
アルフシンD錠（（アルフゾシン塩酸塩+デュタステリド）

構成

アルフシンD錠
各lmコーティング錠には以下が含まれ
ます：アルフゾシン塩酸塩BP ... 10 mg
（徐放性として）
デュタステリド.................0.5mg
⾊：⼆酸化チタンIP

説明

アルフシンD錠剤には、有効成分である塩酸アルフゾシンとデュタステリドが含
まれています。アルフゾシン塩酸塩は、選択的なα1-アドレナリン受容体遮断薬
であり、下部尿路のα1-アドレナリン受容体に対して選択性を⽰します。これら
のアドレナリン受容体の遮断は、膀胱頸部と前⽴腺の平滑筋を弛緩させ、尿の流
れを改善し、良性前⽴腺肥⼤症（BPH）の症状を軽減する可能性があります。

デュタステリドは、テストステロンを5アルファ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ステロイド5α-レダクターゼ（5AR）のI型
とII型の両⽅のアイソフォームの選択的阻害剤である合成4-アザステロイド化合
物です。DHTは、前⽴腺の初期発達とその後の肥⼤に主に関与するアンドロゲン
です。タイプIIアイソザイムは主に⽣殖組織で活性があり、タイプIアイソザイム
は⽪膚と肝臓でのテストステロン変換にも関与しています。アルフシンDタブ
レットは、BPHの動的成分と静的成分の両⽅に作⽤します。
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前⽴腺、膀胱基部、膀胱頸部、前⽴腺カプセル、および尿道前⽴腺部に位置する
アドレナリン受容体。

（https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
週-単剤療法-
効果的で安全な
men-with-lutsbph）

om / conte

アルフゾシンは、下部尿路のアルファアドレナリン受容体に対して選択性を⽰し
ます。これらのアドレナリン受容体の遮断は、膀胱頸部と前⽴腺の平滑筋を弛緩
させ、尿の流れを改善し、BPHの症状を軽減する可能性があります。

⼼臓電気⽣理学
QT間隔に対する10mgおよび40mgのアルフゾシンの効果は、19〜45歳の45⼈の
健康な⽩⼈男性被験者を対象とした⼆重盲検無作為化プラセボおよびアクティブ
コントロール（モキシオキサシン400 mg）の4⽅向クロスオーバー単回投与試験
で評価されました。年。QT間隔は、アルフゾシン⾎漿濃度のピーク時に測定され
ました。アルフゾシンの40mg⽤量が選択されたのは、この⽤量がアルフゾシン
とケトコナゾール400mgの同時投与で達成されるよりも⾼い⾎中レベルを達成す
るためです。表1は、アルフゾシン⾎漿濃度のピーク時における、さまざまな補
正⽅法（Fridericia、⺟集団固有および被験者固有の補正⽅法）による未補正QT
および平均補正QT間隔（QTc）への影響をまとめたものです。これらの修正⽅法
のどれもがより有効であるとは知られていません。この研究における10mgのア
ルフゾシン投与に関連する⼼拍数の平均変化は、40mgのアルフゾシンでは5.2
拍/分および5.8拍/分でした。モキシオキサシンによる⼼拍数の変化は2.8拍/分で
した。

表1.Tmaxでのベースラインからのミリ秒（95％CI）での平均QTおよびQTcの変化（相対

⼼拍数の影響を補正するためのさまざまな⽅法論でプラセボに）。

薬物/⽤量 QT フリデリシア

⽅法
⼈⼝-
特定の
⽅法

主題-
特定の
⽅法

アルフゾシン

10mg
-5.8
（-10.2、-1.4）

4.9
（0.9、8.8）

1.8
（-1.4、5.0）

1.8
（-1.3、5.0）

アルフゾシン

40mg
-4.2
（-8.5、0.2）

7.7
（1.9、13.5）

4.2
（-0.6、9.0）

4.3
（-0.5、9.2）

モキシオキサシン*

400mg
6.9
（2.3、11.5）

12.7
（8.6、16.8）

11.0
（7.0、15.0）

11.1
（7.2、15.0）

*アクティブコントロール

QT効果は、10mgのアルフゾシンと⽐較して40mgの⽅が⼤きいように⾒えまし
た。研究された最⾼のアルフゾシン⽤量（治療⽤量の4倍）の効果は、その治療
⽤量での活性対照モキシオキサシンの効果ほど⼤きくは⾒えなかった。ただし、
この研究は、薬物または⽤量レベル間の直接的な統計的⽐較を⾏うようには設計
されていません。⽶国外でのアルフゾシンの広範な市販後の経験において、トル
サード‧ド‧ポワントの兆候はありませんでした。別の市販後QT研究では、
10mgの同時投与の効果を評価しました
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同様のQT効果量の薬剤を含むアルフゾシン。この研究では、アルフゾシン10 mg
単独のプラセボを差し引いたQTcFの平均増加は1.9ミリ秒でした（上⽅95％CI、
5.5ミリ秒）。2つの薬剤の併⽤投与は、いずれかの薬剤単独と⽐較した場合、QT
効果の増加を⽰しました。このQTcFの増加は、相加的以上のものではありませ
んでした。この研究は、薬剤間の直接的な統計的⽐較を⾏うようには設計されて
いませんが、両⽅の薬剤を⼀緒に投与した場合のQTの増加は、陽性対照のモキシ
オキサシン400mgで⾒られたQTcFの増加よりも低いようでした。これらのQTc
変更の臨床的影響は不明です。

デュタステリド

作⽤機序
デュタステリドは、ステロイド5アルファレダクターゼ（5AR）のI型とII型の両⽅
のアイソフォームの競合的かつ特異的な阻害剤である合成4-アザステロイド化合
物です。テストステロンは、I型とII型の2つのアイソフォームとして存在する酵
素5アルファレダクターゼによってDHTに変換されます。タイプIIアイソザイムは
主に⽣殖組織で活性があり、タイプIアイソザイムは⽪膚と肝臓でのテストステロ
ン変換にも関与しています。デュタステリドは、テストステロンの5アルファジ
ヒドロテストステロン（DHT）への変換を阻害します。DHTは、前⽴腺の初期発
達とその後の肥⼤に主に関与するアンドロゲンです。

5α-ジヒドロテストステロンとテストステロンへの影響
DHTの減少に対するデュタステリドの1⽇量の最⼤効果は⽤量依存的であり、1〜
2週間以内に観察されます。デュタステリド0.5mgを1⽇1週間および2週間投与し
た後、⾎清DHT濃度の中央値はそれぞれ85％および90％減少しました。デュタス
テリド0.5mg/⽇で4年間治療されたBPHの患者では、⾎清DHTの減少の中央値は
1年で94％、2年で93％、3年と4年の両⽅で95％でした。⾎清テストステロンの
増加の中央値は、1年と2年の両⽅で19％、3年で26％、4年で22％でしたが、平
均および中央値のレベルは⽣理学的範囲内にとどまりました。

経尿道的前⽴腺切除術の前に最⼤12週間5mg/⽇のデュタステリドまたはプラセ
ボで治療されたBPHの患者では、前⽴腺組織の平均DHT濃度は、プラセボと⽐較
してデュタステリド群で有意に低かった（784および5,793 pg / g 、それぞれ;（p 
<0.001）。

