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日産婦誌61巻10号

E．婦人科疾患の診断・治療・管理
Diagnosis, Treatment and Management of Gynecologic Diseases

12．避妊法
Contraception

Dr. M. Fathalla は「身体の中で生殖に関係するシステム・機能・過程のすべてに関し
て，単に病気にかかっていない，病的状態が存在しないというだけでなく，身体的，精神
的および社会的観点から見て完全に良好な状態」をリプロダクテイブヘルスと定義した．
この概念は徐々に拡大され，すべての夫婦は望まない妊娠や，病気に感染する恐れなしに
性的関係を持つことができなくてはならないということも含まれるようになった．
こういった地球規模で問題になっている人口増加，リプロダクテイブヘルスという概念
の普及からも，妊娠・出産を抑制する方法として避妊は必要不可欠である．

1）避妊法の種類と適応
避妊法として整えるべき条件として，1）確実性，2）簡便性，3）性感維持，4）コス
トベネフィット，5）安全性，6）可逆性，7）女性の意志で決定できること，等が挙げら
れる．特に人口問題を抱えている発展途上国においては4の問題はかなり重要である．
避妊法の種類であるが，伝統的方法として受精を妨げるバリア法がある．コンドーム，
女性用コンドーム，ペッサリー，殺精子剤，周期法が挙げられる．また，バリア法以外に
ピル，子宮内避妊器具，緊急避妊がある．
（1）コンドーム
我が国において最も普及している方法である．若干低下傾向が見られるものの依然とし
て普及率はトップである．
長所：コンドームは正しく使用すれば失敗率は3％といわれるが，使用法を誤ると失敗
率も高くなるため使用法に関して適切な指導が必要である．
本来性病予防の目的で開発された経緯があり，最近では HIV"
AIDS の感染予防法とし
て再び世界的に脚光を浴びつつある．コンドームを使用した場合女性における子宮頸癌の
発症率が低いという報告もある．
短所：一般的使用法では失敗率は14％にも達するといわれる．またコンドームはあく
まで男性主導型の避妊法であり，このことが大きな欠点である．
男性が使用法をよく理解し協力的であり，性行為感染症予防を考慮する場合に適してい
る方法といえる．また他の避妊法との併用も可能である．
（2）ペッサリー
鋼鉄製スプリングの環に半球状のゴム膜を張ってある．腟内に挿入し射精された精子が
子宮内に侵入するのを防ぐことによって避妊する．ピルが出現前には，男性の協力を必要
としない唯一の避妊法として，欧米において家族計画を推進した婦人運動家たちによって
推奨され普及した．
長所：男女ともに性感への影響がなく，性行為前に挿入しておけるためムードを壊すこ
とがない．また男性の協力を必要とせず，女性の意志のみで使用可能．
短所：性行為感染症予防に使用できない．さまざまなサイズがあり医師，助産婦にサイ
ズを測ってもらう必要があるが，現在サイズを測れるものはほとんどいないと考えられる．
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また失敗率が高い．
男性の協力が得られず，性感，ムードを大切にし，感染症予防の必要がなく，適切に装
着できる場合が適応となる．
（3）殺精子剤
界面活性剤であるポリオキシエチレン・ノニルフェニルエーテル，メンフェゴールと
いった精子に障害を与える薬剤を含む錠剤を腟内に挿入し精子を死滅させる方法である．
簡便であるが，性行為途中で使用するためムードを壊しやすく，感染症予防効果はなく，
失敗率が高い．
（4）オギノ式（周期法）
上述の方法が物理的あるいは化学的に受精を防ぐのに対して，排卵の時期を避け，排卵
後の期間にのみ性行為をすることで妊娠を防ぐというのが厳密な意味の定期禁欲法であ
る．排卵は次の予定月経から逆算して12〜16日目に起こるという事実から，排卵日を推
定し，それに精子，卵子の女性性器内での受精可能期間を加えて受胎しやすい時期を推定
し，その時期の性行為を避ける方法である．コンドームなどの他の避妊法を組み合わせる
ことも多い．基礎体温測定や，子宮頸管粘液を観察して排卵時期を推定する方法があるが
どちらも正確性には欠ける．
長所：器具，薬剤不要である．
短所：基礎体温測定記録をする几帳面さが必要．理論的に効果が低く，失敗率が高い．
男性が禁欲する協力が必要．
（5）子宮内避妊器具
子宮腔内に挿入し妊娠を防ぐ小さな器具を子宮内避妊器具（intrauterine contraceptive devices：IUD）と呼ぶ．材料はプラスチックその他の高分子重合体で作られるが，そ
の後銅やステロイドを付加した製品も開発された．比較的効果が高く安全な避妊法として
知られる．使用期限は2年から5年である．
種類 現在使用できるものは5種類ある．
従来型：FD1，
優性リング
銅付加型：マルチロード CU250RⓇ，ノバ T380Ⓡ
黄体ホルモン含有型：ミレーナⓇ
避妊機序：IUD の避妊機序は他の避妊法の作用機序のように明確でない．受精卵の子
宮内膜への着床を阻止して妊娠を防ぐことは動物実験等で確認されている．IUD が挿入
された子宮内膜の間質内には多数の食細胞の浸潤が認められ，着床に関係する酵素系の活
性変化も認められている．最近では銅付加 IUD の場合，子宮内膜の酵素系には亜鉛イオ
ンが補酵素として必要であるが，その活性が銅イオンによって阻害されて着床を阻害する
という説が有力である．
黄体ホルモン含有 IUD があるが，これは除放性に黄体ホルモン（レボノルゲストレル）
を子宮内で放出するため，排卵を抑制しないが高濃度の黄体ホルモンによって子宮内膜は
非定型的内分泌期像に変化し，受精卵の着床阻止効果が高く，同時に頸管粘液が減少して
精子の通過を妨げる．パール指数も0.14％とピルに匹敵する．特徴として，子宮内膜の
変化により，他の IUD と異なり経血量が減少し月経困難症や子宮腺筋症の治療にも用い
られる．
長所：効果はピルについで高く，安全性も高い．継続性があり，女性の意志のみで使用
でき，全身的影響がない．
短所：医師の診察を必要とし，挿入，抜去時の多少の疼痛を伴う．自然脱出がまれに起
こり妊娠の可能性がある．出血などの副作用の可能性があり，未産婦には不適当である．
医師の診察を受けることができる経産婦に適する．
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服用希望者
問診表に服用希望者が記入
（問診チェックリスト）

