えるようには⾒えません。⼈間でテストされた化合物には、アンチピリン、ジゴキシン、
プロプラノロール、テオフィリン、およびワルファリンが含まれ、臨床的に意味のある相互作⽤は⾒つかりませんで
した。

その他の併⽤療法：特定の相互作⽤研究は⾏われていませんが、アセトアミノフェン、アセチルサリチル
酸、α遮断薬、鎮痛薬、アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬、抗けいれん薬、ベンゾジアゼピン、ベータ
遮断薬、カルシウムを⽤いた臨床研究では、1mg以上のフィナステリド⽤量が併⽤されました。 -チャネル遮
断薬、⼼臓硝酸塩、利尿薬、H2拮抗薬、HMG-CoAレダクターゼ阻害剤、プロスタグランジンシンテターゼ阻
害剤（NSAIDとも呼ばれる）、および臨床的に重⼤な有害な相互作⽤の証拠のないキノロン抗感染薬。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害
オスで160mg/kg /⽇、メスで320mg / kg /⽇までのフィナステリドを投与されたSprague-Dawleyラットの

24ヶ⽉間試験では、腫瘍形成効果の証拠は観察されなかった。これらの⽤量
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ラットでは、1mg/⽇の推奨ヒト⽤量を投与されたヒトで観察されたものの888倍と2192倍のそれぞれの全⾝曝
露が⽣じた。すべてのばく露計算は計算されたAUCに基づいていた（0-24時間）動物⽤および平均AUC（0-24時間）男
性⽤（0.05μg•hr / mL）。

CD-1マウスを⽤いた19か⽉の発がん性試験では、統計的に有意でした（p≤0.05）精巣ライディッヒ細胞腺
腫の発⽣率の増加が250mg / kg /⽇（ヒトの暴露の1824倍）の⽤量で観察された。25mg / kg /⽇の⽤量のマウ
ス（ヒトへの暴露の184倍、推定）およびラットの⽤量≥40mg / kg /⽇（ヒトへの曝露の312倍）で、ライ
ディッヒ細胞過形成の発⽣率の増加が観察されました。ライディッヒ細胞の増殖変化と⾎清LHレベルの増加
（対照の2〜3倍）の間の正の相関は、⾼⽤量のフィナステリドで処理された両⽅のげっ⻭類種で実証されてい
ます。フィナステリドを20mg/kg/⽇および45mg/kg /⽇（それぞれ240回および2800回、ヒトへの暴露）の⽤
量で1年間投与したラットまたは⽝のいずれにおいても、薬物関連のライディッヒ細胞の変化は⾒られません
でした。 2.5mg / kg /⽇の⽤量で19ヶ⽉間治療されたマウス（推定でヒトへの暴露の18.4倍）。

変異原性の証拠は観察されませんでした試験管内で細菌突然変異誘発アッセイ、哺乳類細胞突然変異誘発
アッセイ、または試験管内でアルカリ溶出アッセイ。で試験管内でチャイニーズハムスター卵巣細胞を使⽤し
た染⾊体異常アッセイでは、染⾊体異常がわずかに増加しました。で インビボマウスの染⾊体異常試験では、
発がん性試験で決定された最⼤耐量250 mg / kg /⽇（ヒトへの暴露の1824倍）のフィナステリドでは、治療に
関連した染⾊体異常の増加は観察されませんでした。

フィナステリドを80mg/ kg /⽇（ヒトへの暴露の4344倍）で最⼤12週間処理した性的に成熟した雄ウサギ
では、出⽣⼒、精⼦数、射精量への影響は⾒られませんでした。80mg / kg /⽇のフィナステリド（ヒトへの暴
露の488倍）で治療された性的に成熟した雄ラットでは、6週間または12週間の治療後の出⽣⼒に有意な影響は
ありませんでした。しかし、治療を最⼤24週間または30週間継続すると、出⽣⼒、繁殖⼒が明らかに低下し、
それに伴って精嚢と前⽴腺の重量が⼤幅に減少しました。これらの効果はすべて、治療中⽌から6週間以内に
元に戻すことができました。ラットまたはウサギでは、精巣または交配能⼒に対する薬物関連の影響は⾒られ
ていません。フィナステリドで治療されたラットの出⽣⼒のこの低下は、副性器（前⽴腺および精嚢）への影
響に続発し、精嚢の形成に失敗します。精液栓はラットの正常な出⽣⼒に不可⽋ですが、⼈間には関係ありま
せん。 妊娠

