
Priligy30mgフィルム−コーティング錠プリ
リジー60mgフィルム−コーティング錠 ダポ
キセチン

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、このリーフレットのすべ
て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。セクション4を参照してください。

••

このリーフレットの内容：

1. Priligyとは何か、そしてそれが何のために使われるか
2.Priligyを服⽤する前に知っておくべきこと
3.プリリジーの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.プリリジーの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. Priligyとは何か、そしてそれが何のために使われるか

Priligyには「ダポキセチン」と呼ばれる有効成分が含まれています。これは、「選択的セロトニン再取り込み阻害
薬」（SSRI）と呼ばれる薬のグループに属しています。Priligyは「泌尿器科」薬としても知られています。

Priligyは射精にかかる時間を増やし、射精のコントロールを改善することができます。これは欲求不満
を減らすか、速い射精について⼼配するかもしれません。

Priligyは、18〜64歳の成⼈男性の早漏の治療に使⽤されます。

早漏とは、男性が性的刺激をほとんど受けずに、男性が望む前に射精することです。これは男
性に問題を引き起こす可能性があり、性的関係に問題を引き起こす可能性があります。

2.Priligyを服⽤する前に知っておくべきこと

次の場合はプリリジーを服⽤しないでください

•• あなたはダポキセチンまたはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギーがあります（セクション6に記載されています）

⼼不全や失神歴のある不整脈などの⼼臓の問題があります

躁病（症状には、過度の興奮、イライラ、はっきりと考えることができないなど）または
重度のうつ病があります。
中等度または重度の肝臓の問題があります。あなた
が取っている：
o「モノアミン酸化酵素阻害剤」（MAOI）と呼ばれるうつ病の薬

••
••
••

••
••
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o
o
o
o
o
o
o
o

上記の薬のいずれかと同時にプリリジーを服⽤しないでください。これらの薬のいずれかを服
⽤している場合は、服⽤を中⽌してから14⽇待ってから、プリリジーの服⽤を開始する必要が
あります。Priligyの服⽤をやめたら、上記の薬を服⽤する前に7⽇間待つ必要があります。どう
したらよいかわからない場合は、この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。

o
o
o
o

セクション「他の薬とプリリジー」。

統合失調症に使⽤されるチオリダジンうつ病
の他の薬リチウム-双極性障害の薬リネゾリ
ド-感染症の治療に使⽤される抗⽣物質トリプ
トファン-あなたが眠るのを助ける薬

セントジョンズワート-ハーブ薬トラマドール-
深刻な痛みを治療するために使⽤される⽚頭
痛を治療するために使⽤される薬。

ケトコナゾールおよびイトラコナゾールを含む真菌感染症の特定の薬リトナビル、
サキナビル、ネルフィナビルおよびアタザナビルを含むHIVの特定の薬テリスロマ
イシンを含む感染症を治療するための特定の抗⽣物質
ネファゾドン-抗うつ薬

上記のいずれかに該当する場合は、この薬を服⽤しないでください。よくわからない場合は、この薬を服⽤する前に
医師または薬剤師に相談してください。

⼦供と⻘年

この薬は18歳未満の⼦供や⻘年には使⽤しないでください。

警告と注意事項

次の場合は、プリリジーを服⽤する前に医師、薬剤師、または看護師に相談してください。

•• あなたは早漏と診断されていません
•• また、勃起不全などの別の性的問題があります
•• 低⾎圧によるめまいの病歴があります
•• エクスタシー、LSD、⿇薬、ベンゾジアゼピンなどのレクリエーショナルドラッグを使⽤しています
•• あなたはアルコールを飲みます（セクション「⾷べ物、飲み物、アルコールの特権」）
•• うつ病、躁病（症状には、過度の興奮、イライラ、または明確に考えることができない