問診，血圧測定，診療録作成
OC の一般的な説明

服用者向け情報提供資料
を配布（服用者向け小冊子）
問診

問診および血圧測定の
結果から判断

慎重な判断
服用に際しての
注意事項の説明

服用者への情報徹底
（服用者向け情報提供資料）

（1）OC の有効性と安全性
（2）同意に関する説明
（インフォームドコンセント）
（3）性感染症予防のための説明
禁忌，慎重投与の対象者の選別
既住歴，家族歴，服用希望者の状況
（喫煙，服用中の薬剤，人口妊娠中
絶後・産褥期などの情報）
必要に応じて行う診察・検査
例）子宮頸部細胞診，
乳房検査
（触診）
，
性感染症検査
（1）正しい服用方法とのみ忘れた場
合の対応
（２）副作用の説明
①初期にみられる副作用
②重篤な副作用
③その他の副作用
（3）副効用の説明
（4）妊娠への注意
（5）定期的な受診
（６）処方の間隔・期間

注：OC 希望者に対し必要な問診と血圧を測定し，その結果を踏まえて，OC 服用に適した者に処方すること
が望まれる

（図 E121） 低用量経口避妊薬
（OC）の処方の手順概略
（初回処方時）

（6）経口避妊薬（oral contraceptives：OC）
わが国における経口避妊薬としての歴史は非常に浅く，1999年にやっと使用認可がお
り，10年を経過したところであり，米国に40年の遅れをとる．わが国におけるピルの普
及率は非常に低く，生殖可能年齢女性の服用は約3％にとどまっている．それに対してヨー
ロッパでの普及率は約30％に上るが，最も普及しているドイツでは52.6％にも達する２）．
避妊効果は非常に高く，失敗率は0.1％ときわめて低率である．OC の多くはエストロ
ゲンとプロゲスト―ゲンの合剤である．排卵抑制作用，頸管粘液分泌抑制，子宮内膜非定
型的分泌期像による受精卵着床抑制作用による避妊効果を発揮する．エストロゲン量に依
存して起こる血栓症の問題がある．OC は日本産科婦人科学会編の「低用量経口避妊薬の
３）
使用に関するガイドライン」
（改訂版）
に基づいて（図 E-12-1）
にある手順で初回時に処方
が行われる．
長所：避妊効果が非常に高く，使用法が簡単．女性の意志のみで実行可能であり，プラ
スの全身的副効用がある．
短所：錠剤を毎日服用しなければならず，機序がわかりにくいため誤解を招きやすい．
授乳時には不適当であり，副作用，使用禁忌のケースがある．医学的管理を必要とし，比
較的高価である．副作用の可能性が低く，避妊効果を第一とする場合特に適する．
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（表 E121） 低用量ピルの製剤一覧

