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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/助産師または薬剤師に相談してください。
-この薬はあなただけに処⽅されています。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‧助産師または薬剤師にご相談ください。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
1.1。
2.2。
3.3。
4.4。
5.5。
6.6。

Exlutenaとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

Exlutenaを服⽤する前に知っておくべきこと
Exlutenaの使い⽅
考えられる副作⽤
Exlutenaの保管⽅法
パックの内容とその他の情報

1. Exlutenaとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

Exlutenaは望まない妊娠の予防に使⽤されます。Exlutenaを正しく服⽤すると（錠剤を紛失することな
く）、妊娠するリスクは⾮常に低くなります。

Exlutenaには、⼥性ホルモンの⼀種であるプロゲストゲンであるリネストレノールが少量含まれています。このため、
Exlutenaはミニピルと呼ばれます。複合ピルとは異なり、ミニピルにはエストロゲンホルモンが含まれていません。
Exlutenaは次の⽅法で受胎を抑制します：
•⼦宮頸管粘液の粘度を上げて精⼦の浸透を減らすことにより、精⼦細胞が⼦宮に⼊るのを防ぎま
す。
•ほとんど（⼥性の70％）で排卵は起こりません。

複合ピルとは対照的に、Exlutenaはエストロゲンを許容しない⼥性や授乳中の⼥性が使⽤できま
す。不利な点は、膣からの出⾎が不規則な間隔で発⽣する可能性があることです。また、出⾎が
まったくない場合もあります。

2.Exlutenaを服⽤する前に知っておくべきこと

Exlutenaを服⽤しないでください

以下にリストされている条件のいずれかを持っている、または持っていた場合は、Exlutenaを服⽤しないでください。これらのいずれかに該

当する場合は、Exlutenaの使⽤を開始する前に医師/助産師に伝えてください。あなたは避妊の⾮ホルモン性の⽅法を使⽤するようにアドバイ

スを受けるかもしれません。

•⾎栓症がある場合。⾎栓症は、⾎管内の⾎栓の形成です[例えば、脚（深部静脈⾎栓症）または肺
（肺塞栓症）]。
•⻩疸（⽪膚の⻩変）または重度の肝疾患がある場合。
•特定の種類の乳がんなど、性ステロイドに敏感な腫瘍がある、またはあった場合。
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•原因不明の膣からの出⾎がある場合。
•Exlutenaの有効成分またはその他の成分にアレルギーがある場合。

Exlutenaの使⽤中に上記の状態のいずれかが初めて現れた場合、悪化した場合、または再発した場合は、医師/助産師に連
絡する必要があります。

警告と注意事項

このリーフレットでは、Exlutenaの使⽤を中⽌する必要がある場合、またはExlutenaの信頼性が低下する可能性がある場
合のいくつかの状況について説明します。このような状況では、セックスをしてはいけません。または、コンドームや別
のバリア⽅法を使⽤するなど、ホルモン避妊薬以外の特別な予防措置を講じる必要があります。リズムや温度の⽅法を使
⽤しないでください。Exlutenaは⽉経周期中に発⽣する体温と⼦宮頸管粘液の通常の変化を変化させるため、これらの⽅
法は信頼できない可能性があります。

Exlutenaは、すべてのホルモン避妊薬と同様に、HIV感染症（AIDS）やその他の性感染症を予防
しません。

Exlutenaを使⽤する前に何を知っておく必要がありますか？
Exlutenaを以下の条件のいずれかが存在する状態で使⽤する場合は、注意深く監視する必要があります。あなたの医者/
助産師はあなたに何をすべきかを説明します。したがって、これらのいずれかに該当する場合は、Exlutenaの使⽤を開
始する前に医師/助産師に伝えてください。
•乳がんを患っている、または患ったことがある。

•肝臓がんがあります。
•⾎栓症があります。
•あなたは糖尿病を患っています。

•⼦宮外妊娠（⼦宮外妊娠）があります。
•卵管の感染または⼿術を受けた、または受けたことがある。
•てんかんに苦しんでいます。
•結核に苦しんでいます。
•⾼⾎圧です。
•肝斑（⽪膚、特に顔の⻩褐⾊の⾊素沈着パッチ）がある、またはあった。もしそうなら、太陽や
紫外線への過度の露出を避けてください。

