
関心が高まる今こそ啓発のチャンス！

緊急避妊薬の正しい知識
正しい知識をもって当事者の背景や心境を

ふまえた運用の実現について考えよう

共同代表　産婦人科医

遠見　才希子
2020.10.11 ＃緊急避妊薬トレンド入り緊急イベント 転用・転載禁止　



Q.緊急避妊ってなに？

A. 避妊が十分でなかったセックス（コンドーム破損

や脱落、腟外射精、腟内射精、低用量ピルの飲み忘れ、性

暴力被害など）のあとに緊急的に高い確率で妊娠
を避ける方法
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万が一の時に緊急的に使用

Q.ピルとアフターピル
ってどう違うの？

ピル
低用量ピル
経口避妊薬

アフターピル
緊急避妊薬

普段から常用する避妊法
避妊効果が高い

A.普段の避妊法と、緊急避妊法は目的が違う
アフターピルは常用するものではない
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A. コンドームの失敗
　　（破損・脱落・腟内に残る等）が

       約6割
日本の避妊法はコンドームが主流

日本にこそ失敗時の緊急避妊薬へのアクセス、

女性主体の避妊法へのアクセス改善が必要！！

Q. 緊急避妊薬が必要になる
のはどんな状況が多いの？
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避妊法
日本 世界

82%

19.5%
4.2% 0.4%

男性用コンドーム：82%
腟外射精：19.5%
低用量ピル：4.2%
子宮内避妊具（IUD）：0.4%

月3000円位
挿入時

3～8万円位

日本家族計画協会 2016年 第8回男女の生活と意識に関する調査
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Q.緊急避妊薬の副作用は？
安全性は？

A.安全性が高く、
重大な副作用はありません

ノルレボ錠再審査終了時（副作用578例中46例7.96%）
悪心2.25%、胃腸障害3.98%、不正出血1.21%

従来の方法（ヤッペ法）は嘔吐の副作用がありましたが、
現在の緊急避妊薬は嘔吐を生じることはまれ
万が一、内服後2時間以内に嘔吐した場合は、

再度内服が必要です。
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Q.緊急避妊薬を飲んでは
いけない人は？

① これまでに緊急避妊薬で
      重篤なアレルギー症状が出た人
② 重篤な肝障害がある人
③ すでに妊娠している人

　　は、内服することができません。
　　医師に相談してください。
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① 抗けいれん薬
② HIV治療薬
③ セイヨウオトギリソウ
　 （セント・ジョーンズ・ワート）含有食品

　は、効果が減弱するおそれがあります。
　医師に相談してください。

Q.緊急避妊薬と併用に注意
する薬やサプリメントは？
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・緊急避妊薬は、安全な薬　

・重大な副作用はない

・異所性妊娠リスクは上げない

・妊孕性に影響は与えない

・単回投与推奨だが、
　繰返し使用しても、
　既知の健康上リスクはない

WHO（世界保健機関）
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WHO（世界保健機関）
　意図しない妊娠のリスクを抱えた全ての女性には、

緊急避妊にアクセスする権利がある。
　・医学的管理下におく必要はない
　・手に入りやすくなっても
　　性的リスク行動は増加しない

FIGO（国際産婦人科連合）
　・医師によるスクリーニング・評価不要
　・後日フォローアップは基本的に不要

緊急避妊薬に関する
世界の勧告・提言
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世界約90ヵ国で
緊急避妊薬を薬局で安く買える

緊急避妊薬は「WHO必須医薬品」に指定

76ヵ国：BPC：Behind The 
Pharmacy Counter
薬局で薬剤師から購入

19ヵ国：OTC：Over The 
Counter
薬局などで直接購入

タイの薬局（約250円） カナダの薬局（約1400円）

イギリス
（約840円）
イタリア
（約1600円）
ドイツ
（約2000円）

フランス
（約800円）
カナダ
（約1400円）
アメリカ
（約4300円）
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緊急避妊薬
日本 世界

