
エチニルエストラジオールと
レボノルゲストレル
Lexicompからのこの情報®使⽤⽬的、服⽤⽅法、副作⽤、医療提供者にいつ電話するか
など、この薬について知っておくべきことを説明します。

ブランド名：⽶国
Afirmelle; Altavera; アメチア; アメシアロー[DSC]; アメジスト; アシュリーナ; オーブラ; オーブラ
EQ; Aviane; あゆな; バルコルトラ; Camrese; Camrese Lo; Chateal; Chateal EQ; Daysee; Delyla; 
Dolishale; エンプレス-28; ファレッサ; ファルミナ; ファヨシム; Iclevia; イントロベール; 
Jaimiess; Jolessa; Kurvelo; ラリシア; レシーナ; レボネスト; レボラ0.15/30（28）; リロー; 
LoJaimiess; LoSeasonique; ルテラ; マリッサ; Myzilra [DSC]; オルシシア; ポルティア-28; カル
テット; Quasense [DSC]; リベルサ; Seasonique; Setlakin; シンペス; Sronyx; トリボラ（28）; 
Twirla; Tyblume; ビエンバ

ブランド名：カナダ
アレッセ21; アレッセ28; アリセナ21; アリセナ28; Aviane; ESME 21 [DSC]; ESME 28 
[DSC]; インダヨ; ルテラ21[DSC]; ルテラ28[DSC]; Min Ovral 21; Min Ovral 28; Ovima 21; 
Ovima 28; ポルティア21; ポルティア28; Seasonale; Seasonique; Triquilar 21; Triquilar 
28

警告
すべての製品：

この薬を使⽤しているときにタバコを吸うと、⼼臓がひどくなる可能性が⾼くなり、
⾎液関連の副作⽤。このチャンスは年齢とともに上昇します（主に35歳以上）。ま
た、喫煙したタバコの数で発⽣します。喫煙しないことを強くお勧めします。あなた
が喫煙し、年をとっている場合は、この薬を使⽤しないでください
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35歳以上。

パッチ：

ボディマス指数（BMI）を知っていることを確認してください。わからない場合は、医師に相談
してください。BMIが25以上の場合、この薬はうまく機能しない可能性があります。BMIが30以
上の場合は、この薬を使⽤しないでください。BMIが30以上の場合、⾎餅のリスクが⾼くなる可
能性があります。

この薬は何に使われますか？

妊娠を防ぐために使⽤されます。他の理由でこの薬を投与された場合は、詳細につい
て医師に相談してください。

この薬を服⽤する前に、医師に何を伝える必要がありますか？

あなたがこの薬にアレルギーがある場合; この薬の任意の部分; または他の薬物、⾷品、または
物質。アレルギーとあなたが持っていた兆候について医師に伝えてください。

これらの健康上の問題のいずれかが発⽣した場合：⾎餅、⾎液凝固の問題、乳癌
またはホルモンが成⻑する他の癌、脳または⼼臓の⾎管の病気、⼼臓弁の問題、
⼼臓病、特定の種類の異常⼼拍（⼼房線維化）、アンギナによる胸部の痛み、⼼
臓発作、脳卒中、⾼⾎圧、肝臓腫瘍またはその他の肝臓の問題、重度の頭痛また
は移⾏⾬、または糖尿病。

これらの健康上の問題のいずれかが発⽣した場合：⼦宮内膜がん、⼦宮頸がんま
たは膣がん、または原因が不明な膣内出⾎。

妊娠中またはエストロゲンベースまたはホルモン避妊薬の使⽤で⻩⾊に変わった
場合。

オムビタスビル、パリタプレビル、およびリトナビル（ダサブビルの有無にかかわらず）を服⽤してい

る場合。

glecaprevirとpibrentasvirを服⽤している場合。

妊娠中または妊娠している可能性がある場合。妊娠中の⽅はこの薬を服⽤しないでく
ださい。
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これは、この薬と相互作⽤するすべての薬または健康上の問題のリストではありません。

すべての薬（処⽅薬またはOTC、天然物、ビタミン）と健康上の問題について医師と薬剤
師に伝えてください。あなたはあなたがあなたのすべての薬と健康上の問題でこの薬を服
⽤することが安全であることを確認するためにチェックしなければなりません。医師に確
認せずに、薬の投与を開始、停⽌、または変更しないでください。

この薬を服⽤している間、私が知っておく必要があること、またはする必要があることは
何ですか？

あなたがこの薬を服⽤していることをあなたのすべての医療提供者に伝えてください。これに
は、医師、看護師、薬剤師、⻭科医が含まれます。あなたの医者があなたに⾔ったように、この
薬は特定のタイプの⼿術の前に⽌められる必要があるかもしれません。この薬が中⽌された場
合、あなたの医師はあなたの⼿術または処置の後にこの薬をいつ再開するかをあなたに教えま
す。