遺伝的に遺伝したII5型α-レダクターゼ⽋損症の成⼈男性もDHTレベルが低下して
います。これらの5つのα-レダクターゼ⽋損男性は、⽣涯を通じて⼩さな前⽴腺
を持ち、BPHを発症しません。出⽣時に存在する関連する泌尿⽣殖器の⽋陥を除
いて、5α-レダクターゼ⽋損症に関連する他の臨床的異常はこれらの個⼈で観察
されていません。

他のホルモンへの影響
健康なボランティアでは、デュタステリド0.5 mg /⽇（n = 26）による52週間の
治療は、性ホルモン結合グロブリン、エストラジオール、⻩体形成ホルモン、卵
胞刺激ホルモンにおいて、プラセボ（n = 23）と⽐較して臨床的に有意な変化を
もたらさなかった、チロキシン（freeT4）
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およびデヒドロエピアンドロステロン。プラセボと⽐較して統計的に有意なベー
スライン調整平均増加が、8週間の総テストステロンで観察されました（97.1 
ng / dL、（p <0.001）。

その他の効果
⾎漿脂質パネルと⾻塩密度は、健康なボランティアで1⽇1回デュタステリド
0.5mgを52週間投与した後に評価されました。プラセボまたはベースラインと⽐
較して、⼆重エネルギーX線吸収測定法（DEXA）で測定した⾻塩密度に変化はあ
りませんでした。さらに、⾎漿脂質プロファイル（すなわち、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）
は、デュタステリドの影響を受けませんでした。1年間の健康なボランティア研
究のサブセット集団（n = 13）では、ACTH刺激に対する副腎ホルモン反応の臨床
的に有意な変化は観察されませんでした。

薬物動態

アルフゾシン塩酸塩
吸収：摂⾷条件下での塩酸アルフゾシン10mg錠剤の絶対バイオアベイラビリ
ティは49％です。摂⾷条件下で10mgの塩酸アルフゾシンを複数回投与した後、
最⼤濃度までの時間は8時間でした。CmaxとAUC0-24は、それぞれ13.6（SD = 
5.6）ng / mLと194（SD = 75）ng.h/mLでした。アルフゾシン塩酸塩は、30mg
までの単回および複数回投与後に線形動態を⽰します。アルフゾシン塩酸塩の2
回⽬の投与で定常状態の⾎漿レベルに達します。定常状態の塩酸アルフゾシンの
⾎漿中濃度は、単回投与後に観察された濃度の1.2〜1.6倍です。

⾷物の影響：吸収の程度は、絶⾷条件下で50％低くなります。したがって、塩酸
アルフゾシンは、毎⽇同じ⾷事と⼀緒に⾷事と⼀緒に摂取する必要があります。

分布：
健康な男性の中年ボランティアの投与量は3.2L/kgでした。インビトロ研究の結
果は、塩酸アルフゾシンがヒト⾎漿タンパク質に中程度に結合し（82-90％）、
広い濃度範囲（5から5,000 ng / mL）にわたって線形結合することを⽰していま
す。

The ⾳量 の 分布 続く 静脈内

代謝：アルフゾシン塩酸塩は肝臓で広範囲に代謝され、投与量のわずか11％が変
化せずに尿中に排泄されます。アルフゾシン塩酸塩は、酸化、O-脱メチル化、N-
脱アルキル化の3つの代謝経路によって代謝されます。代謝物は薬理学的に活性
ではありません。CYP3A4は、その代謝に関与する主要な肝酵素アイソフォーム
です。

排泄：14C標識アルフゾシン塩酸塩溶液の経⼝投与後、7⽇後の放射性の回復（投
与量のパーセンテージとして表される）は、糞便で69％、尿で24％でした。
10mgの塩酸アルフゾシンの経⼝投与後、⾒かけの消失半減期は10時間です。
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特別な集団における薬物動態
⼩児への使⽤：アルフゾシン錠は⼩児集団での使⽤は適応されていません

⽼年医学的使⽤：BPH患者を対象とした第3相臨床試験中の薬物動態評価では、
アルフゾシンのピーク⾎漿濃度と年齢の間に関係はありませんでした。ただし、
トラフレベルは年齢と正の相関がありました。75歳未満の被験者の濃度は65歳未
満の被験者よりも約35％⾼かった。

腎機能障害：アルフゾシン10mg錠の薬物動態プロファイル

腎機能が正常（CLCR> 80 mL / min）、軽度障害（CLCR 60〜

80 mL / min）、中程度の障害（CLCR 30〜59 mL / min）、および重度の障害

（CLCR maxおよびAUC値は、

軽度、中等度、または重度の腎機能障害。

肝機能障害：アルフゾシンの薬物動態は、軽度の肝機能障害のある患者では研究
されていません。中等度または重度の肝機能不全の患者（チャイルドピューカテ
ゴリーBおよびC）では、⾎漿⾒かけのクリアランス（CL / F）は、健康な被験者
で観察されたものの約3分の1から4分の1に減少しました。このクリアランスの減
少は、健康な被験者と⽐較して、これらの患者のアルフゾシンの⾎漿濃度を3〜4
倍⾼くします。したがって、アルフゾシンは中等度から重度の肝機能障害のある
患者には禁忌です。

デュタステリド

吸収：デュタステリドの0.5mgの単回投与後、⾎清濃度のピーク（Tmax）まで
の時間は2〜3時間以内に発⽣します。5⼈の健康な被験者の絶対バイオアベイラ
ビリティは約60％でした（範囲：40％から94％）。薬を⾷物と⼀緒に投与する
と、最⼤⾎清濃度は10〜15％減少しました。この減少は臨床的に重要ではありま
せん。

分布：単回および反復経⼝投与後の薬物動態データは、

デュタステリドは⼤量に分布しています（300-500L）。デュタステリドは⾮常に

⾎漿アルブミン（99.0％）およびα1-酸性糖タンパク質（96.6％）に結合します。の研究で

健康な被験者（n = 26）デュタステリド0.5 mg /⽇を12か⽉間、精液

デュタステリド濃度は12で平均3.4ng/ mL（範囲：0.4〜14 ng / mL）

数ヶ⽉、⾎清と同様に、6ヶ⽉で定常状態の濃度を達成しました。の上

平均して、12ヶ⽉で⾎清デュタステリド濃度の11.5％が

精液。

代謝：デュタステリドはヒトで広範囲に代謝されます。インビトロ研究は、デュ
タステリドがCYP3A4およびCYP3A5アイソザイムによって代謝されることを⽰し
ました。これらのアイソザイムは両⽅とも、4'-ヒドロキシデュタステリド、6-ヒ
ドロキシデュタステリド、および6,4'-ジヒドロキシデュタステリド代謝物を⽣成
しました。さらに、15-ヒドロキシデュタステリド代謝物はCYP3A4によって形成
されました。定常状態への投与後のヒト⾎清において、未変化のデュタステリ
ド、3つの主要代謝物（4'-ヒドロキシデュタステリド、1,2-ジヒドロデュタステ
リドおよび6-ヒドロキシデュタステリド）および2つのマイナー代謝物（6,4-ジヒ
ドロキシデュタステリドおよび15-ヒドロキシデュタステリド）、評価質量分析
応答により、検出されました。インビトロでは、4-
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ヒドロキシデュタステリドおよび1,2-ジヒドロデュタステリド代謝物は、ヒト5α-レダ
クターゼの両⽅のアイソフォームに対してデュタステリドよりもはるかに強⼒ではあ
りません。6ベータ-ヒドロキシデュタステリドの活性はデュタステリドの活性に匹敵
します。

