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プロウペス 適正使用ガイドと合わせてご覧ください。

1.  警告
1.1 過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがある。また、過強陣痛を伴わな

い胎児機能不全が起こることもある。これらが生じた結果、母体や児が重篤な転帰に至った症例が報告されているの
で、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと。［11.1.1、11.1.2参照］

1.1.1 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、
分娩の管理についての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用する
こと。本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用いた頸管熟化の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用
を開始すること。

1.1.2 本剤は子宮頸管熟化不全の患者にのみ使用し、本剤の使用に際しては母体及び胎児の状態を十分に観察した上
で慎重に適応を判断すること。また、子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の
既往歴のある患者には使用しないこと。［2.2参照］

1.1.3 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE2（経口剤））と同時併用しないこと。また、本剤投与終
了後に分娩誘発・促進のためにこれらの薬剤を使用する場合、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行
い、慎重に投与すること。［2.8、7.4、10.1参照］

1.1.4 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視
装置を用いて連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、本剤を速やかに除去し、適切な処置を
行うこと。［8.参照］

1.2 本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 すでに分娩開始している患者［過強陣痛、胎児機能不全を起こすおそれがある。］
2.2 子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の既往歴のある患者［過強陣痛が生じると

不全子宮破裂や子宮破裂のおそれがある。］［1.1.2参照］
2.3 胎児機能不全のある患者［胎児の状態を悪化させるおそれがある。］
2.4 前置胎盤のある患者［出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.5 常位胎盤早期剥離のある患者［母体及び胎児への重篤な障害を起こすおそれがあり、緊急な胎児娩出が要求される。］
2.6 児頭骨盤不均衡又は胎位異常のある患者［正常な経腟分娩が進行せず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.7 医学的適応での帝王切開の患者［母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.8 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）又はジノプロストン（PGE2（経口剤））を投与中の患者［1.1.3、7.4、10.1参照］
2.9 吸湿性頸管拡張材又はメトロイリンテルを実施中もしくはプラステロン硫酸エステルナトリウムを投与中の患者［7.4、

10.1参照］
2.10   本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

フェリング・ファーマ株式会社
製造販売元（輸入） 販売元
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プロウペス®腟用剤10mg（ジノプロストン腟内留置用製剤：以降、プロウペス）は子宮頸管熟化不全に使用する薬剤
です。
自然分娩開始前に子宮頸管熟化や子宮収縮を促し速やかに経腟分娩に至ることを目的に「分娩誘発」が行われま
す。一般的に分娩誘発は、自然分娩や帝王切開を行う場合に比べて、分娩誘発を行うことで母体や胎児の健康と 
安全が向上すると予測される妊婦に用いられます。分娩誘発には子宮頸管熟化作用や子宮収縮作用をもつ薬剤が
使用されますが、子宮頸管が熟化していない場合には原則として子宮収縮薬は用いず、まず子宮頸管の熟化を行う 
必要があるため、子宮頸管の熟化が分娩誘発の成功に不可欠といえます。そのため、海外ガイドライン1、2）では、 
プロスタグランジン（PG）の経腟投与が子宮頸管熟化促進の標準的な方法となっています。

一方、国内ではPG経腟剤は無く、子宮頸管熟化促進には器械的な子宮頸管熟化処置、又は、プラステロン硫酸 
エステルナトリウム静脈注射用製剤（以降、プラステロン）が用いられています。器械的な子宮頸管熟化処置は挿入に
痛みを伴うこと3）、臍帯脱出や感染症のリスクがあること4）、設置技術が必要なこと5）、静脈注射用製剤は投与期間が
長く投与回数も多いことから、海外で標準的な子宮頸管熟化促進の方法であるPGE2（ジノプロストン）経腟製剤の 
開発が求められ、2020年1月にプロウペスが承認されました。

プロウペスは標的部位である子宮頸部に貼りつくように挿入（留置）し持続的に有効成分であるジノプロストンを 
放出することで、子宮頸管を中心に効果を発揮します。また、副作用等が生じた場合には容易かつ迅速に腟から取り
出すことが可能であり、経口剤や注射剤と比較し体内に有効成分が残存しつづけることはありません。しかしながら、 
過強陣痛（強い子宮収縮作用）が発現し緊急帝王切開に至る症例も認められたことから、プロウペス投与においては 
適切な管理が重要となります。

プロウペス適正使用ガイドと合わせて、本冊子をご確認いただき、適正使用の徹底をお願いいたします。
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プロウペス適応患者の確認