マーベロン21®
シェリング・プラウ
マーベロン28®

あすか製薬

バイエル

（7）緊急避妊（emergency contraception；EC）
EC とは無防備な性交やレイプなどによる望まない妊娠を回避するために用いられる方
法である．WHO は効果と副作用の点から，レボノルゲストレル
（levonorgestrel；LNG）
単独剤による EC を第一に推奨しているが，わが国では未承認薬であるため，EP 合剤を
用いる Yuzpe 法がもっぱら行われている．エチニルエストラジオール
（EE）
100µg とノ
ルゲストレル（NRG）
1mg を性交後72時間以内とその12時間後の2回服用する方法であ
る．本邦では中用量 OC である EP 合剤（プラノバールⓇ）
を用いている．中用量 OC の代
わりに低用量 OC を用いることも可能である．パール指数は1〜3％であり，妊娠予防効
果はきわめて高い４）．その他の EC として抗プロゲステロン薬であるミフェプリストン
（mifepristone；RU486）やダナゾール（Danazol）
，高用量エストロゲン，IUD などがあ
る．わが国では実際には IUD が使用可能である．
以上避妊法の種類と適応について記した．妊娠のメカニズムはさまざまな因子が関与す
るため複雑であり，避妊法の効果を評価することは容易ではなく，これもさまざまな因子
に影響される．そこで避妊法の効果判定にはある一定集団を一定期間観察して評価するの
が普通である．いくつかの方法があるが，通常，パール指数（Pearl index；PI）
を用いる
ことが多い．
パール指数＝その期間の妊娠総数"
妊娠の危険にさらされた総月数×1,200
（100×婦人
年）
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（2）低用量ピルの使用法
1）低用量ピルの種類
現在わが国では表 E-12-1のように11製剤のピルがあり，内容別には1相性が1種類，3
相性が3種類ある．すべての製剤が21日間投与する点で共通しており，プラセボを含むも
のは28日間投与式でできている． ピルはエストロゲンとプロゲストーゲンの合剤であり，
エストロゲンはすべてエチニルエストラジオールであり，プロゲストーゲンは第1世代の
ノルエチステロンあるいは第2世代のレボノルゲストレル，第3世代のデソゲストレルを
含む．現在わが国で使用できる低用量ピルを表 E-12-1に示す．
1相性ピル
①オーソ M-21Ⓡ
エストロゲンとしてエチニルエストラジオール0.035mg"
日，プロゲストーゲンとして
ノルエチステロン1mg"
日の合剤であり，デイ1スタートで21日間連日服用し7日間の休
薬をおく．
Ⓡ
②マーベロン21
（28）
エチニルエストラジオール0.03mg"
日，デソゲストレル0.15mg"
日の合剤である．
3相性ピル
③ノリニール T28Ⓡ
エチニルエストラジオール0.035mg"
日，前半7日間と後半5日間のノルエチステロンを
0.5mg"
日とし，中9日間は1mg"
日としている．これはプロゲストーゲン総量を低用量化
しつつ中間期での出血を防止することを目的としている．
④オーソ777-21Ⓡ
エチニルエストラジオール0.035mg"
日，ノルエチステロンは0.5mg，0.75mg，1mg
と7日ごとに増量している．つまり前半はエストロゲン優位に，後半はプロゲストーゲン