催奇形性効果：妊娠カテゴリーX
禁忌を参照してください。
PROPECIAは⼥性への使⽤は適応されていません。
フィナステリドを妊娠6〜20⽇に100μg/kg/⽇から100mg/ kg /⽇（推定でヒトへの暴露の1〜684倍）の範

囲の⽤量で妊娠ラットに投与すると、尿道下裂が3.6で⽤量依存的に発症した。男性の⼦孫の100％に。妊娠中
のラットは、前⽴腺および精液の⼩胞重量が減少し、包⽪の分離が遅れ、フィナステリドを投与した場合に⼀
過性の乳頭発達を伴う雄の⼦孫を産みました。≥30μg/kg/⽇（ヒトへの暴露の0.2倍、推定）およびフィナス
テリドを投与した場合の肛⾨性器間距離の減少≥3μg/kg/⽇（推定でヒトへの暴露の0.02倍）。これらの影響
が雄ラットに誘発される臨界期は、妊娠16〜17⽇と定義されています。上記の変更は、タイプのクラスに属す
る薬の予想される薬理学的効果ですII5α-レダクターゼ阻害剤であり、タイプの遺伝的⽋損症の男児で報告され
ているものと類似していますII5α-レダクターゼ。フィナステリドのいずれかの⽤量に曝露された雌の⼦孫に異
常は観察されなかった⼦宮内。

最初の親族世代では発達異常は観察されていません（F1）フィナステリドで処理された雄ラット（80mg / 
kg /⽇;ヒトへの暴露の488倍）と未処理の雌との交配から⽣じた雄または雌の⼦孫。妊娠後期および授乳期に
3mg/kg /⽇（推定でヒトへの曝露の20倍）でフィナステリドを投与すると、Fの出⽣⼒がわずかに低下しまし
た。1男性の⼦孫。雌の⼦孫には影響は⾒られなかった。

フィナステリドに曝露されたウサギの胎児では、奇形の証拠は観察されていません。⼦宮内 100mg / kg /⽇
までの⽤量での妊娠6-18⽇⽬（体表⾯積の⽐較に基づいて、1mg /⽇の推奨されるヒト⽤量の1908倍）。しか
し、⽣殖器系の発達の臨界期にウサギが暴露されなかったため、雄の⽣殖器への影響は予想されませんでし
た。

The⼦宮内胎児および胎児の発育期間中のフィナステリド曝露の影響は、ラットまたはウサギよりもヒトの
発育を予測する種であるアカゲザル（妊娠20-100⽇）で評価されました。800 ng /⽇までの⽤量での妊娠中の
サルへのフィナステリドの静脈内投与（フィナステリドへの妊婦の推定最⾼曝露量の少なくとも250倍）
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体表⾯積の⽐較に基づいて、1mg /⽇を服⽤している男性の精液から）は、男性の胎児に異常をもたらさな
かった。ヒトの胎児の発育に対するアカゲザルモデルの関連性を確認するために、妊娠中のサルに2 mg / kg /
⽇の⽤量のフィナステリドを経⼝投与すると、雄の胎児に外⽣殖器の異常が⽣じました。他の異常は男性の胎
児では観察されず、フィナステリド関連の異常はどの⽤量でも⼥性の胎児では観察されませんでした。

授乳中の⺟親
PROPECIAは⼥性への使⽤は適応されていません。
フィナステリドが⺟乳に排泄されるかどうかは不明です。 ⼩児

科での使⽤
PROPECIAは⼩児患者での使⽤は適応されていません。
⼩児患者の安全性と有効性は確⽴されていません。 ⽼⼈使⽤

PROPECIAを使⽤した臨床効果試験に  は、65歳以上の被験者は含まれていませんでした。フィナステリド
5mgの薬物動態に基づいて、PROPECIAの⾼齢者では投与量の調整は必要ありません（臨床薬理学を参照して
ください。薬物動態）。しかし、⾼齢者におけるPROPECIAの有効性は確⽴されていません。