インフォームド・コンセントの実施

連続モニタリング等の開始

文書による同意の取得

プロウペス投与時の確認事項

プロウペスの留置

有害事象等の発現

投与終了

最長12時間
投与

経過観察 有害事象等の観察及び対策実施
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投与中止の検討

※適応患者の確認、インフォームド・コンセント等を行ってから時間が経過している場合は、再度、患者の適応を確認してください。
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プロウペス使用時のフローチャート

プロウペスを使用いただく際の要件
以下の必須項目にチェックが入っていることを確認してください。

施設の要件
必
須

本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用いた頸管熟化の必要性及び危険性を十分説明し、文書を
用いて同意を取得する。 □

分娩監視装置を継続的に利用できる状態である。 □
分娩監視装置によるモニタリング中は分娩監視者が継続的に監視/対応できるよう、人員が配置 
されている。 □

新生児蘇生に熟練した人員が配置されている。 □

緊急帝王切開が自施設で行える。 □

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医が在籍している。 □
推
奨 周産期専門医（母体・胎児）が在籍している。 □

医師の要件 必
須

日本産科婦人科学会又は日本産婦人科医会に所属している産婦人科医である。 □

適正使用ガイドを熟読し、適正患者の選択、本剤除去のタイミングを理解し、実行できる。 □

本剤使用開始までにプロウペス適正使用講習（eラーニング）を修了する（修了している）。 □

分娩監視者
（助産師等）
の要件

必
須

分娩監視装置による胎児心拍陣痛図（CTG）の判読の訓練を受け、CTGから対応が必要な状態
か判断し、実行できる※。
※医師へ連絡し指示を受ける等を含む

□

本剤除去の適切なタイミングを理解し、実行できる※。
※医師へ連絡し指示を受ける等を含む

□

本剤使用開始までにプロウペス適正使用講習（eラーニング）を修了する（修了している）。 □

上記条件を満たす助産師がいる □
＊施設要件ではありませんが、本剤は-20℃以下での保管となるため、-20℃を担保できる冷凍庫が必要です。
＊ プロウペス使用時の有害事象は速やかに販売会社に報告ください。なお、報告された有害事象については、個人及び施設の情報が特定されない

よう加工された上で日本産科婦人科学会等に開示されますことをご了承ください。
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プロウペスの使用にあたって
1. 警告（抜粋）
1.1  過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがある。また、過強陣痛

を伴わない胎児機能不全が起こることもある。これらが生じた結果、母体や児が重篤な転帰に至った症例が 
報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと。［11.1.1、11.1.2参照］

1.1.1  本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設に
おいて、分娩の管理についての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師
のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用いた頸管熟化の必要性及び危険性を十分
説明し、同意を得てから使用を開始すること。

1.1.2  本剤は子宮頸管熟化不全の患者にのみ使用し、本剤の使用に際しては母体及び胎児の状態を十分に 
観察した上で慎重に適応を判断すること。また、子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）
又は子宮破裂の既往歴のある患者には使用しないこと。［2.2参照］

1.1.3  オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE₂（経口剤））と同時併用しないこと。また、本剤投
与終了後に分娩誘発・促進のためにこれらの薬剤を使用する場合、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩
監視を行い、慎重に投与すること。［2.8、7.4、10.1参照］

1.1.4  本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩
監視装置を用いて連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、本剤を速やかに除去し、適切
な処置を行うこと。［8.参照］

1.2 本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読すること。

解説 プロウペスは分娩管理についての十分な知識・経験及びプロウペスの安全性についての十分な知識を持つ
医師※のもとで、分娩監視装置を用いて妊婦及び胎児の状態を連続モニタリングできる施設でのみ使用する 
ことができます。緊急時に適切な処置ができるよう、母体搬送や帝王切開に対応できる体制を整え、適正使用 
ガイド、適正使用サポートの確認やプロウペス適正使用講習（MR等による説明やeラーニング）を受講の上、 
使用してください。
※日本産科婦人科学会又は日本産婦人科医会に所属している産婦人科医

●�プロウペスは、必ず入院管理下で使用してください。
●�プロウペスの挿入、留置は産婦人科医が行ってください。プロウペスの除去は医師の
指示のもと必要に応じて分娩監視者が行うことも可能です。

