
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
１．エストロゲン依存性悪性腫瘍（例えば乳癌、子宮内膜
癌）及びその疑いのある患者［腫瘍の悪化あるいは顕
性化を促すことがある。］

２．乳癌の既往歴のある患者［乳癌が再発するおそれがあ
る。］

３．未治療の子宮内膜増殖症のある患者［子宮内膜増殖症
は細胞異型を伴う場合があるため。］

４．血栓性静脈炎、肺塞栓症又はその既往歴のある患者
［血栓形成傾向が増強するおそれがある。］

５．動脈性の血栓塞栓疾患（例えば、冠動脈性心疾患、脳
卒中）又はその既往歴のある患者（「９．その他の注
意」（３）（４）の項参照）

６．重篤な肝障害のある患者［代謝能が低下しており肝臓
への負担が増加するため、症状が増悪することがあ
る。］

７．診断の確定していない異常性器出血のある患者［出血
が子宮内膜癌による場合は、癌の悪化あるいは顕性化
を促すことがある。］

８．妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「６．妊婦、
産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

【組成・性状】

【効能・効果】
更年期障害、腟炎（老人、小児及び非特異性）、子宮頸管
炎並びに子宮腟部びらん、老人性骨粗鬆症

【用法・用量】
１．更年期障害、腟炎（老人、小児及び非特異性）、子宮
頸管炎並びに子宮腟部びらんには、エストリオール
として、通常成人１回0.1～1.0mgを１日１～２回経
口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

２．老人性骨粗鬆症には、エストリオールとして、通常１
回１mgを１日２回経口投与する。なお、症状により
適宜増減する。

【使用上の注意】
１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（１）肝障害のある患者［代謝能の低下により、本剤の作

用が増強することがある。］
（２）子宮筋腫のある患者［子宮筋腫の発育を促進するお

それがある。］
（３）子宮内膜症のある患者［症状が増悪するおそれがある。］
（４）心疾患・腎疾患又はその既往歴のある患者［ナトリ

ウムや体液の貯留、高カルシウム血症により症状が
増悪するおそれがある。］

（５）てんかん患者［体液貯留を起こし、てんかんが増悪
するおそれがある。］

（６）糖尿病患者［糖尿病が増悪するとの報告があるので、
十分管理を行いながら投与すること。］

（７）骨成長が終了していない可能性がある患者、思春期
前の患者（「７．小児等への投与」の項参照）

（８）乳癌家族素因が強い患者、乳房結節のある患者、乳
腺症の患者又は乳房レントゲン像に異常がみられた
患者［症状が増悪するおそれがある。］

（９）術前又は長期臥床状態の患者［血液凝固能が亢進さ
れ、心血管系の副作用の危険性が高くなることがある。］

（10）全身性エリテマトーデスの患者［症状が増悪する
おそれがある。］

２．重要な基本的注意
（１）外国において、卵胞ホルモン剤と黄体ホルモン剤を

長期併用した女性では、乳癌になる危険性が対照群
の女性と比較して高くなり、その危険性は併用期間
が長期になるに従って高くなるとの報告があるの
で、本剤の投与にあたっては、患者に対し本剤のリ
スクとベネフィットについて十分な説明を行うとと
もに必要最小限の使用にとどめ、漫然と長期投与を
行わないこと。（「９．その他の注意」（２）の項参照）

（２）女性に投与する場合には、投与前に病歴、家族素因
等の問診、乳房検診並びに婦人科検診（子宮を有す
る患者においては子宮内膜細胞診及び超音波検査に
よる子宮内膜厚の測定を含む）を行い、投与開始後
は定期的に乳房検診並びに婦人科検診を行うこと。

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していない。

（１）重大な副作用（頻度不明）
血栓症：卵胞ホルモン剤の長期連用により、血栓症
が起こることが報告されている。

《用法・用量に関連する使用上の注意》
「老人性骨粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後６ヵ
月～１年後に骨密度を測定し、効果が認められない場
合には投与を中止し、他の療法を考慮すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