逆反応
男性型脱⽑症の治療におけるPROPECIA（フィナステリド1mg）の臨床試験

12か⽉間のPROPECIAの3つの対照臨床試験では、PROPECIAを服⽤している患者の1.4％（n = 945）が、お
そらくまたは間違いなく薬物に関連していると考えられる有害な経験のために中⽌されました（プラセボでは
1.6％; n = 934）。

おそらくまたは間違いなく薬物関連として報告された臨床的有害事象≥PROPECIAまたはプラセボで治療さ
れた患者の1％を表1に⽰します。

表1
1年⽬のPROPECIA（フィナステリド1 mg）の薬物関連の有害な経験（％）

男性型脱⽑症
PROPECIA

N = 945

プラセボ
N = 934

性欲減退 1.8 1.3

勃起不全 1.3 0.7

射精障害
（射精量の減少）

1.2
（0.8）

0.7
（0.4）

薬物関連の性的不利な経験による中⽌ 1.2 0.9

臨床的有害事象の統合分析は、PROPECIAによる治療中に、プラセボで治療された934⼈の男性の20⼈
（2.1％）と⽐較して、945⼈の男性の36⼈（3.8％）がこれらの有害な経験の1つ以上を報告したことを⽰しま
した（p = 0.04）。これらの副作⽤のためにPROPECIAによる治療を中⽌した男性と、治療を継続したほとんど
の男性で解決が⾒られました。上記の不利な経験のそれぞれの発⽣率はに減少しました≤PROPECIAによる治
療の5年⽬までに0.3％。

健康な男性を対象としたフィナステリド1mgの毎⽇の研究では、48週間の治療後にプラセボの0.2 mL（‒
8％）と⽐較して0.3 mL（-11％）の射精量の中央値の減少が観察されました。他の2つの研究では、PROPECIA
の投与量の5倍（1⽇5 mg）のフィナステリドが射精量のプラセボと⽐較して約0.5 mL（-25％）の有意な中央
値の減少をもたらしたが、これは治療の中⽌後に可逆的であった。

PROPECIAを⽤いた臨床試験では、フィナステリド治療を受けた患者の乳房の圧痛と肥⼤、過敏反応、睾丸
痛の発⽣率は、プラセボ治療を受けた患者と差がありませんでした。。

PROPECIAの市販後の経験（フィナステリド1 mg）
乳房の柔らかさと肥⼤; うつ; 発疹、そう痒症、蕁⿇疹、唇や顔の腫れなどの過敏反応; 睾丸痛; と男性の乳

がん。これらの反応は不確実なサイズの集団から⾃発的に報告されるため、頻度を確実に推定したり、薬物曝
露との因果関係を確⽴したりすることが常に可能であるとは限りません。⾒るPROSCARの管理された臨床試験
と⻑期オープンエクステンション研究®（（良性前⽴腺肥⼤症の治療におけるフィナステリド5mg）。
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PROSCARの管理された臨床試験と⻑期オープンエクステンション研究®（フィナステリド5mg）良性前⽴腺肥
⼤症の治療

4年間の対照臨床試験であるPROSCAR⻑期有効性および安全性試験（PLESS）では、症候性BPHおよび前
⽴腺肥⼤症の45歳から78歳までの3040⼈の患者が4年間（1524年）にわたって安全性について評価されまし
た。 PROSCARでは5mg/⽇、プラセボでは1516）。PROSCAR 5 mgで治療された3.7％（57⼈の患者）および
プラセボで治療された2.1％（32⼈の患者）は、最も頻繁に報告された副作⽤である性機能に関連する副作⽤
の結果として治療を中⽌しました。

表2は、PROSCARの発⽣率が≥研究の4年間でプラセボより1％以上。研究の2〜4年⽬では、インポテン
ス、性欲減退、射精障害の発⽣率に治療群間で有意差はありませんでした。

