
ゾラデックスLA-10.8mgインプラント
ゴセレリン

あなたにとって重要な情報が含まれているので、この薬を使い始める前に、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。彼らの病気の兆候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. Zoladex LAとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.ZoladexLAを使⽤する前に知っておくべきこと
3.ゾラデックスLAの使⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.ゾラデックスLAの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

このリーフレットの情報のほとんどは、男性と⼥性の両⽅に適⽤されます。
•• 情報が男性にのみ適⽤される場合は、「男性の情報」という⾒出しで⽰されます。
•• 情報が⼥性にのみ適⽤される場合は、「⼥性向けの情報」という⾒出しで⽰されます。

1. Zoladex LAとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

Zoladex LAには、ゴセレリンと呼ばれる薬が含まれています。これは「LHRHアナログ」と呼ばれる薬のグループに属して
います。

男性によるゾラデックスLAの使⽤
男性では、ゾラデックスLAは前⽴腺がんの治療に使⽤されます。それはあなたの体によって⽣成される「テストステロン」（ホルモ
ン）の量を減らすことによって働きます。

⼥性によるゾラデックスLAの使⽤ ⼥性では、ゾラ

デックスLAは次の⽬的で使⽤されます。

•• ホルモン依存性の早期および進⾏性乳がんを治療します。
⼥性の場合、ゾラデックスLAは、体が⽣成する「エストロゲン」（ホルモン）の量を減らすことで機能し
ます。

2.ZoladexLAを使⽤する前に知っておくべきこと
ZoladexLAを使⽤しないでください。

•• ゴセレリ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る場合（セクション6に記載されています）。
•• 妊娠中または授乳中の場合（下記の「妊娠と授乳」のセクションを参照）。

上記のいずれかに該当する場合は、ZoladexLAを使⽤しないでください。よくわからない場合は、ゾラデックスLA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。

警告と注意事項
病院に⾏く場合は、ZoladexLAを使⽤していることを医療スタッフに伝えてください。
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Zoladex LAを使⽤する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。
•• ⾼⾎圧の場合。
•• ⼼臓のリズムの問  題（不整脈）を含む⼼臓または⾎管の状態がある場合、またはこれらの

状態の薬で治療されている場合。Zoladex LAを使⽤すると、不整脈のリスクが⾼まる可能性
があります。

•• ⾻の強度に影響を与える状態がある場合、特にあなたが⼤酒飲み、喫煙者である場合、⾻粗鬆症の家
族歴がある場合（⾻の強度に影響を与える状態）、⾷事が不⼗分であるか、抗けいれん薬を服⽤して
いる（てんかんまたは発作のための薬）またはコルチコステロイド（ステロイド）。

重度の可能性があるゾラデックスを服⽤している患者のうつ病の報告があります。ゾラデックスを服⽤し
ていて、気分が落ち込んでいる場合は、医師に相談してください。

このタイプの薬は、⾻のカルシウムの減少（⾻の薄化）を引き起こす可能性があります。

⼦供
ZoladexLAは⼦供に与えられるべきではありません。

男性向け情報
Zoladexを使⽤する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。
•• 尿（⽔）の通過に問題がある場合、または背中に問題がある場合。
•• 糖尿病の場合。⼥
性のための情報
•• 治療開始時の乳がんの症状の悪化。これには、痛みの増加や影響を受けた組織のサイズの増

加が含まれる場合があります。これらの効果は通常⻑くは続かず、ゾラデックスLAによる治
療を続けると通常は消えます。ただし、症状が続く場合や不快な場合は、医師に相談してく
ださい。

その他の医薬品とゾラデックスLA

医師、薬剤師、または看護師に、他の薬を服⽤している、最近服⽤した、または服⽤する可能性があるか
どうかを伝えてください。これには、処⽅箋なしで購⼊した薬や漢⽅薬が含まれます。

Zoladex LAは、⼼臓のリズムの問  題を治療するために使⽤されるいくつかの薬（キニジン、プロカインアミ
ド、アミオダロン、ソタロールなど）を妨害したり、他の薬（メタドン（痛みの緩和や薬物の⼀部に使⽤）な
ど）と併⽤すると⼼臓のリズムの問  題のリスクを⾼める可能性があります中毒無害化）、モキシフロキサシン
（抗⽣物質）、重篤な精神疾患に使⽤される抗精神病薬）。