優位にする目的でエストロゲン量を固定し，プロゲストーゲンを3段階で増量させたもの
である．
Ⓡ
Ⓡ
Ⓡ
⑤トリキュラ−21
（28）
，⑥トライデイオール21（28）
，⑦アンジュ21
（28）
最初の6日間をエチニルエストラジオール0.03mg"
日，レボノルゲストレル0.05mg"
日，
次の5日間を各々0.04mg"
日，0.075mg"
日，後半の10日間を各々0.03mg"
日，0.125mg"
日と3段階に用量を変えている．本製剤の特徴は中間期にエストロゲンを優位にし，月経
周期における生理的なホルモン変動に近似したもので，破綻出血が減少する．
2）プロゲストーゲンの世代間差
開発順に第1世代から第3世代に分けられるが，本邦で使用可能なピルに含まれるのは
第1世代のノルエチステロン，第2世代のレボノルゲストレル，第3世代のデソゲストレル
である．ノルエチステロンは弱いアンドロゲン作用とエストロゲン作用を持つ．レボノル
ゲストレルは第1世代と比較して黄体ホルモン作用が非常に高く，投与量の低用量化が可
能である．アンドロゲン作用ももつ．第3世代のデソゲストレルは黄体ホルモン作用が高
く，レボノルゲストレルと比較してアンドロゲン作用が低い．このため挫創や多毛の見ら
れる症例に適している．デソゲストレル使用により血栓症の発症率がやや上昇する．
3）経口避妊薬の作用機序
低用量ピルによるその避妊効果は排卵抑制作用，頸管粘液分泌抑制，子宮内膜非定型的
分泌期像による受精卵着床抑制作用の3本立てからなるといわれている．したがって他の
避妊法と比較してパール率が低い．
最初の排卵抑制作用であるが，これにはピルのエストロゲンとプロゲストーゲンがとも
に作用する．ピルの投与により視床下部―下垂体―卵巣系のホルモン調節機構に対してネ
ガテイブフィードバック効果が作用し，視床下部からの GnRH と下垂体のゴナドトロピ
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（表 E122） OC初回処方時間診チェックシート

ンのサージが阻害され排卵抑制が起こる．わが国における低用量ピルの臨床試験において
も，下垂体―卵巣系ホルモンである血清 FSH，LH，エストラジオール，プロゲステロン
はピル服用中全般にわたり低値を示す５）．またプロゲストーゲン単独においても排卵抑制
作用があることがわかっている６）．ピル服用中においてもエストラジオール値が高値を示
したり，卵胞発育や排卵が生じる可能性も報告されている．またピル服用中卵巣機能はそ
の周期を追うごとに増加する傾向があるという報告も見られる７）．
ピル服用中にはそのプロゲストーゲン作用により子宮頸管粘液が粘稠化し，精子進入性
低下が認められる．この作用は腟内細菌の子宮腔内への移動も阻止するためにピルの副効
用のひとつである骨盤内感染症減少にも関与している．
ピル服用中の子宮内膜は正常月経周期と類似した増殖性の変化を認めるものの内膜腺の
増殖が不十分であり着床が阻害され妊娠には至らない．
4）低用量ピル 実際の使用法
OC は避妊目的で健康な女性が長期間にわたり使用する薬である．服用禁忌例を見逃さ
ず，服用者が十分 OC 服用の注意点につき理解できるように説明する．STD 予防のため
の説明は不可欠である．
（1）問診
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（表 E123） OC処方に際して推奨される検査