表2
薬物関連の有害な経験PROSCAR （フィナステリド5mg ）。

良性前⽴腺肥⼤症
1年⽬

（％）
2、3、4年⽬*

（％）
フィナステリド、5 mg プラセボ フィナステリド、5

mg
プラセボ

インポテンス 8.1 3.7 5.1 5.1
減少
リビドー

6.4 3.43.4 2.62.6 2.62.6

減少
のボリューム
射精する

3.7 0.8 1.5 0.5

射精
障害

0.8 0.1 0.2 0.1

胸
拡⼤

0.5 0.1 1.8 1.1

胸
優しさ

0.4 0.1 0.7 0.3

発疹 0.5 0.2 0.5 0.1
*2年から4年の合計
N = 1524および1516、それぞれフィナステリドとプラセボ

1年間のプラセボ対照第III相BPH試験と、PROSCAR5mgおよびPLESSによる5年間のオープンエクステン
ションの有害な経験プロファイルは類似していた。

PROSCAR5mgによる治療期間の延⻑に伴う有害な経験の増加の証拠はありません。薬物関連の性的有害体
験の新しい報告は、治療期間とともに減少しました。

フィナステリドの⻑期使⽤と男性の乳房腫瘍との関係は現在不明です。3047⼈の男性を登録した4〜6年間
のプラセボおよびコンパレーター対照試験中に、PROSCARで治療された男性で4例の乳がんがありましたが、
PROSCARで治療されていない男性では症例がありませんでした。3040⼈の男性を登録した別の4年間のプラセ
ボ対照試験では、プラセボ治療を受けた男性で2例の乳がんが発⽣しましたが、PROSCARで治療された男性で
は症例は報告されていません。

18,882⼈の健康な男性を登録した7年間のプラセボ対照試験では、9060⼈が分析に利⽤できる前⽴腺針⽣検
データを持っていました。PROSCARグループでは、280⼈（6.4％）の男性が前⽴腺癌を患っており、針⽣検
でグリーソンスコアが7〜10と検出されたのに対し、プラセボグループでは237⼈（5.1％）の男性でした。こ
の研究で診断された前⽴腺がんの全症例のうち、約98％が被膜内（ステージT1またはT2）として分類されまし
た。これらの所⾒の臨床的意義は不明です。⽂献からのこの情報（Thompson IM、Goodman PJ、Tangen 
CM、etal。前⽴腺癌の発症に対するフィナステリドの影響。 N Engl J Med2003; 349：213-22）は、PROSCAR
が⽰されているように使⽤される場合に医師が検討するために提供されています。PROSCARは、前⽴腺がんを
発症するリスクを減らすために承認されていません。

過剰投与
臨床試験では、フィナステリドを400 mgまで単回投与し、フィナステリドを80 mg /⽇まで3か⽉間複数回

投与しても、副作⽤は⽣じませんでした。さらなる経験が得られるまで、フィナステリドの過剰摂取に対する
特定の治療は推奨できません。

1500 mg / mの単回経⼝投与で、雄と雌のマウスで有意な致死が観察された。2

（500 mg / kg）および2360 mg/mの単回経⼝投与での雌雄ラット2（400 mg / kg）および5900 mg / m2

（1000mg / kg）、それぞれ。
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投薬と管理

推奨⽤量は1⽇1回経⼝1mgです。PROPECIAは、⾷事の有
無にかかわらず投与することができます。
⼀般的に、効果が⾒られるまでには、3ヶ⽉以上の毎⽇の使⽤が必要です。利益を維持するために継続して

使⽤することをお勧めします。これは定期的に再評価する必要があります。治療の中⽌は、12ヶ⽉以内に効果
の逆転につながります。

供給⽅法
No. 6642 —PROPECIA錠1mgは、⽚⾯に「様式化されたP」のロゴ、もう⽚⾯にPROPECIAのロゴが付いた、⻩褐⾊の⼋

⾓形のフィルムコーティング錠です。それらは次のように提供されます。
NDC0006-0071-31使⽤ユニット30本（乾燥剤付き） NDC0006-0071-54 P
ROPAK®-使⽤単位90本（乾燥剤付き）。 保管と取り扱い

室温、15-30°C（59-86°F）で保管してください。容器を閉じたままにし、湿気から保護してください。⼥
性は、フィナステリドの吸収の可能性とそれに続く男性の胎児への潜在的なリスクのために、妊娠中また