排泄：デュタステリドとその代謝物は主に糞便中に排泄されました。⽤量のパー
セントとして、約5％の未変化のデュタステリド（〜1％から〜15％）およびデュ
タステリド関連代謝物としての40％（〜2％から〜90％）がありました。尿中に
は微量の未変化のデュタステリドしか検出されませんでした（<1％）。したがっ
て、平均して、説明されていない⽤量は約55％（範囲：5％から97％）です。
デュタステリドの最終排出半減期は、定常状態で約5週間です。平均定常状態⾎
清デュタステリド濃度は、0.5mg/⽇で1年間投与した後40ng/mLでした。毎⽇の
投与後、デュタステリドの⾎清濃度は、1か⽉後に定常状態の濃度の65％に達
し、3か⽉後に約90％に達します。デュタステリドの半減期が⻑いため、⾎清濃
度は検出可能なままです（0より⼤きい）。

特別な集団における薬物動態
⼩児科：デュタステリドの薬物動態は、18歳未満の被験者では調査されていませ
ん。

⽼年医学：⾼齢者では⽤量調整は必要ありません。薬物動態および

デュタステリドの薬⼒学は、36⼈の健康な男性被験者で評価されました。

5mgの単回投与後24年から87年の間

デュタステリド。この単回投与試験では、デュタステリドの半減期は年齢とともに増加しました

（20〜49歳の男性では約170時間、

50〜69歳の男性、70歳以上の男性では約300時間）。

3つの主要試験でデュタステリドで治療された2,167⼈の男性のうち、60％が65歳でした

年以上、15％が75歳以上でした。安全性に全体的な違いはありません

または、これらの患者と若い患者の間でecacyが観察されました。

性別：デュタステリドは妊娠中および出産の可能性のある⼥性には禁忌であり、
他の⼥性への使⽤は適応されていません。⼥性におけるデュタステリドの薬物動
態は研究されていません。

⼈種：デュタ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。

腎機能障害：デュタステリドの薬物動態に対する腎機能障害の影響は研究されて
いません。ただし、デュタステリドの定常状態の0.5 mg投与量の0.1％未満がヒ
トの尿中に回収されるため、腎機能障害のある患者の投与量の調整は予想されま
せん。

肝機能障害：デュタステリドに対する肝機能障害の影響

薬物動態は研究されていません。デュタステリドは広範囲に含まれているため

代謝された曝露は、肝障害のある患者でより⾼くなる可能性があります。

適応症
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アルフシンD前⽴腺肥⼤症の男性の良性前⽴腺肥⼤症（BPH）の兆候と症状の治
療には、錠剤が適応となります。

錠剤は、降圧薬としての使⽤を⽬的としていません。

デュタステリドは、前⽴腺がんの予防には承認されていません。

投薬と管理

の推奨⽤量アルフシンD毎⽇同じ⾷事の直後に服⽤する1錠です。錠剤は丸ごと飲
み込み、噛んだりつぶしたりしないでください。

特別な集団

腎機能障害
重度の腎機能障害のある患者にアルフゾシンを投与する場合は注意が必要です
（クレアチニンクリアランス腎機能障害のある患者のデュタステリドには⽤量調
整は必要ありません）

肝機能障害
アルフゾシンは、中等度または重度の肝機能障害のある患者への使⽤は禁忌で
す。軽度の肝機能障害のある患者ではアルフゾシンの薬物動態は研究されていま
せんが、そのような患者にアルフゾシンを投与する場合は注意が必要です。

デュタステリドの薬物動態に対する肝機能障害の影響は研究されていません。
デュタステリドは広範囲に代謝されるため、肝障害のある患者では曝露が⾼くな
る可能性があります。

禁忌

アルフシンDタブレットは、出産の可能性のある⼥性や妊娠中の⼥性への使⽤は
禁忌です。

アルフシンD錠剤は⼩児患者での使⽤は禁忌です。

アルフシンD中等度または重度の肝機能障害のある患者（Childs-Pughカテゴ
リーBおよびC）では、塩酸アルフゾシンの⾎中濃度が上昇するため、錠剤は使⽤
しないでください。

アルフシンDアルフゾシン塩酸塩の⾎中濃度が上昇するため、錠剤をケトコナ
ゾール、イトラコナゾール、リトナビルなどの強⼒なCYP3A4阻害剤と併⽤しな
いでください。

アルフシンD錠剤は、過敏症が知られている患者には禁忌です

アルフゾシン塩酸塩（例、蕁⿇疹および⾎管浮腫）またはデュタステリド（例、

重篤な⽪膚反応、⾎管性浮腫）またはアルフシンDタブレット。

警告と注意事項

その他の泌尿器疾患の評価
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アルフシンDによる治療を開始する前に、同様の症状を引き起こす可能性のある
他の泌尿器科の状態を考慮する必要があります。さらに、BPHと前⽴腺癌が共存
する可能性があります。

起⽴性低⾎圧

症状（めまいなど）を伴うまたは伴わない起⽴性低⾎圧は、投与後数時間以内に
発症する可能性がありますアルフシンDタブレット。失神の可能性があります。
患者は、そのようなイベントが発⽣する可能性があることを警告し、失神が発⽣
した場合に怪我をする可能性のある状況を回避する必要があります。服⽤時に低
⾎圧/起⽴性低⾎圧および失神のリスクが⾼まる可能性がありますアルフシンD 降
圧薬と硝酸塩を併⽤した錠剤。次の場合は注意が必要ですアルフシンD錠剤は、
症候性低⾎圧の患者または他の薬剤に対して低⾎圧反応を⽰した患者に投与され
ます。

持続勃起症

まれに（おそらく50,000⼈に1⼈未満）、塩酸アルフゾシンは、他のアルファア
ドレナリン作動性拮抗薬と同様に、持続勃起症（性的活動とは関係のない持続性
の痛みを伴う陰茎勃起）と関連しています。この状態は、適切に治療されない場
合、永続的なインポテンスにつながる可能性があるため、患者は状態の深刻さに
ついてアドバイスを受ける必要があります。

術中虹彩緊張症候群（IFIS）

IFISは、⽩内障⼿術中に、アルファアドレナリン作動性拮抗薬を服⽤している、
または以前に治療した⼀部の患者で観察されています。⼩瞳孔症候群のこの変種
は、術中の灌注電流に応答してうねる虹彩の組み合わせ、標準的な薬⽤薬による
術前の拡張にもかかわらず進⾏性の術中の縮瞳、および⽔晶体乳化切開への虹彩
の潜在的な脱出を特徴とする。患者の眼科医は、虹彩フック、瞳孔散⼤筋リン
グ、または粘弾性物質の利⽤など、外科技術の可能な変更に備える必要がありま
す。⽩内障⼿術の前にアルファアドレナリン作動性拮抗薬療法を中⽌することの
利点はないようです。