血糖降下剤
グリベンクラミド、
グリクラジド、
アセトヘキサミド
等

血糖降下作用が減弱す
ることがある。血糖値
その他患者の状態を十
分観察し、血糖降下剤
の用量を調節するなど
注意すること。

卵胞ホルモン（主に
結合型エストロゲン、
合成エストロゲン）
は耐糖能を変化させ
血糖を上昇させる作
用が認められている。

※※2013年２月改訂（第14版）
※2010年６月改訂

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

※※

※

日本薬局方　エストリオール錠

経口卵胞ホルモン剤
処方箋医薬品注）

－1－

※※

※

スミ アカ

貯法

室温保存

使用期限

外箱に表示（４年）

日本標準商品分類番号

872475

承認番号 21800AMX10492

薬価収載 2006年12月

販売開始 1974年３月

販売名 エストリオール錠１mg「F」
有効成分 日局　エストリオール

含量（１錠中） １mg

添加物

乳糖水和物
バレイショデンプン
カルメロースカルシウム
ヒドロキシプロピルセルロース
タルク
ステアリン酸マグネシウム

色・剤形 白色の割線入り素錠

外形
FJ
02

大きさ
直径 8mm
厚さ 2.9mm
質量 200mg

識別コード FJ02
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（２）その他の副作用
以下のような副作用があらわれた場合には、症状に
応じて適切な処置を行うこと。

注）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
５．高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量す
るなど注意すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しな
いこと。
［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。ま
た、妊娠直後のラットにエストリオールを経口投与し
たところ、着床障害が認められた。］

７．小児等への投与
卵胞ホルモン剤の投与により骨端の早期閉鎖、性的早
熟をきたすおそれがあるので、骨成長が終了していな
い可能性がある患者、思春期前の患者に投与する場合
には、観察を十分に行い、慎重に投与すること。

８．適用上の注意
（１）投与方法：生理的月経の発現に障害を及ぼすような

投与を避けること。
（２）薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取

り出して服用するよう指導すること。（PTPシート
の誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更
には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併
発することが報告されている）

９．その他の注意
（１）ホルモン補充療法（HRT）と子宮内膜癌の危険性

卵胞ホルモン剤を長期間（約１年以上）使用した閉
経期以降の女性では、子宮内膜癌になる危険性が対
照群の女性と比較して高く、この危険性は、使用
期間に相関して上昇し（１～５年間で2.8倍、10年
以上で9.5倍）、黄体ホルモン剤の併用により抑え
られる（対照群の女性と比較して0.8倍）との疫学調
査の結果が報告されている。

（２）HRTと乳癌の危険性
１）米国における閉経後女性を対象とした無作為化臨
床試験（Women's Health Initiative［WHI］試験）
の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合
剤投与群では、乳癌になる危険性がプラセボ投与
群と比較して有意に高くなる（ハザード比：
1.24）との報告がある。１）並行して行われた子
宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲ
ン単独投与群では、乳癌になる危険性がプラセボ
投与群と比較して有意差はない（ハザード比：
0.80）との報告がある。２）

２）英国における疫学調査（Million Women Study
［MWS］）の結果、卵胞ホルモン剤と黄体ホルモ
ン剤を併用している女性では、乳癌になる危険性が
対照群と比較して有意に高くなり（2.00倍）、この危
険性は、併用期間が長期になるに従って高くなる（１
年未満：1.45倍、１～４年：1.74倍、５～９年：
2.17倍、10年以上：2.31倍）との報告がある。３）

（３）HRTと冠動脈性心疾患の危険性
米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲ
ン・黄体ホルモン配合剤投与群では、冠動脈性心疾
患の危険性がプラセボ投与群と比較して高い傾向に
あり、特に服用開始１年後では有意に高くなる（ハ
ザード比：1.81）との報告がある。４）並行して行
われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エス
トロゲン単独投与群では、冠動脈性心疾患の危険性

がプラセボ投与群と比較して有意差はない（ハザー
ド比：0.91）との報告がある。２）

（４）HRTと脳卒中の危険性
米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・
黄体ホルモン配合剤投与群では、脳卒中（主として脳
梗塞）の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高
くなる（ハザード比：1.31）との報告がある。５）並行
して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型
エストロゲン単独投与群では、脳卒中（主として脳梗
塞）の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高く
なる（ハザード比：1.37）との報告がある。２）

（５）HRTと認知症の危険性
米国における65歳以上の閉経後女性を対象とした
無作為化臨床試験（WHI Memory Study
［WHIMS］）の結果、結合型エストロゲン・黄体ホ
ルモン配合剤投与群では、アルツハイマーを含む認
知症の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高
くなる（ハザード比：2.05）との報告がある。６）並
行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結
合型エストロゲン単独投与群では、アルツハイマー
を含む認知症の危険性がプラセボ投与群と比較して
有意ではないが、高い傾向がみられた（ハザード
比：1.49）との報告がある。７）