など）、双極性障害（症状には、躁病とうつ病の間の深刻な気分の揺れが含まれま
す）、統合失調症（精神病）などのメンタルヘルスの問題があります。 ）。

てんかんがあります
出⾎や⾎液凝固の問題の病歴があります腎臓の問題が
あります
眼に⾼圧がかかっている、またはそのリスクがあります（緑内障）。

••
••
••
••
上記のいずれかに該当する場合（または確信が持てない場合）は、この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。

この薬を服⽤する前に、医師は、横になった状態から⽴ち上がったときに⾎圧が下がりすぎな
いことを確認するための検査を⾏う必要があります。

他の薬とプリリジー

あなたが服⽤している、最近服⽤した、または他の薬を服⽤する可能性があるかどうかを医師または薬剤師に伝えてくださ
い。これには、薬草など、処⽅箋なしで⼊⼿できる薬も含まれます。これは、プリリジー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、他のいくつかの薬は、プリリジーの働きに影響を与える可能性があります。したがって、他の薬の
使⽤は、あなたが服⽤することを許可されているプリリジーの最⼤⽤量に影響を与える可能性があります。
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次の薬のいずれかと同時にプリリジーを服⽤しないでください：

•• 「モノアミン酸化酵素阻害剤」（MAOI）と呼ばれるうつ病の薬
•• 統合失調症に使⽤されるチオリダジン
•• うつ病の他の薬
•• リチウム-双極性障害の薬
•• リネゾリド-感染症の治療に使⽤される抗⽣物質
•• トリプトファン-あなたが眠るのを助ける薬
•• セントジョンズワート-ハーブ薬
•• トラマドール-深刻な痛みの治療に使⽤
•• ⽚頭痛の治療に使⽤される薬。
上記の薬のいずれかと同時にプリリジーを服⽤しないでください。これらの薬のいずれか
を服⽤している場合は、服⽤を中⽌してから14⽇待ってから、プリリジーの服⽤を開始す
る必要があります。Priligyの服⽤をやめたら、上記の薬を服⽤する前に7⽇間待つ必要があ
ります。どうしたらよいかわからない場合は、この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。
•• ケトコナゾールやイトラコナゾールなどの真菌感染症の特定の薬
•• リトナビル、サキナビル、ネルフィナビル、アタザナビルなどのHIV治療薬
•• テリスロマイシンを含む、感染症を治療するための特定の抗⽣物質
•• ネファゾドン-抗うつ薬。

次の薬のいずれかを服⽤している場合は、医師または薬剤師に伝えてください。

•• うつ病以外のメンタルヘルス問題の薬
•• イブプロフェンやアセチルサリチル酸などの⾮ステロイド性抗炎症薬
•• ワルファリンなど、⾎液を薄くする薬
•• シルデナフィル、タダラフィル、バルデナフィルなど、勃起不全の治療に使⽤される特定の

薬。これらの薬は、おそらく⽴っているときに⾎圧を下げる可能性があるためです。
•• ⾼⾎圧や胸痛（狭⼼症）、または前⽴腺の肥⼤を治療するために使⽤される特定

の薬。これらの薬は、おそらく⽴っているときに⾎圧を下げる可能性もありま
す。

•• フルコナゾールなどの真菌感染症のための他の特定の薬
•• アンプレナビルやホスアンプレナビルなど、HIVのための他の特定の薬
•• エリスロマイシンやクラリスロマイシンなど、感染症を治療するための他の特定の抗⽣物質
•• アプレピタント-吐き気の治療に使⽤されます。

上記のいずれかに該当するかどうかわからない場合は、この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。

⾷べ物、飲み物、アルコールの特権

•• この薬を服⽤する前の24時間以内にグレープフルーツジュースを飲まないでください。これにより、体内のこの薬の
レベルが上昇する可能性があります。
この薬は⾷べ物の有無にかかわらず服⽤できます。
この薬は、コップ⼀杯以上の⽔と⼀緒に服⽤する必要があります。この薬を
服⽤するときはアルコールを避けてください。
この薬と⼀緒に服⽤すると、めまい、眠気、反応の遅さなどのアルコールの影響
が⼤きくなることがあります。
この薬を服⽤しているときにアルコールを飲むと、失神やその他の副作⽤による怪我のリスクが⾼まる
可能性があります。