は妊娠の可能性がある場合、粉砕または破損したPROPECIA錠を取り扱うべきではありません。PROPECIA錠
はコーティングされており、錠剤が壊れたりつぶれたりしない限り、通常の取り扱い中に有効成分との接触を
防ぎます。（警告、⼥性の暴露-男性の胎児へのリスク;および注意事項を参照してください。患者のための情
報と 妊娠。）。

2010年12⽉発⾏

⽶国特許番号：5,547,957; 5,571,817
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PROPECIA®
（フィナステリド）錠剤、
1mgPROPECIAに関する患
者情報®（（おしっこしゃ）

⼀般名：フィナステリド
（fin-AS-tur-eyed）

PROPECIA®男性専⽤です。

PROPECIAの服⽤を開始する前に、このリーフレットをお読みください。また、何かが変わった場合に備えて、処⽅
箋を更新するたびに、PROPECIAに含まれている情報をお読みください。このリーフレットは、医師との慎重な話し
合いに代わるものではないことを忘れないでください。あなたとあなたの医者はあなたがあなたの薬を服⽤し始める
ときと定期的な健康診断でPROPECIAについて話し合うべきです。

PROPECIAは何に使⽤されますか？

PROPECIAは、頂点と頭⽪前部の男性型脱⽑症の治療に使⽤されます。

PROPECIAはによって使⽤されます男性のみそしてすべきいいえ⼥性や⼦供が使⽤します。

男性型脱⽑症とは何ですか？

男性型脱⽑症は、男性が頭⽪の髪の⽑が薄くなることを経験する⼀般的な状態です。多くの場合、これによ
り、頭頂部の⽣え際が後退したり、はげかかったりします。これらの変化は通常、20代の男性で徐々に始まり
ます。

医師は、男性型脱⽑症は遺伝によるものであり、ホルモンの影響に依存していると信じています。医師は、こ
のタイプの脱⽑を男性型脱⽑症と呼んでいます。

臨床試験の結果：

医師は12か⽉間、軽度から中等度の脱⽑が続いている18〜41歳の1800⼈以上の男性を調査しました。これら
の男性のうち、頭頂部に脱⽑がある約1200⼈が追加の伸展研究に参加し、合計で最⼤5年の研究期間が得られ
ました。⼀般的に、PROPECIAを服⽤した男性は、⽬に⾒える頭⽪の⽑の数を維持または増加させ、最初の1年
で髪の改善に気づきました。研究の開始と⽐較して、改善は残りの治療年数を通して維持されました。
PROPECIAを服⽤しなかった男性の髪の⽑の数は減少し続けました。

ある研究では、患者は体⽑の成⻑について質問されました。PROPECIAは頭⽪以外の場所の髪に影響を与える
ようには⾒えませんでした。

PROPECIAは私のために働きますか？

ほとんどの男性にとって、PROPECIAは治療の最初の年に頭⽪の⽑の数を増やし、頭⽪の薄いまたははげか
かった領域を埋めるのを助けます。さらに、PROPECIAを服⽤している男性は脱⽑の減速に気付くかもしれま
せん。結果はさまざまですが、通常、失った髪の⽑をすべて元に戻すことはできません。PROPECIAが頭の両
側の側頭領域の後退した⽣え際の治療に効果があるという⼗分な証拠はありません。

男性型脱⽑症は、時間の経過とともに徐々に発⽣します。平均して、健康な髪は毎⽉約0.5インチしか成⻑しませ
ん。そのため、効果が出るまでには時間がかかります。

PROPECIAを服⽤するメリットが得られるまで、3か⽉以上毎⽇PROPECIAを服⽤する必要があるかもしれませ
ん。PROPECIAは、継続して服⽤した場合にのみ、⻑期にわたって機能します。薬が12か⽉間効かなかった場
合、それ以上の治療が有益である可能性は低いです。PROPECIAの服⽤を中⽌すると、治療を中⽌してから12
か⽉以内に得た髪の⽑が失われる可能性があります。これについては医師と話し合う必要があります。
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PROPECIAは、閉経後の⼥性の男性型脱⽑症による脱⽑の治療には効果的ではありません。PROPECIAは⼥性
が服⽤してはいけません。