Exlutenaの使⽤中に上記の状態のいずれかが初めて現れた場合、悪化した場合、または再発した
場合は、医師/助産師に連絡する必要があります。

ピルと乳がん
すべての⼥性は、経⼝避妊薬（「ピル」）を服⽤しているかどうかに関係なく、乳がんのリスクがあります。
乳がんは、ピルを服⽤していない同じ年齢の⼥性よりも、ピルを服⽤している⼥性でわずかに多く発⾒されて
います。⼥性がピルの服⽤をやめると、リスクは徐々に低下するため、リスクを⽌めてから10年後は、ピルを
服⽤したことがない⼥性と同じになります。乳がんは40歳未満ではまれですが、⼥性が年をとるにつれてリス
クが⾼まります。したがって、⼥性がより⾼い年齢である場合、診断される乳がんの余分な数はより多くなり
ます。⼥性がピルを服⽤する時間はそれほど重要ではありません。
ピルを最⻑5年間服⽤し、20歳までに服⽤を中⽌した⼥性1万⼈ごとに、通常の4例に加えて、中⽌後10
年以内に発⾒された乳がんの追加症例は1例未満になります。この年齢層で診断されました。同様に、
ピルを最⻑5年間服⽤しているが、30歳までに服⽤をやめた1万⼈の⼥性では、通常診断される44例に
加えて、さらに5例の症例があります。ピルを最⻑5年間服⽤しているが、40歳までに服⽤をやめた1万
⼈の⼥性では、通常診断される160例に加えて、さらに20例が追加されます。

ピルを服⽤している⼥性に⾒られる乳がんは、ピルを服⽤していない⼥性に⾒られる乳がんよりも広
がる可能性が低いようです。乳がんリスクの違いがピルによって引き起こされているかどうかは不明
です。⼥性の診察が多かったため、乳がんに早く気づいたのかもしれません。
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ピルと⾎栓症（⾎栓）
⾎栓症は⾎栓の形成であり、⾎管を塞ぐ可能性があります。⾎栓症は、脚の深部静脈に発⽣することがあります
（深部静脈⾎栓症）。この⾎餅が形成された静脈から離れると、肺の動脈に到達して閉塞し、いわゆる肺塞栓症
を引き起こす可能性があります。その結果、致命的な状況が発⽣する可能性があります。深部静脈⾎栓症はまれ
な発⽣です。それはあなたがピルを服⽤しているかどうかにかかわらず発達することができます。妊娠した場合
にも発⽣する可能性があります。
⾎栓症のリスクは、⾮使⽤者よりもピル使⽤者の⽅が⾼くなります。Exlutenaのようなプロゲストゲンのみのピルの
リスクは、エストロゲンを含むピル（複合ピル）のユーザーよりも低いと考えられています。⾎栓症の兆候に気付い
た場合は、すぐに医師の診察を受けてください。（'も参照してくださいいつあなたの医者に連絡すべきですか？'）

卵巣嚢胞
ミニピルの使⽤中に、液体で満たされた⼩さな嚢が卵巣に発⽣することがあります。これらは卵巣嚢胞と呼ばれます。
それらは通常、⾃然に消えます。時には彼らは軽度の腹痛を引き起こします。ごくまれに、より深刻な問題が発⽣する
可能性があります。

精神障害
Exlutenaを含むホルモン避妊薬を使⽤している⼀部の⼥性は、うつ病または気分の落ち込みを報
告しています。うつ病は深刻な場合があり、⾃殺念慮につながることもあります。気分の変化や
抑うつ症状を経験した場合は、できるだけ早く医師に相談してください。

他の薬とExlutena
⼀部の薬はExlutenaが適切に機能するのを妨げる可能性があります。これらには、てんかん（例、プリミドン、フェニ
トイン、バルビツール酸塩、カルバマゼピン、オキシカルバゼピン、トピラマート、フェルバメート）、結核（例、リ
ファンピシン）およびHIV感染症（例、リトナビル、ネルフィナビル）、または他の感染症（グリセオフルビン）の治
療に使⽤される薬が含まれます）、胃の不調とハーブ療法のセントジョンズワートに使⽤される医療⽤⽊炭（（オトギ
リソウ）主にうつ病の気分の治療に使⽤されます。Exlutenaは他の薬の作⽤を妨げる可能性もあります。

処⽅されていないものも含め、他の薬やハーブ製品を服⽤している、または最近服⽤したことがある場合は、医師/
助産師または薬剤師に知らせてください。医師/助産師は、追加の避妊予防策を講じる必要があるかどうか、必要な
場合はどのくらいの期間かを教えてくれます。

妊娠と授乳

妊娠
Exlutenaは、妊娠中の⼥性、または妊娠している可能性があると思われる⼥性が使⽤してはなりません。

⺟乳育児
Exlutenaは⺟乳の量や質に影響を与えません。少量（⺟親が摂取した量の0.14％）の活性物質が⺟乳
に移⾏し、⾚ちゃんへのリスクの兆候はありません。授乳中にExlutenaを使⽤する場合は、医師/助
産師に伝えてください。