••
••
••
••

••
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妊娠、乳房−摂⾷と出⽣⼒

この薬は⼥性が服⽤してはいけません。

機械の運転と使⽤

この薬を服⽤している間、眠く、めまいがし、失神し、集中⼒が低下し、視⼒がぼやける場合がありま
す。これらまたは同様の影響のいずれかが発⽣した場合は、危険な機械の運転または操作を避ける必要
があります。この薬と⼀緒に服⽤すると、アルコールの効果が⾼まる可能性があり、この薬をアルコー
ルと⼀緒に服⽤すると、失神やその他の副作⽤による怪我のリスクが⾼くなる可能性があります。

Priligyには乳糖が含まれています

この薬には乳糖（砂糖の⼀種）が含まれています。⼀部の糖分に不耐性があると医師から⾔わ
れた場合は、この医薬品を服⽤する前に医師に連絡してください。

Priligyにはナトリウムが含まれています

この薬には、1錠あたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）が含まれています。つまり、本質的に「ナトリウムを含まない」ということで

す。

3.プリリジーの服⽤⽅法

常に医師または薬剤師の指⽰どおりに服⽤してください。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。

••
••
••
••

推奨⽤量は30mgです。あなたの医者は⽤量を60mgに増やすかもしれませ
ん。性⾏為が予想される1〜3時間前にのみ薬を服⽤してください。
この薬は24時間ごとまたは毎⽇1回以上服⽤しないでください。
苦味を避けるために、少なくともコップ⼀杯の⽔で錠剤全体を飲み込んでください。これにより、
失神の可能性を下げることができます（セクション4の「失神と低⾎圧」を参照）。
この薬は⾷べ物の有無にかかわらず服⽤できます。
この薬は18歳未満または65歳以上の男性には使⽤しないでください。
最初の4週間後または6回の投与後に医師とPriligy治療について話し合い、治療を継続す
る必要があるかどうかを確認します。治療を継続する場合は、少なくとも6か⽉ごとに
医師の診察を受けてください。

••
••
••

あなたがあなたがすべきより多くのPriligyを取るならば

必要以上に錠剤を服⽤した場合は、医師または薬剤師に伝えてください。気分が悪くなったり、気分が悪くなったりすることがあり
ます。

Priligyの服⽤をやめた場合

この薬の服⽤をやめる前に医師に相談してください。この薬の服⽤をやめた後は、毎⽇服⽤し
ていなくても、睡眠に問題があり、めまいがすることがあります。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師、薬剤師、または看護師に尋ねてください。
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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。

次の場合は、プリリジーの服⽤を中⽌し、すぐに医師の診察を受けてください。

••
••
••
••
上記のいずれかに気付いた場合は、この薬の服⽤を中⽌し、すぐに医師の診察を受けてください。

発作（発作）があります
⽴ち上がると失神したり、頭が軽くなったりし
ます。気分の変化に気づきます。
あなたは⾃殺や⾃分⾃⾝を傷つけることについて考えています。

失神と低⾎圧

この薬は、⽴ち上がったときに失神したり、⾎圧を下げたりすることがあります。これが発⽣
する可能性を低くするために：
•• 少なくともコップ⼀杯の⽔と⼀緒にこの薬を服⽤してください。
•• 脱⽔状態の場合（体内に⽔分が不⾜している場合）は、この薬を服⽤しないでください。これは、次の場合に発⽣する可能
性があります。