レボノルゲストレル
（ノルレボ錠®など）

主な

薬剤
ウリプリスタル酢酸
エステル（エラ®など）

性交から

72時間以内
タイム
リミット

性交から

120時間以内

約85% 妊娠
阻止率 約95%

病院・クリニックを受診
（対面orオンライン）

主な入手
経路 薬局

約6千円～2万円
性暴力被害は警察届出等により無料

費用 数百円～数千円
無料・保健室などで入手可能な国あり

日本未承認
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Q.日本で緊急避妊薬を
手に入れるには？

・月経について
・セックスの日時、避妊法など

A. 病院・クリニックの対面診療または
　　オンライン診療を受診する

厚労省HP、ピルにゃんHP、ピルコンHPなどで検索可能！　

自由診療（自費）　保険適用ではない　
産婦人科以外の医師も処方可能
問診のみ　内診不要

　

転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　



緊急避妊薬のオンライン診療の実際（例）

ビデオ通話診察
主にクレジット決済

①院内処方で
薬の宅配

②院外処方で
処方箋を薬局にFax
（後日原本を郵送）

（１）オンライン服薬指導
　　　薬の宅配
　　　クレジット決済
　　　または代金引換

（２）女性が薬局へ来局し、
直接、薬の受取り

宅配は翌日以降になるが、
薬局へ処方箋Fax→来局
なら当日中に受取り可！

オンライン診療システム会社登録

基本的には
アプリ登録
患者情報
問診票入力
身分証登録

オンライン診療システム
会社登録（任意）

緊急避妊薬の
在庫

※急配もあるが
…
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A. NO！
緊急避妊薬（ノルレボ錠）

の妊娠阻止率は、約85％
24時間以内：95%

25～48時間以内：85%
48～72時間：58%

性交後、早く飲むほど効果が高い

Q.72時間以内に飲めば
効果は同じ ？
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Q.なぜ早くのむほど
緊急避妊効果が高い？

A. 精子と卵子が出会わない（受精しない）
ように「排卵を遅らせる作用」がメインだから

「着床阻害作用」もあるといわれている

寿命：約1日
28日周期の場合、
月経14日目頃に排卵するが
ストレス等により変化する

卵子

精子

寿命：約3～5日
1週間生きる精子も？！
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Q.妊娠を中断させる
（堕胎する）薬なの？

A. NO
中絶薬ではありません

排卵→受精→着床→妊娠成立

おもに「排卵を遅らせて受精を妨げて」
緊急的に妊娠を避ける薬
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Q.飲んだら72時間
避妊効果が続くの？

72時間中出しできるの ？

A. NO！
緊急避妊効果は100%ではない
排卵が遅れるため、飲んだ後に

妊娠しやすい時期がくる！
「緊急避妊が成功したかわかるまでは

セックスしない」がベター
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Q. 緊急避妊を飲んだ後も
効果の高い避妊法を
希望する場合は ？

A．翌日から低用量ピル
（経口避妊薬：OC）を開始する

次の排卵も抑え、避妊効果が続く

または子宮内避妊具（IUD/IUS）を挿入する

「ECからOCへ」
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・月経が7日以上遅れる
・通常より月経が軽い
・セックスから3週間経った

陽性が出たら
必ず産婦人科を
受診しましょう
もちろん不安な
ことがあればい
つでも受診を

Q. 緊急避妊が成功したかは
どうやってわかる？

A.月経が来れば緊急避妊は成功
月経なのか不正出血なのかわからない…

そんなときは、妊娠検査薬！
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陽性が出たら必ず産婦人科を受診しましょう
不安なことがあればいつでも受診してください

Q. なぜセックスから
3週間後に妊娠検査薬？

A．妊娠してる場合は、5週相当なので
妊娠検査薬で必ず陽性が出ます

妊娠検査薬：
妊娠4週頃～
陽性
5週は確実に
陽性

経腟エコー：
子宮内妊娠の
診断は5週～
子宮外妊娠の
診断は6～7週頃
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陽性が出たら必ず産婦人科を受診しましょう
不安なことがあればいつでも受診してください