機械の運転と使⽤ 観察され
た効果はありません。

Exlutenaには乳糖が含まれています

Exlutenaには乳糖が含まれています。特定の糖分を許容しない場合は、Exlutenaを開始する前に医師/助産師に連絡してくだ
さい。

いつあなたの医者に連絡すべきですか？

定期検査
Exlutenaを使⽤している場合、医師/助産師は定期検査に戻るように指⽰します。⼀般的に、
これらの検査の頻度と性質はあなたの個⼈的な状況に依存します。
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次の場合は、できるだけ早く医師/助産師に連絡してください。
•⾎栓症の兆候の可能性に気づきました（たとえば、⽚⽅の⾜の激しい痛みや腫れ、胸の原因不明の
痛み、息切れ、異常な咳、特に⾎を吐く場合）。
•突然の激しい腹痛があるか、⻩疸に⾒える（肝臓の問題の可能性を⽰している）。
•乳房のしこりを感じます。
•腹部の下部または胃の領域に突然または激しい痛みがある（⼦宮外妊娠を⽰している可能性があり
ます。これは⼦宮外妊娠です）。
•あなたは動けなくなる（例えば、ベッドに閉じ込められる）か、⼿術を受けることになっています。少なくとも4週
間前に医師に相談してください。
•異常で重い膣からの出⾎があります。
•妊娠している疑いがあります。

上記の状況と症状は、このリーフレットの他の場所でより詳細に説明および説明されています。

3.Exlutenaの服⽤⽅法

いつ、どのように錠剤を服⽤しますか？

Exlutenaパックには28錠が含まれています。パックの裏側には、曜⽇がホイルに印刷されており、そ
の間に⽮印が印刷されています。毎⽇1錠に相当します。Exlutenaの新しいパックを開始するたびに、
⼀番上の⾏にタブレットを持っていきます。⽔曜⽇に開始する場合は、WEDでマークされた⼀番上の
⾏からタブレットを取得する必要があります。パックが空になるまで、常に⽮印で⽰された⽅向に従っ
て、1⽇1錠を服⽤し続けます。パックの裏側を⾒れば、毎⽇の錠剤を服⽤したかどうかを簡単に確認
できます。毎⽇ほぼ同じ時間にタブレットを服⽤してください。各錠剤を⽔で丸ごと飲み込みます。
Exlutenaの使⽤中に出⾎が⽣じる場合がありますが、通常どおりタブレットを服⽤し続ける必要があり
ます。パックが空の場合、

Exlutenaの最初のパックを開始します

••過去1か⽉間にホルモン避妊薬を使⽤していなかった場合
⽉経出⾎の初⽇に最初の錠剤を服⽤してください。その曜⽇が記された錠剤を服⽤してください。
Exlutenaはすぐに機能します。追加の避妊法を使⽤する必要はありません。
サイクルの2〜5⽇⽬に開始することもできますが、その場合は、最初の7⽇間は追加の避妊法
（コンドームなど）も使⽤するようにしてください。

••経⼝避妊薬（COC）、膣リング、または経⽪パッチの組み合わせから変更した場合 現在のピルパックから最
後の錠剤を服⽤した翌⽇、または膣リングまたはパッチを取り外した⽇（これは、錠剤、リング、またはパッ
チのない週がないことを意味します）にExlutenaの服⽤を開始できます。現在のピルパックに⾮アクティブな
錠剤も含まれている場合は、最後のアクティブな錠剤を服⽤した翌⽇にExlutenaを開始できます（これがどれ
であるかわからない場合は、医師/助産師または薬剤師に尋ねてください）。これらの指⽰に従う場合、追加の
避妊法を使⽤する必要はありません。

••別のプロゲストゲンのみのピル（ミニピル）から変更した場合
いつでも服⽤をやめて、すぐにExlutenaの服⽤を開始できます。特別な避妊予防策を講じる必要はありま
せん。

••注射剤、インプラント、またはプロゲストゲン放出⼦宮内避妊器具（IUD）から変更した場合
次の注射の期⽇、またはインプラントまたはIUDが取り外された⽇に、Exlutenaの使⽤を開始します。
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••⾚ちゃんが⽣まれたばかりの場合

⾚ちゃんが⽣まれたばかりの場合は、医師/助産師から、最初の通常の⽣理が終わるまで待ってからExlutenaの服⽤を開始するよう
に⾔われることがあります。場合によっては、より早く開始することが可能です。医師/助産師がアドバイスします。

••流産や中絶があった場合 医師/助産師がア
ドバイスします。

Exlutena錠が多すぎる場合

⼀度に多くのExlutenaタブレットを服⽤することによる深刻な有害作⽤の報告はありません。発⽣する可能
性のある症状は、吐き気、嘔吐、そして若い⼥の⼦ではわずかな膣からの出⾎です。

Exlutenaを取るのを忘れた場合

あなたがいる場合3時間未満タブレットを服⽤するのが遅くても、Exlutenaの信頼性は維持されます。忘れたタブレットを覚
えたらすぐに服⽤し、通常の時間に次のタブレットを服⽤してください。