PROPECIAはどのように服⽤すればよいで

すか？ 医師の指⽰に従ってください。

•• 毎⽇1錠を⼝から服⽤してください。

•• あなたは⾷物の有無にかかわらずPROPECIAをとることができます。

•• PROPECIAを服⽤するのを忘れた場合は、いいえ 余分な錠剤を取ります。いつものように次のタブレットを持っていってください。

PROPECIAはいいえ 1⽇に2回以上服⽤すると、より速く、またはより良く機能します。

誰がすべきかいいえ PROPECIAを服⽤しますか？

•• PROPECIAは男性型脱⽑症の治療⽤です男性のみそして⼥性によって取られるべきではありません
（参照PROPECIAと妊娠についての警告）。

•• PROPECIAは⼦供が服⽤してはいけません。

•• 成分のいずれかにアレルギーのある⼈。

PROPECIAと妊娠についての警告。

•• 妊娠している、または妊娠している可能性のある⼥性：

-PROPECIAを使⽤してはいけません

-PROPECIAの砕いたまたは壊れた錠剤を扱わないでください。

男性の⾚ちゃんを妊娠している⼥性が、飲み込むか⽪膚を通してPROPECIAの有効成分を吸収すると、男性の
⾚ちゃんの性器の異常を引き起こす可能性があります。妊娠中の⼥性がPROPECIAの有効成分と接触した場合
は、医師に相談する必要があります。PROPECIA錠はコーティングされており、錠剤が壊れたりつぶれたりし
ない限り、通常の取り扱い中に有効成分との接触を防ぎます。

PROPECIAの考えられる副作⽤は何ですか？

すべての処⽅薬と同様に、PROPECIAは副作⽤を引き起こす可能性があります。臨床試験では、PROPECIAに
よる副作⽤はまれであり、ほとんどの男性に影響を及ぼしませんでした。少数の男性が特定の性的副作⽤を経
験しました。これらの男性は、次の1つ以上を報告しました。勃起を達成することの難しさ; そして、精液の量
の減少。これらの副作⽤のそれぞれは、男性の2％未満で発⽣しました。これらの副作⽤は、PROPECIAの服⽤
をやめた男性でなくなりました。それらはまたPROPECIAを取り続けたほとんどの⼈で消えました。

In general use, the following have been reported: breast tenderness and enlargement; depression; allergic 
reactions including rash, itching, hives and swelling of the lips and face; problems with ejaculation; 
testicular pain; and, in rare cases, male breast cancer. You should promptly report to your doctor any 
changes in your breasts such as lumps, pain or nipple discharge. Tell your doctor promptly about these or 
any other unusual side effects.

• PROPECIAは、前⽴腺がんのスクリーニングのためのPSA（前⽴腺特異抗原）と呼ばれる⾎液検査に影響を
与える可能性があります。PSA検査を⾏っている場合は、PROPECIAを服⽤していることを医師に伝える必
要があります。PROPECIAはPSAレベルを低下させるため、PSAレベルの変化は医師が慎重に評価する必要
があります。PROPECIAを服⽤していない男性の検査結果が正常範囲内であっても、フォローアップPSAレ
ベルが最低点から上昇した場合は慎重に評価する必要があります。服⽤していない場合は、医師に相談して
ください。

2

参照ID：2932096



これはPSAテスト結果に影響を与える可能性があるため、規定どおりのPROPECIA。詳細については、医師にご
相談ください。

保管と取り扱い。

PROPECIAを元の容器に⼊れ、容器を閉じたままにします。室温で乾燥した場所に保管してください。
PROPECIA錠はコーティングされており、錠剤が壊れたりつぶれたりしない限り、通常の取り扱い中に有効成
分との接触を防ぎます。

PROPECIAタブレットを他⼈に渡さないでください。それはあなただけのために処⽅されました。PROPECIAとすべ
ての薬を⼦供の⼿の届かないところに保管してください。

このリーフレットは、PROPECIAに関する情報の要約を提供します。このリーフレットを読んだ後、質問があ
る場合、または何かについて確信が持てない場合は、医師、薬剤師、または医療提供者に相談してください。

1-888-637-2522、⽉曜⽇から⾦曜⽇、午前8時30分から午後7時（ET）。

www.propecia.com

2010年12⽉発⾏

⽶国特許番号：5,547,957; 5,571,817
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