投与に際して問診を十分に行うことは，投与禁忌の有無判定，投与前検査項目の決定に
対して必要不可欠である．月経歴，結婚歴，妊娠分娩歴，避妊歴，既往歴，家族歴，嗜好
品などを詳細に問診し，それに基づいて必要な診察，臨床検査を実施する．日本産科婦人
科学会編，低用量経口避妊薬の使用に関するガイドラインにある問診チェックシートの利
用が役立つ（表 E-12-2）
．
（2）薬剤相互作用
低用量ピル服用者はその服用が長期に渡るため，その期間に偶発する何らかの疾患のた
め，薬剤を併用する機会が増加する．そのため薬剤の相互作用は低用量ピル服用者にとっ
て大きな問題である．薬剤相互作用として，低用量ピルの有効性を減弱する，副作用を増
大する，併用する薬剤の作用力を変化させる，などが考えられる．低用量ピルは従来のも
のと比べ，含有するステロイド量が少なくなったとはいえ，副腎ステロイドや三環系抗う
つ薬の作用を増強する可能性がある．また抗結核剤（リファンピシン）
，フェノバルビター
ルなどは肝チトクローム P-450を誘導し代謝を亢進させ，抗生物質
（テトラサイクリン，
ペニシリン系）
は，腸内細菌叢が変化させ，ステロイドの腸肝循環を抑制するため，ピル
の効果を減弱する．予期せぬ破綻出血や点状出血は，薬剤相互作用の兆候となる．他剤と
の相互作用の疑いがある場合，ピルの用量を増量するか，他剤投与を中止しなければなら
ない．他の避妊法を考慮しなければならないケースも出てくる．経口避妊薬を服用する場
合，服用者の薬歴を把握する必要があり，また，すべての低用量ピル服用者に対して，薬
剤の相互作用の可能性や，ピルあるいは併用薬剤の有効性の低下についてわれわれは説明
しなければならない．
（3）OC 処方前検査
（表 E-12-3）
a．血圧測定
全例に血圧を測定し，収縮期140mmHg または拡張期90mmHg を超える場合は OC を
使用しないように指導する．
b．血栓性素因検査
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血栓性素因検査として OC 服用前に素因スクリーニングをルーチンに行う必要はない．
しかし家族歴のある女性および血栓性素因が確認された例で女性が OC の使用を依然と
して希望する場合，血液学の専門家と相談の上検査を行うべきである．
c．STD 検査
OC を安全で効果的に使用するために必ずしも必要ではないが，20歳未満で性的に活
発である女性全員および最近1年間に成功相手を変えたか複数のパートナーがいる女性に
対してはクラミジア・トラコマティス検査の実施が好ましい．
d．問診により必要があれば子宮頸部細胞診や乳房検診
（触診）
を実施する．
（4）服用に際する注意事項
低用量ピルでは服用時期が遅れると確実な避妊効果が得られないことから最初の服薬周
期では月経第1日目より服薬を開始する（デイ1スタート）
．消退出血が週末にかからない
ように消退出血発来後の日曜日から服用を開始する製剤（サンデースタート）
もある．各製
剤間に差があるわけではなくどの製剤もデイ1スタート，サンデースタートのいずれの方
法でも使用できる．
飲み忘れないために一定の時間に決めて服用するよう指導する．
実薬を1〜2錠飲み忘れた場合は，できる限りすみやかに1錠の実薬を服用し，その後1
日に1錠服用し続ける．実薬を3錠以上飲み忘れた場合，できる限りすみやかに1錠の実薬
を服用し，その後1日に1錠服用し続ける．続く7日間実薬を7錠服用するまでの間，コン
ドームを併用するか性交を控える．
避妊効果が確実になるまでには約7日間要する．服用中に下痢，嘔吐が続く場合，OC
の吸収不良を起こすことがあり，妊娠する可能性が高くなるため他の避妊法を併用させる．
妊娠初期流産，人工妊娠中絶後の避妊希望者には早期（流産後7日以内）
から OC を使用
する．
（5）副作用に関する説明
OC の使用で静脈血栓塞栓症の相対危険度は5倍まで増加するが，リスクの絶対値では
依然としてごくわずかであり，妊娠時の静脈血栓塞栓症リスクより相当低いと説明しても
よい．
分娩，妊娠中期流・早産直後の OC 使用は血栓症のリスクを高めるため，産褥6週間は
使用を避ける．分娩後6週間から6カ月の間で母乳栄養が主体のものは母乳中へのステロ
イド移行，乳汁分泌抑制等があるため OC 使用は避け，他の避妊法を考慮する．
OC 服用開始初期には不正性器出血（破綻出血，点状出血）
，嘔気，乳房痛，乳房緊満等
が比較的多く見られるが，多くは消失することを説明する．
OC はそのエストロゲン活性が低いことにより消退出血が発来しないことがしばしば見
られる．消退出血が発来しない場合でも，7日間の休薬，プラセボ服用後には次周期の OC
服用を開始させる．消退出血が2周期連続して発来しない場合，妊娠の有無を確認する．
（6）服用中の定期検査
OC 服用による副作用の出現をチェックするため，定期的に問診と検診を行う必要があ
る．OC の副作用を念頭においた計画的な定期的検査が望ましい．服用開始直後は少なく
とも1カ月目，3カ月目，それ以降は3カ月ごとに検診を行い，早期に副作用の発生を知る
ために十分な問診を施行すべきである．
（7）服用を中止する場合
副作用として重篤なものは，静脈血栓塞栓症，心筋梗塞などの心循環器系の異常，ホル
モン依存性腫瘍，肝胆系異常，糖・脂質代謝異常がある．服用中に異常が起こった場合，
あるいは定期検査でこれらの出現が疑われた場合，服用を中止するとともに必要な検査を
実施して，OC 服用との関係を精査しなければならない．服用を中止すべき症状または状
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（表 E124） 服用を中止すべき症状または状態