妊娠、授乳、出⽣⼒
•• 妊娠中または授乳中の⽅はゾラデックスを服⽤しないでください。
•• 妊娠しようとしている場合は、ゾラデックスを服⽤しないでください（不妊症の治療の⼀部としてゾラデックスが使⽤さ

れている場合を除く）。
•• Zoladexを服⽤している間は、「ピル」（経⼝避妊薬）を使⽤しないでください。コンドームやダイヤフラム

（キャップ  ）などの避妊のバリア⽅法を使⽤します。

機械の運転と使⽤
Zoladex LAは、ツールやマシンを運転または使⽤できることに影響を与える可能性はありません。

3.ゾラデックスLAの使⽤⽅法

•• Zoladex LA 10.8 mgインプラントは、12週間ごとに胃の⽪膚の下に注⼊されます。これはあなたの
医師または看護師によって⾏われます。

•• 気分が良くても、ゾラデックスLA治療を継続することが重要です。
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•• あなたの医者があなたがやめる時が来たと決定するまで、この治療を受け続けてください。

•• Zoladex LAは、アロマターゼ阻害剤による治療を開始する少なくとも6〜8週間前に開始する必要があ
り、アロマターゼ阻害剤による治療全体を通して継続する必要があります。

あなたの次の予定
•• あなたは12週間ごとにゾラデックスLA注射を与えられるべきです。
•• 次の注射の予約をするように、常に医師または看護師に思い出させてください。
•• 前回の注射から12週間前または12週間後の次の注射の予約が与えられた場合は、医師また

は看護師に伝えてください。
•• 最後の注射から12週間以上経過している場合は、できるだけ早く注射を受けることができるよう

に、医師または看護師に連絡してください。

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。

次の副作⽤は男性または⼥性で発⽣する可能性があります。

アレルギー反応：
これらはまれです。症状には、次の突然の発症が含まれる場合があります。

•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん。
•• 顔、唇、⾆、または体の他の部分の腫れ。
•• 息切れ、喘鳴、または呼吸困難。これがあなたに起
こった場合、すぐに医師の診察を受けてください。

Zoladex LAの注射後、注射部位の損傷（腹部の⾎管の損傷を含む）が報告されています。⾮
常にまれなケースですが、これにより重度の出⾎が発⽣します。すぐに医師に連絡してくだ
さい次の症状のいずれかが発⽣した場合：
•• 腹痛。
•• 腹部膨満。
•• 呼吸困難。
•• めまい。
•• 低⾎圧および/または意識レベルの変化。

その他の考えられる副作⽤：
⾮常に⼀般的（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）
•• ほてりと発汗。時折、これらの副作⽤はゾラデックスを⽌めた後しばらくの間（おそらく数ヶ

⽉）続くかもしれません。
•• 性欲減退とインポテンス。
•• Zoladex LAが注射された場所の痛み、あざ、出⾎、発⾚または腫れ。

⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•• 腰の痛みや尿の通過の問題。これが発⽣した場合、医師に相談してください。
•• 治療開始時の⾻の痛み。これが発⽣した場合、医師に相談してください。
•• 治療開始時のがんの症状の⼀時的な悪化。
•• あなたの⾻を薄くします。
•• ⾎糖値が上昇します。
•• 指やつま先がチクチクする。
•• ⽪膚の発疹。
•• 脱⽑。
•• 体重の増加。
•• 関節の痛み。
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•• ⼼臓機能または⼼臓発作の減少。
•• ⾎圧の変化。
•• あなたの胸の腫れと柔らかさ。
•• 気分の変化（うつ病を含む）。

⾮常にまれです（10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•• 幻覚（そこにないものを⾒たり、感じたり、聞いたりする）、思考障害、性格の変化など、
精神病性障害と呼ばれる精神医学的問題。これは⾮常にまれです。