Q. すでに妊娠してることを見逃したり、子宮
外妊娠を見逃したりしませんか？

A．心配があれば妊娠検査薬をしましょう
エコーで妊娠を確認できるよりも先に

妊娠検査薬は陽性に出ます

＜緊急避妊薬内服前＞ ＜緊急避妊薬内服3週後＞

転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　



Q. 妊娠検査薬が陽性に出たら？

A. 必ず産婦人科を受診しましょう
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Q. 緊急避妊薬を飲んで妊娠
した場合、胎児への影響は？

A. 今まで知られている限りでは、産まれた
　　赤ちゃんに異常があったことはありません

日本産科婦人科学会「緊急避妊法の適正使用に関する指針」

A．妊娠初期に誤って飲んでも胎児に
　　害を及ぼすことはありません
　　男性胎児が女性化した報告はありません

WHO（世界保健機関）
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A. 
　① 性感染症検査
　② 子宮頸がん検診
　③ （避妊を希望する人は）今後の避妊法の検討

Q. 緊急避妊以外に、
したほうがいいことは？

・性感染症はウィンドウピリオドがあるため一定期間
あけて検査します。保健所でも受けられます（無料・匿名）。
・性経験のある女性は子宮頸がん検診がすすめられます。
・コンドームより効果が高い避妊法は、
　低用量ピルか子宮内避妊具（IUD/IUS）があります。
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A．警察やワンストップ支援センターへ届
出や連絡すると緊急避妊などは

　　無料になります。
　　　　性犯罪被害相談電話：#8103　性暴力被害相談：#8891

性感染症検査、証拠採取、全身診察、カ
ウンセリング、弁護士相談などを

受けられる選択肢があります。

Q. 性暴力被害の場合は？
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　　レイプされたことを　

　　警察に相談した女性は2.8%、

　　医療機関に相談した女性は2.1%です。

A．タイムリミットのある緊急避妊薬を安全に入手できる選択肢が

　あることが重要です。

ワンストップ支援センターや産婦人科に紹介したり、

適切な情報提供をリーフレットなどで行うことも考えられます。

Q.性暴力被害者が警察や産婦人
科に相談できずに薬局ですませて
しまうのはいけないのでは？

もし薬局で買えるようになったら・・・

転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　
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A. 緊急避妊薬は避妊の失敗など万が一の時
に使用するものです。薬の特性上、普段の
避妊法には適していません。

コンドームよりも効果の高い避妊法（低用量ピル、
子宮内避妊具）について伝えましょう！

Q.避妊しない人が
   増えるのでは？

転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　
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A. 緊急避妊薬を内服すると排卵が遅れるため、
　　 内服後に妊娠しやすい時期がきます。

継続的な避妊を希望する場合は、
低用量ピルか子宮内避妊具をすすめます。

緊急避妊薬は万が一のときに1回だけ飲む薬（単回投与推奨）
ですが、たとえ繰返し使ったとしても（1周期に2回以上）
既知の健康上被害はありません。

Q.繰り返し使う人が
   増えるのでは？（乱用）
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A. 緊急避妊薬の効果は100%ではありません。飲
んでも妊娠することはあります。

　「中出しできる薬」ではありません。

「100%安全」と言い切れるセックスはありません。

「SAFER　SEX」のため、コンドームは性感染症予防としても
重要であることを伝えましょう。
　（dual protection 二重の防御）

Q.生、中出しする人が
　 増えるのでは？
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A. 現在入手のハードルが高く、安価な海外製
ジェネリック薬の転売や譲渡、男性が女性に
騙して飲ませるケースなどはすでに起きてい
る可能性があります。

「正式に安全に入手できるルートを増やすこと」と、「性
教育や適切な情報の啓発によって、正しい認知を広め
ること」を両輪で推進する必要があります。

Q.悪用が増えるのでは？
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A. 子どもを産むか、産まないかを決めるのは、
その人の権利です。

（性と生殖に関する健康と権利：SRHR）

　避妊に協力しないセックスや性的同意

　のないセックスは性暴力につながります。

Q.夫は子どもがほしい、妻は実はま
だ子どもがほしくない。妻が隠れて
飲むケースがあるのでは？

転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　
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セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ

性と生殖に関する健康と権利（SRHR）

人々は、他人の権利を尊重しつつ、

安全で満足できる性生活をもてる。

子どもを産むかどうか、産むとすれば、

いつ、何人産むかを決定する自由をもつ。

適切な情報とサービスを受ける権利がある。

  

国際人口開発会議（1994年）
性や子どもを産むことに関わる全てにおいて、身体的にも精神
的にも社会的にも良好な状態であり、自分の意思が尊重され、
自分の体のことを、自分で決められること
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A. 「性教育」の問題と、