この薬は、⾎栓、脳卒中、⼼臓発作の可能性を⾼める可能性があります。医者に相談
してください。

⻑い旅⾏、⼿術後の安静、病気など、⻑期間静⽌する必要がある場合は、医師に
相談してください。⻑期間動かないことは、⾎餅の可能性を⾼める可能性があり
ます。

⾼⾎糖（糖尿病）がある場合は、医師に相談してください。この薬は⾎糖値を上げる可
能性があります。

あなたがあなたの医者によって⾔われたようにあなたの⾎糖値をチェックしてください。

混乱、眠気、喉の渇き、空腹感、尿の通過、潮紅、呼吸の速さ、果物のようなに
おいなどの⾼⾎糖の兆候がある場合は、医師に相談してください。

このような薬で⾼⾎圧が発⽣しました。医師の指⽰に従って⾎圧をチェックしても
らいます。

医師の指⽰に従って、⾎液検査を⾏ってください。医者に相談してください。

定期的な乳房検査と婦⼈科検査を必ず受けてください。あなたも
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あなたが⾔われたように乳房⾃⼰検査を⾏う必要があります。

この薬は特定の臨床検査に影響を与える可能性があります。あなたがこの薬を服⽤していることをあなたのすべての医療

提供者と実験室労働者に伝えてください。

特定の薬、ハーブ製品、または健康上の問題により、ホルモンベースの避妊がうまく機能しな
い場合があります。あなたの医者があなたの薬と健康上の問題のすべてについて知っているこ
とを確認してください。コンドームのような⾮ホルモン型の避妊薬も使⽤する必要があるかど
うかを確認する必要があります。

タートラジン（FD＆CイエローNo. 5）にアレルギーがある場合は、医師に相談してください。⼀部の製品に

はタートラジンが含まれています。

この薬は⾼コレステロールとトリグリセリドレベルを引き起こす可能性があります。医者に相談してくださ

い。

この薬は、セックスを経て感染するHIVや肝炎などの病気の蔓延を⾷い⽌めません。ラ
テックスまたはポリウレタンのコンドームを使⽤せずに、いかなる種類のセックスもし
ないでください。質問がある場合は、医師に相談してください。

⼦宮頸がんになる可能性は、ホルモンベースの避妊薬を服⽤している⼈の⽅が⾼い可能
性があります。ただし、これは他の理由による可能性があります。ご不明な点がござい
ましたら、医師にご相談ください。

いくつかの研究では、ホルモンベースの避妊薬を⻑期間服⽤すると、乳がんのリスクが⾼
まることが⽰されています。ただし、他の研究ではこのリスクは⽰されていません。ご不
明な点がございましたら、医師にご相談ください。

最初の⽉経がない⼦供には使⽤しないでください。

妊娠の兆候がある場合、または妊娠検査が陽性の場合は、すぐに医師に連絡してく
ださい。

授乳中の場合は医師に相談してください。⾚ちゃんへのリスクについて話す必要が
あります。
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すぐに医者に電話する必要があるいくつかの副作⽤は何ですか？

警告/注意：まれなことかもしれませんが、薬を服⽤しているときに⾮常に悪い、時には
致命的な副作⽤を起こす⼈もいます。⾮常に悪い副作⽤に関連している可能性のある次
の兆候または症状のいずれかがある場合は、医師に相談するか、すぐに医師の診察を受
けてください。

発疹などのアレルギー反応の兆候; じんましん; かゆみ ; 発熱の有無にかかわらず、⽪
膚の⾚み、腫れ、⽔疱、または剥離; 喘鳴; 胸または喉の緊張; 呼吸、嚥下、または会
話の問題; 異常な嗄声; または⼝、顔、唇、⾆、または喉の腫れ。

暗⾊尿、疲労感、空腹感がない、胃や胃の痛み、明るい⾊の便、嘔吐、⽪膚や⽬が⻩
⾊くなるなどの肝臓の問題の兆候。

右上腹部、右肩部、または肩甲⾻の間の痛みなどの胆嚢の問題の兆候。スツールの
変更; 暗い尿または⻩⾊い⽪膚または⽬; または悪寒を伴う発熱。

⾮常にひどい頭痛やめまい、失神、視⼒の変化などの⾼⾎圧の兆候。

体の⽚側の脱⼒感、話すことや考えることの困難、バランスの変化、顔の⽚
側の垂れ下がり、または視⼒のぼやけ。

うつ病または他の気分の変化。

乳房のしこり、乳房の痛みや痛み、または乳頭分泌。

膣のかゆみまたは排出。

⾮常にひどい、または消えない斑点または膣の出⾎。

視⼒の変化または喪失、⽬の膨らみ、またはコンタクトレンズの感じ⽅の変化。

この薬は、体を膨らませたり、⽔分を保持したりする原因となる可能性があります。腫れ、体
重増加、呼吸困難がある場合は医師に相談してください。

胸の痛みや圧迫などの⾎栓の兆候がある場合は、すぐに医師に連絡してください。
喀⾎; 呼吸困難; 腫れ、暖かさ、しびれ、⾊の変化、または脚や腕の痛み; または話
すのが難しいまたは
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飲み込む。