⾼悪性度の前⽴腺がんのリスクの増加

50〜75歳の男性で、以前に前⽴腺癌の⽣検が陰性で、ベースラインPSAが2.5 
ng / mL〜10.0 ng / mLで、前⽴腺癌イベントのデュタステリドによる4年間の減
少（REDUCE）でデュタステリドを服⽤していた試験では、プラセボを服⽤して
いる男性と⽐較して、グリーソンスコア8〜10の前⽴腺がんの発⽣率が増加しま
した（デュタステリド1.0％対プラセボ0.5％）。別の5α-レダクターゼ阻害剤（ナ
ステリド5 mg）を⽤いた7年間のプラセボ対照臨床試験では、グリーソンスコア
8-10の前⽴腺癌について同様の結果が観察されました（ナステリド1.8％対プラ
セボ1.1％）。5α-レダクターゼ阻害剤は、⾼悪性度の前⽴腺がんの発症リスクを
⾼める可能性があります。前⽴腺の体積を減らすための5α還元酵素阻害剤の効
果、または研究関連の要因については確⽴されていません。

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 9/22



4/19 / 22、10：00 AM アルフシンD錠| CiplaMed

⼥性の曝露-男性の胎児へのリスク

アルフシンD妊娠中または妊娠する可能性のある⼥性は錠剤を取り扱わないでく
ださい。デュタステリドは⽪膚から吸収され、意図しない胎児への暴露を引き起
こす可能性があります。妊娠中または妊娠する可能性のある⼥性が、漏れている
ALFUSIN D錠剤と接触した場合は、接触部分を直ちに⽯鹸と⽔で洗浄する必要が
あります。

献⾎

で扱われている男性アルフシンD妊娠中の⼥性が輸⾎によってデュタステリドを
投与されるのを防ぐために、錠剤は最後の投与から少なくとも6か⽉が経過する
まで献⾎してはなりません。

前⽴腺特異抗原（PSA）への影響と前⽴腺癌の検出におけるPSAの使⽤

臨床試験では、デュタステリドは治療後3〜6か⽉以内に⾎清前⽴腺特異抗原
（PSA）濃度を約50％低下させました。この減少は、症候性BPHの患者のPSA値
の全範囲にわたって予測可能でしたが、個⼈によって異なる場合があります。
デュタステリドはまた、前⽴腺癌の存在下で⾎清PSAの低下を引き起こす可能性
があります。デュタステリドを服⽤している男性の連続PSAを解釈するには、治
療開始後少なくとも3か⽉で新しいPSAベースラインを確⽴し、その後定期的に
PSAを監視する必要があります。デュタステリド投与中の最低PSA値からの確認
された増加は、前⽴腺癌の存在を⽰す可能性があり、5α還元酵素阻害剤を服⽤し
ていない男性のPSAレベルがまだ正常範囲内であっても、評価する必要がありま
す。デュタステリドの不遵守もPSA検査結果に影響を与える可能性があります。

デュタステリドで3か⽉以上治療された男性の孤⽴したPSA値を解釈するには、
PSA値を2倍にして、未治療の男性の正常値と⽐較する必要があります。

デュタステリドの影響下でも、総PSAに対する遊離PSAの⽐率（遊離PSAの割
合）は⼀定のままです。臨床医がデュタステリドを投与されている男性の前⽴腺
癌の検出の補助としてパーセントフリーPSAを使⽤することを選択した場合、そ
の値を調整する必要はないようです。

精液特性への影響

デュタステリド0.5mg/⽇が精液の特徴に及ぼす影響を、18〜52歳の正常なボラ
ンティア（n = 27デュタステリド、n = 23プラセボ）で、52週間の治療と24週間
の治療後のフォローアップを通じて評価しました。52週で、総精⼦数、精液量、
精⼦運動性のベースラインからの平均減少率は、プラセボグループのベースライ
ンからの変化を調整した場合、デュタステリドグループでそれぞれ23％、26％、
18％でした。精⼦濃度と精⼦形態は影響を受けませんでした。24週間のフォロー
アップ後、デュタステリド群の総精⼦数の平均変化率はベースラインより23％低
いままでした。すべての時点でのすべての精液パラメーターの平均値は正常範囲
内にとどまり、臨床的に有意な変化（30％）の事前定義された基準を満たしてい
ませんでしたが、
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デュタステリド群では、52週でベースラインから90％を超える精⼦数の減少が⾒
られ、24週間のフォローアップで部分的に回復しました。個々の患者の出⽣⼒に
対する精液の特徴に対するデュタステリドの効果の臨床的意義は知られていな
い。

冠状動脈不全

狭⼼症の症状が新たに現れたり悪化したりした場合は、アルフシンD タブレット
は中⽌する必要があります。

先天性または後天性QT延⻑のある患者

後天性または先天性のQT延⻑のある患者、またはQT間隔を延⻑する薬を服⽤し
ている患者には注意して使⽤してください。

薬物相互作⽤

強⼒なCYP3A4阻害剤：CYP3A4は、塩酸アルフゾシンの代謝に関与する主要な肝
酵素アイソフォームです。CYP3A4の強⼒な阻害剤であるケトコナゾール400mg
を繰り返し投与すると、塩酸アルフゾシンを10 mg単回投与した後、塩酸アルフ
ゾシンCmaxが2.3倍、AUClastが3.2倍増加しました。別の研究では、低⽤量
（200 mg /⽇）のケトコナゾールを繰り返し経⼝投与すると、10 mgの塩酸アル
フゾシンを単回投与した後、塩酸アルフゾシンCmaxが2.1倍、AUClastが2.5倍増
加しました。アルフゾシン塩酸塩への曝露が増加するため、アルフゾシン塩酸塩
をCYP3A4の強⼒な阻害剤（例えば、ケトコナゾール、イトラコナゾール、また
はリトナビル）と同時投与しないでください。

デュタステリドは、CYP3A4およびCYP3A5アイソザイムによってヒトで広範囲に
代謝されます。デュタステリドの薬物動態に対するCYP3A酵素阻害剤の影響を評
価するための臨床薬物相互作⽤試験は実施されていません。ただし、in vitroデー
タに基づくと、デュタステリドの⾎中濃度は、リトナビル、ケトコナゾール、ベ
ラパミル、ジルチアゼム、シメチジン、トロレアンドマイシン、シプロオキサシ
ンなどのCYP3A4/5の阻害剤の存在下で増加する可能性があります。薬物間相互
作⽤の可能性があるため、強⼒な慢性CYP3A4酵素阻害剤を服⽤している患者に
デュタステリドを処⽅する場合は注意が必要です。

デュタステリドは、主要なヒトCYP450アイソザイム（CYP1A2、CYP2C9、
CYP2C19、CYP2D6、およびCYP3A4）のモデル基質のin vitro代謝を、ヒトの定
常状態の⾎清濃度の25倍の1,000 ng/mLの濃度で阻害しません。

