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40 歳以上、発症時年齢 30 歳以上、

フィナステリドの副作用は頻度が

ることは考えにくい。また、フィナ
ステリドは脳血流関門を通過できな
いとされており、中枢神経系に作用
し、勃起障害（ED）やうつ病など

低い。添付文書上も 1-5% 未満の

の副作用をきたすことも考えにくい。

性欲減退、1% 未満の勃起不全、

近年の報告ではフィナステリドが脳

射精障害、精液量減少はあげられ

脊髄液に移行し Neurosteroid を

るが、そのほかは頻度不明である。

減少させた結果 Post Finasteride
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会から公 表された。それによる

時の N-H 分類進行度が高いほど、

房など）
。しかし、フィナステリドに

見されるが、もし因果関係が明ら

と推奨度Ａとしてフィナステリド

および治療開始時ストレスなし群の

よって性機能障害をきたした例のう

かなのであれば、発生頻度の低さ

（Finasteride）内服治療とミノキシ

方がフィナステリドは効果不十分に

ち、フィナステリドを中断してもその

が説明できない。そもそも ED の

なる傾向が認められた。

障害が持続する Post Finasteride
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載されている。両者の治療法効果
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の違いを述べ、近年話題になって

ている。2011 年、Irwig らはフィ
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ナステリドを服用した後、性機能障

れ、テストステロン低下に伴う性腺

害を新たに発症しフィナステリドを

機能低下症の罹患率は 40 歳以上

ジール（Minoxidil）外用療法が掲
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に関して解説を試みた。
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ジールが優位に効果的であり両者
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服用を再開、継続した。5 年後に
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フィナステリド効果不十分症例に対
する予測因子として治療開始年齢

図1． Modiﬁed Norwood-Hamilton分類

図2． Modiﬁed Global Photographic Assessment ( MGPA )

（5 面下につづく）

図3． Finasteride 1mg/day導入後N-H分類別MGPA score平均値の推移

表１． 患者背景因子（治療開始時）

表2． Finasteride効果不十分群(Insuﬃcient group)と効果十分群(Suﬃcient group)の
患者背景因子の比較