この薬の他のいくつかの副作⽤は何ですか？
すべての薬は副作⽤を引き起こす可能性があります。ただし、多くの⼈には副作⽤がないか、軽微
な副作⽤しかありません。これらの副作⽤または他の副作⽤のいずれかがあなたを悩ませたり、消
えない場合は、医師に連絡するか、医師の診察を受けてください。

錠剤およびチュアブル錠：

多かれ少なかれ空腹を感じています。

めまいや頭痛。

体重の増減。

胃のむかつきや嘔吐。

腹痛。

膨満感。

胸の拡⼤。

柔らかい乳。

⽉経（⽉経）の変化。これらには、サイクル間のスポッティングまたは出⾎が含まれま
す。

背中の痛み。

この薬はあなたの顔に⽪膚の暗い斑点を引き起こす可能性があります。⽇光浴、⽇焼け⽌め、
⽇焼けベッドは避けてください。⽇焼け⽌めを使⽤し、⽇光から⾝を守る服や眼鏡を着⽤して
ください。

パッチ：

この薬が使⽤されている場所の刺激。

頭痛。

体重の増加。

腹痛。
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胃のむかつき。

これらは、発⽣する可能性のあるすべての副作⽤ではありません。副作⽤について質問がある場合は、医師に

連絡してください。副作⽤についての医学的アドバイスについては医師に連絡してください。

あなたはあなたの国の保健機関に副作⽤を報告するかもしれません。

あなたは1-800-332-1088でFDAに副作⽤を報告するかもしれません。また、で副作⽤を報告するこ
とができますhttps://www.fda.gov/medwatch。

この薬はどのように服⽤するのが最適ですか？

医師の指⽰に従ってこの薬を使⽤してください。あなたに与えられたすべての情報を読んでください。すべての指⽰に

厳密に従ってください。

すべての製品：

頻繁にセックスをしなくても、服⽤をスキップしないでください。

この薬を開始した後、しばらくの間妊娠を防ぐために、コンドームのような⾮ホ
ルモン型の避妊薬を使⽤する必要があるかもしれません。⾮ホルモン型の避妊薬
の使⽤について医師から⾔われたことに従ってください。

タブレット：

⾷べ物の有無にかかわらず服⽤してください。胃のむかつきを引き起こす場合は、⾷べ物と⼀緒に服⽤してください。

チュアブル錠：

⼀杯の⽔で噛んで飲み込むか、錠剤全体を飲み込みます。

空腹を取ります。

錠剤およびチュアブル錠：

この薬を同じ時間に服⽤してください。

コレセベラムも服⽤している場合は、この薬を服⽤する前または後に少なくとも4時間服⽤してくだ

さい。

あなたが投げたり下痢をしたりした場合、この薬は予防するのにうまく機能しないかもしれません
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妊娠。医師に確認するまで、コンドームなどの追加の避妊⽅法を使⽤してくださ
い。

⽉経周期が28⽇で、2回連続で⽉経がない場合は、新しい投薬周期を開始す
る前に妊娠検査を受けてください。

91⽇より⻑い周期があり、1つの周期を逃した場合は、新しい投薬周期を開
始する前に妊娠検査を受けてください。

パッチ：

パッチを週に1回、3週間貼ってください。毎週同じ⽇に置いてください。4でパッチを使⽤
しないでくださいth週。

臀部、胃、または背中上部の清潔で乾燥した健康な⽪膚にパッチを当てます。

パッチごとにサイトを移動します。

胸をつけないでください。

パッチをウエストラインやブラストラップの下に置かないでください。

炎症や損傷のある⽪膚にはつけないでください。⽪膚のひだやきつい⾐服でこすれるよ
うな⽪膚のある場所には置かないでください。

カットされているパッチや⾒栄えの悪いパッチは使⽤しないでください。

パッチを所定の位置に保持するために接着剤やラップを使⽤しないでください。

クリーム、オイル、ローション、パウダー、その他のスキンケア製品を使⽤したばかりの場所に肌を

つけないでください。パッチもくっつかないかもしれません。

⼀度に複数のパッチを貼らないでください。

2つの期間を続けて逃した場合は、新しい投薬サイクルを開始する前に妊娠検査を受けて
ください。

この薬が正しく使⽤されておらず、1か⽉の⽉経がない場合は、妊娠検査を受け
てください。

泳いだり、⽔によく触れると、パッチがくっつかない場合があります。スイマーの場
合、または30分以上⽔に触れることが多い場合は、医師に相談してください。
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パッチの端が緩んでいる場合は、端をしっかりと押してください。