•• 頭に下垂体の腫瘍が発⽣した場合、またはすでに下垂体に腫瘍がある場合は、ゾラデック
スLAによって腫瘍が出⾎または崩壊することがあります。これらの影響は⾮常にまれで
す。下垂体腫瘍は、激しい頭痛、気分や病気、視⼒喪失、無意識を引き起こす可能性があ
ります。

不明（頻度は⼊⼿可能なデータから推定できない）

•• あなたの⾎の変化。
•• ⻩疸を含む肝臓の問題。
•• 胸の痛みや息切れを引き起こす肺の⾎栓。
•• 肺の炎症。症状は肺炎のようなものかもしれません（息切れや咳など）。

•• ECGの変化（QT延⻑）。

男性向け情報
次の副作⽤は男性で発⽣する可能性があります： ⾮常に⼀般的
（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）
•• インポテンス。

⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•• 腰の痛みや尿の通過の問題。これが発⽣した場合、医師に相談してください。
•• 治療開始時の⾻の痛み。これが発⽣した場合、医師に相談してください。
•• ⼼臓機能または⼼臓発作の減少。
•• あなたの胸の腫れと柔らかさ。
•• ⾎糖値が上昇します。

⼥性のための情報
次の副作⽤は⼥性に起こる可能性があります： ⾮常に⼀般的
（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）
•• 膣の乾燥。
•• 胸のサイズの変更。
•• にきびは⾮常に⼀般的に報告されています（多くの場合、治療開始から1か⽉以内）。

⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•• 頭痛。

まれ（1,000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•• 痛みを引き起こす可能性のある卵巣の⼩さな嚢胞（腫れ）。これらは通常、治療なしで消えま
す。

•• ⼀部の⼥性は、ゾラデックスLAによる治療の初期に閉経に⼊り、ゾラデックスLAの治療を中
⽌しても⽣理が戻りません。

不明（頻度は⼊⼿可能なデータから推定できない）
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•• 膣からの出⾎。これは、ゾラデックスLAを開始してから最初の⽉に発⽣する可能性が最も⾼く、⾃然に停
⽌するはずです。ただし、それが続く場合、または不快な場合は、医師に相談してください。

•• 痛みなどの⼦宮筋腫の症状のわずかな増加。

考えられる副作⽤のこのリストを気にしないでください。あなたはそれらのどれも⼿に⼊れられないかもしれません。

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、ウェブサイトから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.ゾラデックスLAの保存⽅法

•• あなたの医者はあなたに処⽅箋を与えるかもしれません。そうすればあなたは薬局からあなたの薬を⼿に⼊れ、あなたが彼または彼⼥に
再び会ったときにあなたの医者にそれを与えることができます。

•• 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。
•• 元のパッケージに保管し、シールを破らないでください。
•• 25°C以上で保管しないでください。

•• カートンに記載されている有効期限が切れた後は、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
Zoladex LA10.8mgインプラントに含まれるもの
有効成分はゴセレリンです。各ZoladexLA10.8 mgインプラントには、10.8mgのゴセレリンが含まれて
います。他の成分は、不活性物質であるラクチド/グリコリド共重合体です。

Zoladex LA10.8mgインプラントの外観とパックの内容
Zoladex LA 10.8 mgインプラントは、事前に充填された注射器にインプラント（⾮常に⼩さなペレット）として付属しており、医師または看
護師がすぐに使⽤できます。

Zoladex LA 10.8 mgインプラントは、1つのインプラント（注射）のパックで製造されます。

販売承認取得者

AstraZeneca UK Limited、
600 Capability Green、
ルートン、LU1 3LU、
イギリス。

メーカー

AstraZeneca UK Limited、
Silk Road Business Park、
Macclesfield、Cheshire、
SK10 2NA、
イギリス。

このリーフレットは2021年11⽉に最後に改訂されました
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©アストラゼネカ2021

Zoladexは、アストラゼネカグループの登録商標です。

ONC 21 0036a

その他の情報源

点字でこのリーフレットのコピーを聞く、またはリクエストするには、⼤きな活字また
は⾳声で、無料で電話してください。

0800 198 5000（英国のみ）

次の情報を提供する準備をしてください。
商品名
参照番号

Zoladex LA10.8mgインプラント 
17901/0065

これは、英国王⽴盲⼈協会が提供するサービスです。

6/6ページ