態および検査所見を（表 E-12-4）
に示す．
（8）低用量ピル服用後の妊孕性回復
発生頻度
一般的に低用量ピル服用後の月経周期およ
月経困難症
↓
び妊孕性の回復に関して，正常の月経周期を
過多月経
↓
有する女性であれば5週間以内に月経が見ら
子宮内膜症
↓
れる．3カ月以内には95％以上で月経再来が
貧血
↓
認められるので，3カ月経過しても無月経の
良性乳房疾患
↓
場 合 に は，妊 娠，PPA
（post-pill amenor子宮外妊娠
↓
機能性卵巣嚢胞
↓
rhea）
または閉経などが疑われるため，精査
良性卵巣腫瘍
↓
が必要となる．特に10代の避妊目的にピル
子宮体癌
↓
を服用している女性にとっては，一時的な避
卵巣癌
↓
妊を目的とする場合が多く，ピル服用後の妊
大腸癌
↓
孕性の回復は最も現実に即した重要な問題で
骨粗鬆症
↓
ある．多施設 case control study によると，
尋常性挫創（にきび）
↓
自然発症の無月経とピル服用後の無月経の相
関節リウマチ
↓
対的発現率には有意な差は認められないとさ
れている８）．したがって，低用量ピル処方の
長期診療においては，その初回処方に際しての問診がこの問題に際して最も重要な対策で
あると考えられる．
（9）発癌
卵巣癌，子宮体癌が減少するのに対して，5年以上使用すると子宮頸癌リスクが上昇す
る．乳癌の家族歴の有無にかかわらず，OC の使用により乳癌リスクが増加する可能性は
小さい．
（10）副効用（表 E-12-5）
OC の避妊以外の利点を説明してもよい．
(
表 E125)
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