中程度のCYP3A4阻害剤：CYP3A4の適度に強⼒な阻害剤であるジルチアゼム
240mg/⽇を7.5mg/⽇（2.5mgを1⽇3回）と繰り返し同時投与すると、塩酸アル
フゾシンのCmaxおよびAUC0-24が1.5倍および1.3倍増加しました。それぞれ。
アルフゾシン塩酸塩はジルチアゼムのCmaxとAUC0-12を1.4倍増加させました。
この研究では⾎圧の変化は観察されませんでしたが、ジルチアゼムは降圧薬であ
り、塩酸アルフゾシンと降圧薬の組み合わせは、⼀部の患者に低⾎圧を引き起こ
す可能性があります。
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ヒト肝ミクロソームでは、治療⽤量で達成される濃度で、アルフゾシンは
CYP1A2、2A6、2C9、2C19、2D6、または3A4アイソザイムを阻害しませんでし
た。ヒト肝細胞の初代培養では、アルフゾシンはCYP1A、2A6、または3A4アイ
ソザイムを誘導しませんでした。

アルファアドレナリン作動性拮抗薬：アルフゾシン塩酸塩と他のアルファ遮断薬
との間の薬物動態学的および薬⼒学的相互作⽤は決定されていません。ただし、
相互作⽤が予想される場合がありますアルフシンDタブレットは他のアルファ遮
断薬と組み合わせて使⽤  しないでください。

タムスロシンまたはテラゾシンと組み合わせたデュタステリドの投与は、いずれ
のアルファアドレナリン作動性拮抗薬の定常状態の薬物動態にも影響を与えませ
ん。タムスロシンまたはテラゾシンの投与がデュタステリドの薬物動態パラメー
ターに及ぼす影響は評価されていません。DHT濃度の変化率は、併⽤療法と⽐較
したデュタステリド単独の場合と同様でした。

ホスホジエステラーゼ-5（PDE5）阻害剤：アルフゾシン塩酸塩を含むアルファア
ドレナリン作動性拮抗薬をPDE5阻害薬と併⽤する場合は注意が必要です。アル
ファアドレナリン作動性拮抗薬とPDE5阻害薬はどちらも、⾎圧を下げることが
できる⾎管拡張薬です。これらの2つの薬剤クラスを併⽤すると、症候性低⾎圧
を引き起こす可能性があります。

降圧薬と硝酸塩：服⽤時に低⾎圧/起⽴性低⾎圧および失神のリスクが⾼まる可
能性がありますアルフシンD 降圧薬と硝酸塩を併⽤した錠剤。

シメチジン：1g /⽇のシメチジンの反復投与は、アルフゾシン塩酸塩のCmax値
とAUC値の両⽅を20％増加させました。

ジゴキシン：アルフゾシン塩酸塩10mgとジゴキシン0.25mg/⽇を7⽇間繰り返し
同時投与しても、どちらの薬剤の定常状態の薬物動態にも影響はありませんでし
た。デュタステリドは、0.5 mg /⽇の⽤量で3週間併⽤投与した場合、ジゴキシン
の定常状態の薬物動態を変化させませんでした。

ワルファリン：アルフゾシン塩酸塩5mgの即時放出錠剤製剤を1⽇2回6⽇間、6⼈
の健康な男性ボランティアに複数回投与しても、ワルファリンの25mg単回経⼝
投与に対する薬理学的反応に影響はありませんでした。デュタステリド0.5mg/⽇
を3週間投与しても、S-またはR-ワルファリン異性体の定常状態の薬物動態は変
化せず、ワルファリンを投与した場合のプロトロンビン時間に対するワルファリ
ンの効果も変化しませんでした。

アテノロール：8⼈の健康な若い男性ボランティアに2.5mgの即時放出塩酸アル
フゾシン錠剤を単回投与した100mgのアテノロールの単回投与は、塩酸アルフゾ
シンのCmaxおよびAUC値をそれぞれ28％および21％増加させました。アルフゾ
シン塩酸塩は、アテノロールのCmax値とAUC値をそれぞれ26％と14％増加させ
ました。この研究では、塩酸アルフゾシンとアテノロールの組み合わせにより、
平均⾎圧と平均⼼拍数が⼤幅に低下しました。
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ヒドロクロロチアジド：25 mgのヒドロクロロチアジドの単回投与は、塩酸アル
フゾシンの薬物動態パラメーターを変更しませんでした。この研究の8⼈の患者
では、塩酸アルフゾシンとヒドロクロロチアジドの間に薬⼒学的相互作⽤の証拠
はありませんでした。

カルシウムチャネル拮抗薬：集団薬物動態分析では、CYP3A4阻害剤であるベラ
パミル（37％、n = 6）およびジルチアゼム（44％、n = 5）と同時投与すると、
デュタステリドのクリアランスの低下が認められました。対照的に、CYP3A4阻
害剤ではない別のカルシウムチャネル拮抗薬であるアムロジピンをデュタステリ
ドと同時投与した場合、クリアランスの低下は⾒られませんでした（+ 7％、n = 
4）。

ベラパミルおよびジルチアゼムの存在下でのクリアランスの減少およびその後の
デュタステリドへの曝露の増加は、臨床的に重要であるとは⾒なされません。⽤
量調整は推奨されません。

コレスチラミン：デュタステリドの5mgの単回投与とそれに続く1時間後の12gのコレ
スチラミンの投与は、デュタステリドの相対的なバイオアベイラビリティに影響を与
えませんでした。

その他の併⽤療法：デュタステリドが抗⾼脂⾎症薬、アンジオテンシン変換酵素
（ACE）阻害薬、ベータアドレナリン遮断薬、カルシウムチャネル遮断薬、コル
チコステロイド、利尿薬と同時投与された場合、臨床的に有意な有害な相互作⽤
はデュタステリドと併⽤療法の組み合わせに起因する可能性はありません。⾮ス
テロイド性抗炎症薬（NSAID）、PDE-5阻害薬およびキノロン系抗⽣物質。

患者のための情報

患者は、の成分の1つであるアルフゾシンを開始するときに、めまいなどの起⽴
性低⾎圧に関連する症状の発⽣の可能性について知らされるべきです。アルフシ
ンDタブレット、およびこの期間中の運転、機械の操作、または危険なタスクの
実⾏について注意する必要があります。これは、低⾎圧の⼈や降圧薬や硝酸塩を
服⽤している⼈にとって重要です。

患者は、眼科医に使⽤について説明するように指⽰する必要があります アルフシ
ンD患者が塩酸アルフゾシンを服⽤しなくなった場合でも、⽩内障⼿術または眼
を含む他の⼿技の前に錠剤。

患者は、成分の1つであるアルフゾシンによる治療に起因する持続勃起症の可能
性についてアドバイスを受ける必要がありますアルフシンD 同じクラスの錠剤と
薬。この反応は⾮常にまれですが、すぐに医師の診察を受けないと、永続的な勃
起不全（インポテンス）につながる可能性があります。