（６）HRTと卵巣癌の危険性
1）卵胞ホルモン剤を長期間使用した閉経期以降の女
性では、卵巣癌になる危険性が対照群の女性と比較し
て高くなるとの疫学調査の結果が報告されている。

2）米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲ
ン・黄体ホルモン配合剤投与群において、卵巣癌
になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意で
はないが、高い傾向がみられた（ハザード比：
1.58）との報告がある。８）

（７）HRTと胆嚢疾患の危険性
米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲ
ン・黄体ホルモン配合剤投与群において、胆嚢疾患
になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高
くなる（ハザード比：1.59）との報告がある。並
行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結
合型エストロゲン単独投与群では、胆嚢疾患になる
危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる
（ハザード比：1.67）との報告がある。

（８）卵胞ホルモン剤を妊娠動物（マウス）に投与した場合、
児の成長後、腟上皮及び子宮内膜の癌性変性を示唆
する結果が報告されている。また、新生児に投与し
た場合、児の成長後、腟上皮の癌性変性を認めたと
の報告がある。

【薬物動態】
溶出挙動
エストリオール錠１mg「F」は、日本薬局方医薬品各条に
定められたエストリオール錠の溶出規格に適合しているこ
とが確認されている。９）

【薬効薬理】
１．エストリオールの子宮内膜増殖作用は、エストラジ
オールやエストロンより弱いが、頸管粘液の分泌の増
加や子宮口の開大等の向子宮作用及び腟粘膜への作用
は他のエストロゲンより強い。10）～16）

２．エストリオールは他のエストロゲンによる子宮内膜の
増殖を抑制するantiestrogenicの作用を有する。10）～16）

３．エストリオールは分娩時の子宮頸部の収縮性緊張を和
らげ、頸管を柔軟化させる。12）～15）

４．エストリオールは下垂体のゴナドトロピン分泌増加を
抑え、中枢性の興奮を抑制する。13）～19）

５．エストリオールはエストロゲンの分泌不足による腟の
自浄作用の低下を回復させ、角化を促進し、炎症に対
する腟抵抗を強める。13）

６．骨代謝に対する作用として、骨吸収抑制作用、骨形成
促進作用、骨塩量増加作用を有する。20）～23）

頻度不明
過敏症注） 発疹、そう痒感等
子　宮 不正出血、帯下増加
乳　房 乳房痛、乳房緊満感等
肝　臓 AST（GOT）･ALT（GPT）の上昇等
消化器 悪心、食欲不振、嘔吐等
その他 めまい、脱力感、全身熱感、体重増加

－2－
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【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：エストリオール（Estriol）
化学名：Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol
構造式：

分子式：C18H24O3
分子量：288.38
性　状：白色の結晶性の粉末で、においはない。

メタノールにやや溶けにくく、エタノール（95）
又は1,4－ジオキサンに溶けにくく、水又はジエ
チルエーテルにほとんど溶けない。

融　点：281～286℃

【取扱い上の注意】
安定性試験
最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、なりゆき湿度、
４年）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、エ
ストリオール錠１mg「F」は通常の市場流通下において４
年間安定であることが確認された。24）

【包　装】
100錠（PTP）、1200錠（PTP）
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【文献請求先】
主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
富士製薬工業株式会社　富山工場　学術情報課
〒939-3515　富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地
（TEL）076-478-0032
（FAX）076-478-0336

OH

OH
H

H

H

H
H

HO

H C3

ハザー

ゲン・
して脳
意に高
５）並行
結合型
て脳梗
に高く

とした
Study
黄体ホ
含む認
意に高
。６）並
果、結
イマー
較して
ザード

降の女
比較し
る。
トロゲ
卵巣癌
有意で
ド比：

トロゲ
嚢疾患
意に高
る。並
果、結
になる
くなる

た場合、
を示唆
投与し
めたと

各条に
いるこ

トラジ
泌の増
の作用

内膜の
10）～16）

張を和

増加を

る腟の
症に対

骨形成

－3－

スミエストリオール錠1mg_能書  16/02/18  11:19  ページ 3



1510400010H1602Y
－4－

スミエストリオール錠1mg_能書  16/02/18  11:19  ページ 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027FF3B005000720065007300730020006E006900700070006FFF3D30C830F330DB30994ED800270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B005000720065007300730020006E006900700070006F005D00270020306B57FA3065304F005D0020005B514330683059308B30BB30C330C80020003A30D730EC30B954C18CEA005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