あなたがいる場合3時間以上タブレットを服⽤するのが遅いと、Exlutenaの信頼性が低下する可能性が
あります。⾒逃した錠剤が多いほど、避妊効果が低下するリスクが⾼くなります。覚えたらすぐに最
後に逃したタブレットを取り、通常の時間に次のタブレットを取ります。次の7⽇間の錠剤摂取には、
追加の保護具（コンドームなど）を使⽤してください。錠剤摂取の最初の週に1つ以上の錠剤を逃し、
錠剤を逃す前の週に性交した場合、妊娠する可能性があります。医師/助産師にアドバイスを求めてく
ださい。

胃腸障害（嘔吐、重度の下痢など）に苦しんでいる場合

Exlutena錠を服⽤してから3〜4時間以内に嘔吐または医療⽤⽊炭を服⽤した場合、または重度の下痢がある場合は、
有効成分が完全に吸収されていない可能性があります。⾒逃したタブレットの場合と同じアドバイスに従ってくださ
い。

予期せぬ出⾎がある場合

膣からの出⾎は、Exlutenaの使⽤中に不規則な間隔で発⽣する可能性があります。これは、わずかな汚れまたは出⾎で
ある可能性があり、⽉経出⾎のように⾒えます。また、出⾎がまったくない場合もあります。不規則な出⾎は、
Exlutenaの避妊保護が低下していることを⽰すものではありません。通常、アクションを実⾏する必要はありません。
Exlutenaを服⽤し続けてください。ただし、出⾎がひどい場合や⻑期にわたる場合は、医師/助産師に相談してくださ
い。

Exlutenaの服⽤をやめたら

Exlutenaの服⽤はいつでも中⽌できます。妊娠したいという理由でやめた場合は、⾃然な⽣理
が終わるまで待ってから妊娠を試みることをお勧めします。
この医薬品に関してさらに質問がある場合は、医師/助産師または薬剤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。
経⼝避妊薬の使⽤に関連する深刻な望ましくない影響については、セクション'いつExlutenaに特別
な注意を払う必要がありますか？」このセクションを注意深く読み、必要に応じて医師/助産師に相
談してください。

Exlutenaまたは⼀般的なホルモン避妊薬のユーザーによって報告された他の副作⽤は次のとおりです。
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⼀般的（100⼈のユーザーのうち1⼈以上）：不規則な出⾎、⽉経の喪失、乳房の圧痛、乳房の痛み、
乳房の分泌、体重の増加、頭痛、⽚頭痛、吐き気、腹痛、発疹、蕁⿇疹、痛みを伴う⻘⾚発疹（紅
斑）、クロアズマ（⽪膚）、体液貯留、憂鬱な気分、気分の変化、性欲減退。

あまり⼀般的ではありません（100ユーザーのうち1つ未満）：コンタクトレンズ不耐性、嘔吐、下痢、膣分泌
物、乳房肥⼤。

まれ（1000ユーザーのうち1⼈未満）：体重の減少、過敏症、性欲の増加。

副作⽤が深刻になった場合、またはこのリーフレットに記載されていない副作⽤に気付いた場合は、医師または薬剤師
にご相談ください。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師‧助産師または薬剤師にご相談ください。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。副作⽤を直接報告することもできます

*。副作⽤を報告することにより、これの安全性に関するより多くの情報を提供するのを助けることができます
に記載されている国の報告システム

付録V
薬。

5.Exlutenaの保管⽅法

この薬は⼦供の⼿の届かないところに保管してください。

Utg.dat以降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。エピリーの⽇付
は、その⽉の最後の⽇を指します。

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。

6.6。 パックの内容とその他の情報

Exlutenaに含まれるもの

-有効成分はリネストレノール（プロゲストゲンホルモン）0.5mgです。
-他の成分は、⾺鈴薯澱粉、アミロペクチン、乳糖⼀⽔和物（約43mg）およびステアリン酸マグネシウムで
す。

Exlutenaの外観とパックの内容

1つのブリスターパックには28個の⽩い丸い錠剤が含まれています。

タブレットは、⽚⾯がTT2、裏⾯がORGANON*とコード化されています。各カートンには3つのブリスターパックが含まれています。

販売承認取得者および製造元

販売承認取得者 Merck Sharp
＆Dohme BV Box 581

2003PCハーレム
オランダ
メーカー
NVオルガノン
私書箱20
NL-5340 BH Oss
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オランダ

詳細については、以下から⼊⼿できます。 Merck 
Sharp＆Dohme（スウェーデン）ABボックス45192

10430ストックホルム
Tel：077-570 04 88

このリーフレットはで最後に承認されました 
2019-01-16
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