医師は、デュタステリドが治療後3〜6か⽉以内に⾎清PSAレベルを約50％低下さ
せることを患者に通知する必要がありますが、それは個⼈ごとに異なる場合があ
ります。PSAスクリーニングを受けている患者の場合、デュタステリドによる治
療中のPSAレベルの上昇は、前⽴腺がんの存在を⽰す可能性があるため、評価す
る必要があります。
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医師は、デュタステリドを含む5つのα還元酵素阻害剤（BPH治療に適応）で治療
された男性では、これらの使⽤を検討している研究でプラセボで治療された男性
と⽐較して、⾼悪性度の前⽴腺癌が増加したことを患者に通知する必要がありま
す前⽴腺がんのリスクを減らすための薬。

医師は患者に次のことを通知する必要がありますアルフシンD成分の1つとして
デュタステリドを含む錠剤は、デュタステリドの吸収の可能性とそれに続く男性
の胎児の発育の潜在的なリスクのために、妊娠中または妊娠する可能性のある⼥
性が取り扱うべきではありません。デュタステリドは⽪膚から吸収され、意図し
ない胎児への暴露を引き起こす可能性があります。妊娠中の⼥性や出産の可能性
のある⼥性が壊れた⼈と接触した場合アルフシンDタブレットの場合、接触部分
はすぐに⽯鹸と⽔で洗う必要があります。

医師は、治療を受けた男性に通知する必要がありますアルフシンD成分の1つとし
てデュタステリドを含む錠剤は、妊婦が輸⾎によってデュタステリドを投与され
るのを防ぐために、最後の投与から少なくとも6か⽉後まで献⾎してはなりませ
ん。デュタステリドの⾎清レベルは、治療終了後4〜6か⽉間検出可能です。

腎機能障害

重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス<30mL /分）の患者に塩酸アルフ
ゾシンを投与する場合は注意が必要です。全⾝曝露は、軽度、中等度、および重
度の腎機能障害のある患者の薬物動態研究で約50％増加しました。第3相試験で
は、軽度（n = 172）または中等度（n = 56）の腎機能障害のある患者の安全性プ
ロファイルは、これらの試験の腎機能が正常な患者と同様でした。安全性データ
は、クレアチニンクリアランスが30 mL / min未満の限られた数の患者（n = 6）
でのみ利⽤可能です。

デュタステリドの薬物動態に対する腎機能障害の影響は研究されていません。た
だし、デュタステリドの定常状態の0.5 mg投与量の0.1％未満がヒトの尿中に回
収されるため、腎機能障害のある患者の投与量の調整は予想されません。

肝機能障害

アルフゾシン塩酸塩は、中等度または重度の肝機能障害のある患者への使⽤は禁
忌です。軽度の肝機能障害のある患者では塩酸アルフゾシンの薬物動態は研究さ
れていませんが、塩酸アルフゾシンを投与する場合は注意が必要です。

デュタステリドの薬物動態に対する肝機能障害の影響は研究されていません。
デュタステリドは広範囲に代謝されるため、肝障害のある患者では曝露が⾼くな
る可能性があります。しかし、60⼈の被験者が24週間毎⽇5 mg（治療⽤量の10
倍）を投与された臨床試験では、0.5mgの治療⽤量で観察されたものと⽐較して
追加の有害事象は観察されませんでした。
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妊娠

妊娠カテゴリーX
アルフシンDタブレットは、出産の可能性のある⼥性や妊娠中の⼥性への使⽤は
禁忌です。デュタステリドは、テストステロンの男性⽣殖器の正常な発達に必要
なホルモンであるDHTへの変換を防ぐ5α還元酵素阻害剤です。動物の⽣殖および
発⽣毒性の研究では、デュタステリドは雄の胎児の外性器の正常な発育を抑制し
ました。したがって、デュタステリドは妊婦に投与すると胎児に害を及ぼす可能
性があります。妊娠中にデュタステリドを使⽤した場合、またはデュタステリド
を服⽤中に患者が妊娠した場合は、胎児への潜在的な危険性を患者に通知する必
要があります。

男性胎児の⽣殖器の異常は、5α-レダクターゼ阻害剤によるテストステロンの
DHTへの変換の阻害の予想される⽣理学的結果です。これらの結果は、遺伝的
5α-レダクターゼ⽋損症の男児での観察結果と類似しています。デュタステリド
は⽪膚から吸収されます。胎児への曝露の可能性を回避するために、妊娠中また
は妊娠する可能性のある⼥性はデュタステリドを服⽤しないでください。壊れた
状態で接触した場合アルフシンDタブレットの場合、接触部分はすぐに⽯鹸と⽔
で洗う必要があります。デュタステリドは男性の精液に分泌されます。治療を受
けた男性で測定されたデュタステリドの最⾼精液濃度は14ng/mLでした。50kgの
⼥性を5mLの精液に曝露し、100％吸収すると仮定すると、⼥性のデュタステリ
ド濃度は約0.175 ng/mLになります。この濃度は、動物実験で男性⽣殖器の異常
を引き起こす濃度の100分の1以下です。デュタステリドはヒトの精液に⾼度にタ
ンパク質結合しており（> 96％）、膣吸収に利⽤できるデュタステリドの量を減
らす可能性があります。

授乳

アルフシンD錠剤は、授乳中の⺟親への使⽤は適応されていません。デュタステ
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

アルフシンD錠剤は⼩児集団での使⽤は適応されていません。

アルフゾシン塩酸塩の有効性は、排尿筋漏出点圧（LPP）が上昇した2〜16歳の
172⼈の患者を対象に実施された無作為化⼆重盲検プラセボ対照の有効性および
安全性試験では実証されませんでした。 ≥⼩児⽤製剤を使⽤して塩酸アルフゾシ
ンで治療された神経学的起源の40cmH2O）。試験には、12週間のエカシー
フェーズとそれに続く40週間の安全延⻑期間が含まれていました。アルフゾシン
群とプラセボ群の間で、排尿筋漏出点圧<40cmH2Oを達成した患者の割合に統計
的に有意な差は観察されませんでした。

プラセボ対照試験中に、
＃8805;アルフゾシンで治療され、プラセボ群よりも発⽣率が⾼かった患者の2％
は、発熱、頭痛、気道感染症、咳、⿐⾎、下痢でした。全体として報告された副
作⽤
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⾮盲検延⻑を含む12か⽉の試験期間は、12週間の期間中に観察された反応とタイ
プおよび頻度が類似していた。アルフゾシン塩酸塩は2歳未満の患者では研究さ
れていません。⼩児集団におけるデュタステリドの安全性と有効性は確⽴されて
いません。

⽼⼈使⽤

アルフゾシン塩酸塩の臨床試験の被験者総数のうち、48％が65歳以上であったの
に対し、11％は75歳以上でした。これらの被験者と若い被験者の間で安全性や有
効性の全体的な違いは観察されませんでしたが、⼀部の⾼齢者の感度が⾼いこと
を排除することはできません。

3つの臨床試験でデュタステリドで治療された2,167⼈の男性被験者のうち、60％
が65歳以上、15％が75歳以上でした。これらの被験者と若い被験者の間で、安全
性またはecacyの全体的な違いは観察されませんでした。他の報告された臨床経
験は、⾼齢者と若い患者の間の反応の違いを特定していませんが、⼀部の⾼齢者
のより⾼い感受性を排除することはできません。