　「必須医薬品へのアクセス」の問題は

　　両輪で推進する必要があります。

現在すでに困っている人がいる事実、

性教育が不十分である事実を受け止め、

誰一人取り残さない政策を行うことが急務です。

Q.悪用、乱用、避妊しないセックス、性感
染症、子宮外妊娠の見逃しなどが増える
だろうから、
「性教育が先」ではないか？
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A. 第5次男女共同参画基本計画策定に当たっての
基本的な考え方（案）には、

「薬剤師が十分な説明の上で対面で服用させるこ
とを条件に」検討すると記載されました。

薬のカテゴリーは？販売形態は？なぜ面前内服？

誰のための緊急避妊薬なのか？

当事者の背景や心境をふまえた運用が実現するよう

世論を高めましょう！

Q. 薬剤師の対面で内服するの？

転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　

もし薬局で買えるようになったら・・・



対面診療 

薬局で薬剤師さんから購入 

オンライン診療 

選択肢を増やし、緊急避妊薬を必要とする 
全ての女性が安心してアクセスできる社会に 

＃緊急避妊薬を薬局で 転用・転載禁止＃緊急避妊薬を薬局で　
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• WHO　Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive 
pills (LNG ECPs)（2010）
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70210/WHO_RHR_HRP_10.06
_eng.pdf;jsessionid=5649F052DA0127396D9270986921610B?sequence=1 

• 22歳の彼が避妊をしてくれなかった…女子高校生のリアルな性の現状
安全に「アフターピル」を入手できるようにするために
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64837

「若い女性は知識がない」「若い女性が悪用するかも」。アフターピルのオンライ
ン診療検討会で出た意見【検討会の経緯まとめ】
　https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5cf73140e4b0747b8c5e1c26

• 内閣府男女共同参画局　男女共同参画白書（平成30年度版）

• http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhy
o01-07-11.html

• FIGO（国際産婦人科連合）「SRH in humanitarian settings during COVID-19」
https://www.figo.org/srh-humanitarian-settings-during-covid-19

• ★緊急避妊薬へのアクセス改善を求める署名キャンペーン

• https://change.org/afterpill

• ★緊急避妊薬を薬局でプロジェクト

• https://kinkyuhinin.jp/

• Safe Abortion Japan Project

• https://safeabortion.jp/ 

• JOICFP「SRHR：性と生殖に関する健康と権利とは」  
https://www.joicfp.or.jp/jpn/why/rh/

• 国連「Contraceptive Use by Method 2019」

• https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa
.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2019_contraceptiveusebymethod_datab
ooklet.pdf

• 日本家族計画協会 2016年 第8回男女の生活と意識に関する調査

• 北村邦夫 産婦人科治療　2010;101(6):「緊急避妊ピル」

• CDC　Contraception

• https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/index.htm

• ノルレボ錠1.5mg添付文書

• https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254900AF2024_1_04/

• 開業してわかった　日本でピルが普及しない理由

• https://www.buzzfeed.com/jp/mihyonsong/low-dose-pills

• バイアグラはわずか半年で認可。でも低用量ピルは40年…その差は何だったの
か。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5c950101e4b0a6329e15de1c

• ACOG「Over-The-Counter　Access to Hormonal Contraception」

• https://www.acog.org/en/Clinical/Clinical%20Guidance/Committee%20Opinion/
Articles/2019/10/Over-the-Counter%20Access%20to%20Hormonal%20Contracep
tion

• 日本産科婦人科学会「緊急避妊法の適正使用に関する指針」

• http://www.jsog.or.jp/activity/pdf/kinkyuhinin_shishin_H28.pdf

• 厚労省　緊急避妊薬に係る取組について

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html

• 厚労省　オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修

• https://telemed-training.jp/entry

• 厚労省　緊急避妊薬のスイッチOTCに関する検討会議結果

• https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0
000193402.pdf

• 日本産婦人科医会「緊急避妊薬オンライン診療化についての意見書」

• https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000496180.pdf

• 日本産科婦人科学会「緊急避妊薬のオンライン診療についてのお知らせ」

• http://www.jsog.or.jp/news/pdf/20200907_whc.pdf
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