脱落して24時間以内に脱落した場合は、同じパッチを同じ場所に置きます。

使⽤しているパッチがべたつかなくなった場合、またはパッチ⾃体やその他の表⾯に付着している場合は、

新しいパッチを貼ってください。

パッチが1⽇以上オフになっている場合は、妊娠から保護されていない可能性があります。新
しいパッチを適⽤して、新しい4週間のサイクルを開始します。新しいサイクルの最初の週に
は、コンドームのような別のタイプの避妊薬を使⽤してください。

飲み忘れた場合はどうすればよいですか？

服⽤し忘れた場合は、添付⽂書を確認するか、医師に連絡して何をすべきかを確認して
ください。妊娠を防ぐためにこの薬を使⽤する場合、妊娠を防ぐために別の形の避妊薬
をしばらく使⽤する必要があるかもしれません。

この薬を保管および/または廃棄するにはどうすればよいですか？

錠剤およびチュアブル錠：

光から保護して室温で保管してください。乾燥した場所に保管してください。トイレに保管
しないでください。

チュアブル錠：

熱から保護します。

パッチ：

室温で保管してください。冷蔵または凍結しないでください。

使⽤する準備ができるまでポーチに保管してください。

スキンパッチを外した後は、パッチの粘着⾯を互いに折りたたんでください。⼦
供やペットが届かない場所で使⽤済みのパッチを捨ててください。

すべての製品：
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すべての薬を安全な場所に保管してください。すべての薬を⼦供やペットの⼿の届かないところに保管してくださ

い。

未使⽤または期限切れの薬を捨てます。指⽰がない限り、トイレを流したり、排⽔溝
に流したりしないでください。薬を捨てる最良の⽅法について質問がある場合は、薬
剤師に確認してください。お住まいの地域に⿇薬回収プログラムがあるかもしれませ
ん。

⼀般的な薬物の事実

症状や健康上の問題が改善しない場合、または悪化した場合は、医師に連絡してくだ
さい。

あなたの薬を他の⼈と共有したり、他の⼈の薬を服⽤したりしないでください。

⼀部の薬剤には、別の患者情報リーフレットがある場合があります。この薬につい
て質問がある場合は、医師、看護師、薬剤師、または他の医療提供者に相談してく
ださい。

⼀部の薬剤には、別の患者情報リーフレットがある場合があります。薬剤師に確
認してください。この薬について質問がある場合は、医師、看護師、薬剤師、ま
たは他の医療提供者に相談してください。

過剰摂取したと思われる場合は、毒物管理センターに連絡するか、すぐに医師の診察を
受けてください。何が、どれだけ、いつ起こったかを伝えたり、⽰したりする準備をし
てください。

消費者情報の使⽤と免責事項
この⼀般化された情報は、診断、治療、および/または投薬情報の限定された要約です。
これは包括的であることを意味するものではなく、ユーザーが潜在的な診断および治療
オプションを理解および/または評価するのに役⽴つツールとして使⽤する必要がありま
す。特定の患者に適⽤される可能性のある状態、治療、投薬、副作⽤、またはリスクに
関するすべての情報が含まれているわけではありません。これは、医療提供者による患
者の特定の固有の状況の検査および評価に基づく、医療提供者の医療アドバイスまたは
医療アドバイス、診断、または治療の代替となることを意図したものではありません。
患者は、⾃分の健康、医学的質問、および治療オプションに関する完全な情報につい
て、医療提供者と話す必要があります。
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薬の使⽤に関するリスクや利益を含みます。この情報は、特定の患者を治療するための安
全、効果的、または承認された治療または投薬を推奨するものではありません。
UpToDate、Inc.およびその関連会社は、この情報またはその使⽤に関連するいかなる保
証または責任も負わないものとします。この情報の使⽤は、以下で利⽤可能な利⽤規約に
準拠します。
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms。

最終レビュー⽇
2022-01-20

著作権
©2022UpToDate、Inc.およびその関連会社および/またはライセンサー。全著作権所有。

ご不明な点がございましたら、ヘルスケアチームのメンバーに直接お問い合わせくだ
さい。MSKの患者で、午後5時以降、週末、または休⽇に医療提供者に連絡する必要が
ある場合は、212-639-2000に電話してください。

その他のリソースについては、次のWebサイトをご覧ください。www.mskcc.org/pe仮想ライブラリを検索します。

エチニルエストラジオールとレボノーグエストレル-最終更新⽇：2022年4⽉18⽇メモリア
ルスローンケタリングがんセンターが所有および予約しているAl lr ig h ts
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