望ましくない影響

アルフゾシン塩酸塩

臨床試験の経験
臨床試験はさまざまな条件下で実施されるため、ある薬剤の臨床試験で観察され
た有害反応率を他の薬剤の臨床試験で観察された速度と直接⽐較することはでき
ず、臨床診療で観察された速度を反映しない場合があります。

治療に起因する有害事象の発⽣率は、10および15mgの塩酸アルフゾシンの1⽇量
が評価された1,608⼈の男性を対象とした3つのプラセボ対照臨床試験から確認さ
れました。これらの3つの試験では、473⼈の男性が塩酸アルフゾシン10mg徐放
性錠剤を投与されました。これらの試験では、塩酸アルフゾシン10 mg徐放性錠
剤を服⽤している患者の4％が、プラセボ群の3％と⽐較して、副作⽤のために試
験を中⽌しました。

表2は、≥アルフゾシンを投与されている患者の2％であり、プラセボ群よりも発
⽣率が⾼い。⼀般に、⻑期使⽤で⾒られた副作⽤は、3か⽉の試験で以下に説明
するイベントとタイプおよび頻度が類似していた。

表2：で発⽣する有害反応≥処理されたアルフゾシン塩酸塩の2％

患者およびプラセボよりも頻繁に3か⽉間、プラセボ対照

臨床試験
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有害反応 プラセボ
（n = 678）

アルフゾシン

塩酸塩
（n = 473）

めまい 19
（2.8％）

27（5.7％）

上気道感染症 4（0.6％） 14（3.0％）

頭痛 12
（1.8％）

14（3.0％）

倦怠感 12
（1.8％）

13（2.7％）

アルフゾシン塩酸塩を投与され、プラセボよりも頻繁に発⽣する患者の1％から
2％によって報告された他の副作⽤は、体のシステムと体のシステム内の頻度の
減少によってアルファベット順にリストされています。

全体としての体：痛み
消化器系：腹痛、消化不良、便秘、吐き気 ⽣殖システム：インポテンス

呼吸器系：気管⽀炎、副⿐腔炎、咽頭炎

臨床研究における起⽴性低⾎圧の兆候と症状：アルフゾシン塩酸塩10mgを⽤い
た⼆重盲検第3相試験で発⽣した起⽴性低⾎圧に関連する有害事象を表3にまとめ
ています。これらの研究の患者の約20〜30％が降圧薬を服⽤していました。

表3：起⽴性低⾎圧に関連する可能性のある症状のある患者の数（％）

3か⽉間、プラセボ対照臨床試験

症状 プラセボ
（n = 678）

アルフゾシン

塩酸塩
（n = 473）

めまい 19
（2.8％）

27（5.7％）

低⾎圧または起⽴性低⾎
圧

0 2（0.4％）

失神 0 1（0.2％）

⾎圧の変化または起⽴性低⾎圧のテストは、3つの対照研究で実施されました。
収縮期⾎圧の低下 （≤90 mmHg、減少≥ベースラインから20mmHg）は、674
⼈のプラセボ患者のいずれにも観察されず、469⼈の塩酸アルフゾシン患者の1⼈
（0.2％）に観察されました。拡張期⾎圧の低下（≤50 mmHg、
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減少して≥ベースラインから15mmHg）は、プラセボ患者の3⼈（0.4％）および
塩酸アルフゾシン患者の4⼈（0.9％）で観察されました。起⽴性テストが陽性
（収縮期⾎圧の低下≥仰臥位から  ⽴ったときの20mmHg）は、プラセボ患者の
52⼈（7.7％）と塩酸アルフゾシン患者の31⼈（6.6％）で⾒られました。

デュタステリド

臨床試験の経験
臨床試験はさまざまな条件下で実施されるため、ある薬剤の臨床試験で観察され
た有害反応率を他の薬剤の臨床試験で観察された反応速度と直接⽐較することは
できず、実際に観察された反応速度を反映しない場合があります。

デュタステリドを投与された被験者で報告された最も⼀般的な副作⽤は、インポ
テンス、性欲減退、乳房障害（乳房肥⼤および圧痛を含む）、および射精障害で
した。

副作⽤による研究の中⽌は、デュタステリドを投与された被験者の4％、および
デュタステリドを⽤いたプラセボ対照試験でプラセボを投与された被験者の3％
で発⽣しました。研究の中⽌につながる最も⼀般的な副作⽤はインポテンス
（1％）でした。

単剤療法
BPHの4,300⼈を超える男性被験者が、3つの同⼀の2年間、プラセボ対照、⼆重
盲検、第3相治療試験で、プラセボまたは0.5 mgのデュタステリドの1⽇量を投与
されるようにランダムに割り当てられ、それぞれに2年間の⾮盲検が続きまし
た。拡⼤。⼆重盲検治療期間中、2,167⼈の男性被験者がデュタステリドに曝露
されました。そのうち1,772⼈が1年間曝露され、1,510⼈が2年間曝露されまし
た。⾮盲検延⻑を含めると、1,009⼈の男性被験者が3年間デュタステリドに曝露
され、812⼈が4年間曝露されました。⼈⼝は47歳から94歳（平均年齢：66歳）
で、90％以上が⽩⼈でした。表4は、デュタステリドを投与された被験者の少な
くとも1％で報告され、プラセボを投与された被験者よりも発⽣率が⾼い臨床的
副作⽤をまとめたものです。

表4：＃8805で報告された有害反応; 24か⽉以上の被験者の1％

プラセボよりもデュタステリドを投与されているグループでの期間およびより頻繁な

の時間によるグループ（ランダム化、⼆重盲検、プラセボ対照試験プール）

発症

有害反応 発症の有害反応時間

⽉
0-6

⽉
7〜12

⽉
13-18

⽉
19-24

デュタステリド（n）

プラセボ（n）

（n = 2,167）

（n = 2,158）

（n = 1,901）

（n = 1,922）

（n = 1,725）

（n = 1,714）

（n = 1,605）

（n = 1,555）

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 18/22



4/19 / 22、10：00 AM アルフシンD錠| CiplaMed

インポテンス

デュタステリド

プラセボ

4.7％
1.7％

1.4％
1.5％

1.0％
0.5％

0.8％
0.9％

性欲減退
デュタステリド

プラセボ

3.0％
1.4％

0.7％
0.6％

0.3％
0.2％

0.3％
0.1％

射精 1.4％
0.5％

0.5％
0.3％

0.5％
0.1％

0.1％
0.0％a障害

デュタステリド

プラセボ

乳房障害b
デュタステリド

プラセボ

0.5％
0.2％

0.8％
0.3％

1.1％
0.3％

0.6％
0.1％

これらの性的副作⽤は、デュタステリド治療（単剤療法およびタムスロシンとの
併⽤を含む）に関連しています。これらの副作⽤は、治療中⽌後も持続する可能
性があります。この持続性におけるデュタステリドの役割は不明です。