-過去4〜6時間、何も飲んでいません
-あなたは⻑い間汗をかいてきました
-体温が⾼い、下痢をしている、病気になっているなどの病気があります。
失神したり（気分が悪くなったり、めまいがしたり、頭が軽い、混乱したり、汗をかいたり、⼼拍数が異
常になったりするなど）、または⽴ち上がったときに頭が軽いと感じた場合は、すぐに横になって頭が他
の部分より低くなるようにします。気分が良くなるまで、体を動かすか、頭を膝の間に置いて座ります。
これにより、気を失った場合に転倒して怪我をするのを防ぐことができます。⻑時間座ったり横になった
りした後は、すぐに⽴ち上がってはいけません。
この薬を服⽤しているときに失神した場合は、運転したり、道具や機械を使⽤したりしないでください。 この薬
を服⽤しているときに失神した場合は、医師に相談してください。

••

••
••
••

⾮常に⼀般的な副作⽤（男性の10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）：

••
••
••

めまいがする
頭痛
気分が悪い。

⼀般的な副作⽤（男性の10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

イライラしたり、不安になったり、動揺し
たり、落ち着きがなくなったりするしびれ
や「ピンや針」を感じる勃起の取得または
維持の困難通常よりも発汗または紅潮下
痢、便秘または⾵が吹く眠い、あくび

⿐づまり（⿐づまり）⾎圧の
上昇
集中⼒の低下揺れや震
え
セックスへの関⼼が
低い⽿鳴りかすみ⽬

消化不良
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•• ⼝渇。

まれな副作⽤（100⼈に1⼈の男性に影響を与える可能性があります）：

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

⽴っているときに失神またはめまいを感じる（上記のアドバイスを参照）気
分の変化、過度に興奮している、または妄想感を感じている混乱している、
混乱している、または明確に考えることができない
⼼拍数が遅い、または不規則である、または⼼
拍数が増加している性欲の喪失、オルガスムに
達する問題

暑い、ぎくしゃくした、異常な、または酔った
視⼒の問題、⽬の痛み、または瞳孔散⼤を感じ
る低⾎圧または⾼⾎圧
かゆみや冷たい汗を感じ
る回転する感覚
異常な味
⻭ぎしり。

まれな副作⽤（1,000⼈に1⼈の男性に影響を与える可能性があります）：

••
••
••

労作後のめまい感突然の睡眠
開始
腸の作⽤の緊急性。

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.プリリジーの保存⽅法

••
••
••

この医薬品は、特別な保管条件を必要としません。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。
EXP後のカートンに記載されている有効期限後は、この薬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。
廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤
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

Priligyに含まれるもの

有効成分はダポキセチンです。各錠剤には、塩酸塩として30mgまたは60mgのダポキセチンが含
まれています。

他の成分は次のとおりです。
•• 錠剤コア：乳糖⼀⽔和物、微結晶性セルロース、クロスカルメロースナトリウム、コロイド状無⽔シリ

カ、ステアリン酸マグネシウム。
タブレットコーティング：ラクトース⼀⽔和物、ヒプロメロース、⼆酸化チタン（E171）、トリアセチン、酸化
鉄ブラック（E172）、酸化鉄イエロー（E172）。

••
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Priligyの外観とパックの内容

•• Priligy 30 mgフィルムコーティング錠は、ライトグレー、円形、凸型、直径約6.5 mmで、⽚
側の三⾓形の内側に「30」のデボス加⼯が施されています。
Priligy 60 mgフィルムコーティング錠は、灰⾊、円形、凸状、直径約8 mmで、⽚側の三⾓形の内側
に「60」のデボス加⼯が施されています。

錠剤は、1、2、3、および6個のフィルムコーティング錠を含むブリスターパックで提供されます。すべてのパックサイ

ズが販売されているわけではありません。

••

販売承認取得者および製造元

販売承認取得者
A. Menarini FarmaceuticaInternazionaleSRLメ
ナリーニハウス
マーキュリーパーク

ワイクームレーン
ウーバーングリーン
バッキンガムシャー
HP10 0HH

メーカー
Menarini-Von Heyden GmbH、Leipziger Strasse 7-13、01097ドレスデン、ドイツ

この医薬品は、EEA加盟国で次の名前で認可されています。

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリ
シャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーラン
ド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス（北アイルランド）：Priligy

このリーフレットは2021年6⽉に最後に改訂されました。
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