b乳房の圧痛と乳房肥⼤が含まれます。

⻑期治療（最⻑4年）
⾼悪性度の前⽴腺がん：REDUCE試験は、⾎清PSAが2.5 ng / mL〜10 ng / mL
で、過去6か⽉以内に前⽴腺⽣検が陰性であった50〜75歳の男性8,231⼈を登録し
たランダム化⼆重盲検プラセボ対照試験でした。被験者は、プラセボ（N = 
4,126）または0.5 mgのデュタステリド（N = 4,105）を最⼤4年間投与するよう
に無作為化されました。平均年齢は63歳で、91％が⽩⼈でした。被験者は、治療
の2年後および4年後にプロトコルで義務付けられたスケジュールされた前⽴腺⽣
検を受けたか、臨床的に必要な場合はスケジュールされていない時間に「原因⽣
検」を受けました。プラセボを投与された男性（0.5％）と⽐較して、デュタス
テリドの投与（1.0％）ではグリーソンスコア8-10の前⽴腺癌の発⽣率が⾼かっ
た。別の5α還元酵素阻害剤（ナステリド5mg）を⽤いた7年間のプラセボ対照臨
床試験では、グリーソンスコア8〜10の前⽴腺がんについても同様の結果が観察
されました（ナステリド1.8％対プラセボ1.1％）。デュタステリドで治療された
前⽴腺癌の患者では、臨床的利益は実証されていません。

⽣殖および乳房の障害
デュタステリドを⽤いた3つの重要なプラセボ対照BPH試験では、それぞれ4年間
の期間で、治療期間の延⻑に伴う性的有害反応の増加（インポテンス、性欲減
退、射精障害）または乳房障害の証拠はありませんでした。これらの3つの試験
のうち、デュタステリド群で1例、プラセボ群で1例の乳がんがありました。4年
間のCombAT試験または4年間のREDUCE試験では、どの治療群でも乳がんの症
例は報告されていません。デュタ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。
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アルファ遮断薬療法との併⽤
BPHの男性被験者4,800⼈以上が、4年間の⼆重盲検試験で1⽇1回投与される0.5 
mgデュタステリド、0.4 mgタムスロシン、または併⽤療法（0.5mgデュタステ
リドと0.4mgタムスロシン）の投与を受けるようにランダムに割り当てられまし
た。全体として、1,623⼈の被験者がデュタステリドによる単剤療法を受けまし
た。1,611⼈の被験者がタムスロシンによる単剤療法を受けました。そして1,610
⼈の被験者が併⽤療法を受けました。⼈⼝は49歳から88歳（平均年齢：66歳）
で、88％が⽩⼈でした。

The most common adverse reactions reported in subjects receiving 
combination therapy (dutasteride plus tamsulosin) were impotence, 
decreased libido, breast disorders (including breast enlargement and 
tenderness), ejaculation disorders, and dizziness. Ejaculation disorders 
occurred signicantly more in subjects receiving combination therapy (11%) 
compared with those receiving dutasteride (2%) or tamsulosin (4%) as 
monotherapy.

Trial withdrawal due to adverse reactions occurred in 6% of subjects receiving 
combination therapy (dutasteride plus tamsulosin) and 4% of subjects 
receiving dutasteride or tamsulosin as monotherapy. The most common 
adverse reaction in all treatment arms leading to trial withdrawal was erectile 
dysfunction (1% to 1.5%).

Cardiac Failure: In a trial with combination therapy with dutasteride and alpha-

ブロッカー、4年間の治療後、⼼臓という複合⽤語の発⽣率

併⽤療法群の失敗（12 / 1,610; 0.7％）は、どちらよりも⾼かった

単剤療法群：デュタステリド、2 / 1,623（0.1％）およびタムスロシン、9 / 1,611（0.6％）。

複合⼼不全は、別の4年間のプラセボ対照試験でも検査されました

前⽴腺がんの発症リスクのある男性を対象にデュタステリドを評価する試験。The

デュタステリドを服⽤している被験者の⼼不全の発⽣率は0.6％（26 / 4,105）でした

プラセボの被験者の0.4％（15 / 4,126）と⽐較して。被験者の⼤多数

両⽅の試験での⼼不全には、リスクの増加に関連する併存疾患がありました

⼼不全。したがって、数値の不均衡の臨床的意義

⼼不全は不明です。デュタステリド単独または

タムスロシンと⼼不全の組み合わせが確⽴されています。不均衡なし

いずれの試験でも、⼼⾎管系の有害事象全体の発⽣率が観察されました。

市販後の経験

アルフゾシン塩酸塩
アルフゾシン塩酸塩の承認後の使⽤中に、以下の副作⽤が確認されました。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、それらの頻度を
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。

⼀般的な障害：浮腫。
⼼臓障害：既存の冠状動脈疾患、⼼房細動の患者における頻脈、胸痛、狭⼼症。

胃腸障害：下痢。
肝胆道障害：肝細胞および胆汁うっ滞性肝障害（⻩疸が薬剤の中⽌につながる場
合を含む）。
呼吸器系障害：⿐炎。
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⽣殖器系障害：持続勃起症。
⽪膚および⽪下組織の障害：発疹、そう痒症、蕁⿇疹、⾎管性浮腫。

⾎管障害：フラッシング。
⾎液およびリンパ系の障害：⾎⼩板減少症

デュタステリド

デュタステリドの承認後の使⽤中に、以下の副作⽤が確認されました。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、それらの頻度を確実
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。これらの反応は、それらの深刻さ、報告の頻度、またはデュタス
テリドとの潜在的な因果関係の組み合わせにより、含めるために選択されまし
た。

免疫系障害：発疹、そう痒症を含む過敏反応、

蕁⿇疹、限局性浮腫、重篤な⽪膚反応、⾎管性浮腫。

新⽣物：男性の乳がん。

精神障害：落ち込んだ気分。

⽣殖器系と乳房障害：睾丸痛と睾丸腫れ。

過剰投与

過剰投与アルフシンD錠剤は、塩酸アルフゾシン成分のために低⾎圧を引き起こ
す可能性があります。低⾎圧の場合、⼼臓⾎管系のサポートが最初に重要です。
⾎圧の回復と⼼拍数の正常化は、患者を仰臥位に保つことによって達成できま
す。この対策が不⼗分な場合は、静脈内輸液の投与を検討する必要があります。
必要に応じて、昇圧剤を使⽤し、腎機能を監視し、必要に応じてサポートする必
要があります。アルフゾシン塩酸塩は82-90％タンパク質に結合しています。し
たがって、透析は有益ではない可能性があります。

ボランティア研究では、最⼤40 mg（治療⽤量の80倍）のデュタステリドを7⽇
間単回投与しましたが、安全性に⼤きな懸念はありませんでした。臨床試験で
は、5 mg（治療⽤量の10倍）の1⽇量を60⼈の被験者に6か⽉間投与しました
が、0.5mgの治療⽤量で⾒られたものに追加の副作⽤はありませんでした。

デュタステリドに対する特定の解毒剤はありません。したがって、過剰投与が疑
われる場合は、デュタステリドの⻑い半減期を考慮して、必要に応じて対症療法
および⽀持療法を⾏う必要があります。

保管および取り扱い⼿順

光から保護された、涼しく乾燥した場所に保管してください。

包装情報
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