●�患者にプロウペスを用いた子宮頸管熟化の必要性と危険性を十分説明し、
文書による同意を得てから使用してください。

患者にプロウペスを用いた子宮頸管熟化の必要性と危険性を十分 
説明し、文書による同意を得てから使用してください。
なお、産婦人科診療ガイドライン 産科編 20206）のジノプロストン 
腟内留置用製剤の記載内容から、プロウペスも同様に「実施による 
利益と危険性について、文書による説明と同意を取得する」ようにして
ください。同意にあたっては、RMP資材「プロウペス腟用剤を使用する
際に、ご本人に理解していただきたいこと」、患者向け冊子「プロウペス
による子宮頸管の熟化」をご活用ください。

＜収録内容＞
・プロウペスを使用するにあたって
・プロウペス使用についての同意書
・出産（分娩）の経過
・〈参考〉分娩時の問題
・〈参考〉ビショップスコア

患者向け冊子
「プロウペスによる子宮頸管の熟化」

※ 同意書を含む資材です。
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プロウペスの適正使用のために、eラーニングを実施しています。
あわせてご確認ください。（https://find.ferring.co.jp/obstetrics/propess/elearning.php）

●�子宮頸管熟化作用に加えて子宮収縮作用が認められる場合があります。
分娩監視装置を用いて連続モニタリングを行い、妊婦と胎児の状態を継続的に
監視してください。
プロウペスは子宮頸管熟化剤ですが、子宮収縮作用がみられ過強陣痛により緊急帝王切開に至った症例が報告 
されています。そのため、プロウペス投与中は分娩監視装置を用いて連続モニタリングを行ってください。分娩監視 
装置を用いた連続モニタリング中は分娩監視者が継続的に監視/対応できるよう人員を配置してください。

・プロウペス投与前から、分娩監視装置を用いて連続モニタリングを開始してください。
・プロウペス投与開始後は横になった状態で、少なくとも30分間、妊婦を安静にさせてください。
・プロウペス除去直後は20分以上の連続モニタリングを推奨します。
・ プロウペス除去時に子宮収縮が認められている場合は、少なくとも1時間は連続モニタリングを行ってください。
・ 有害事象によりプロウペスを除去した場合は、少なくとも1時間は連続モニタリングを行ってください。

●�プロウペス投与中、次の状況下ではプロウペスを除去してください。
下記の（1）～（6）のいずれかに該当する場合は本剤を速やかに除去してください。
また、プロウペス投与開始から12時間経過した場合は本剤を除去してください。

（1）30分間にわたり規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮（アクティブな分娩、陣痛様の子宮収縮のこと）
（2）新たな破水＊

（3）人工破膜を行うとき
（4）過強陣痛やその徴候の発現
（5）胎児機能不全やその徴候の発現
（6）悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用の発現
＊プロウペス投与前に破水している場合の対応については、12ページを参照ください。

●�オキシトシン等の子宮収縮薬や器械的子宮頸管熟化処置、プラステロンとは併用
できません。
同時併用により過強陣痛を起こすおそれがあります。プロウペス投与前後にこれらを使用する際は以下の通り 
行ってください。

プロウペス→子宮収縮薬

プロウペス除去後に子宮収縮薬〔オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE₂（経口剤））〕を投与する 
場合は、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行い、慎重に投与してください。

プロウペス→器械的子宮頸管熟化処置

プロウペス除去後に器械的子宮頸管熟化処置を行う場合は、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行い、
慎重に使用してください。

器械的子宮頸管熟化処置→プロウペス

器械的子宮頸管熟化処置後にプロウペスを使用する場合は、分娩監視装置を用いて妊婦及び胎児の状態に 
異常がないことを確認した上で開始してください。

e

連続モニタリング： 当該資材では、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き
分娩監視装置を用いて連続的にモニタリングを行うことを指す。産婦人科診療ガイドライン 産科編 
2020で用いられている用語である。
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プロウペスとは

プロウペスの製剤特性

● プロウペスは子宮頸管の熟化を促進します。▶ 9、10ページ参照

●  有効成分であるジノプロストン（プロスタグランジンE2）を含有する親水性ポリマー（担体）と取り出し用紐で
構成され、最長12時間投与します。▶ 5ページ参照

●  後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置することで、熟化が必要な子宮頸管を中心に効果を発揮します。
▶ 5ページ参照

● 過強陣痛等が発現した場合には、取り出し用紐を引いて容易かつ迅速に取り出せます。▶ 5ページ参照

● 子宮収縮作用もあるため、投与中は分娩監視装置を用いた連続モニタリングが必要です。▶ 4ページ参照

● 重大な副作用として過強陣痛（頻度不明）、胎児機能不全（0.8％）があらわれることがあります。
主な副作用として発熱（1～5％未満）、血圧上昇、悪心（各1%未満）が報告されています。添付文書の副作用
の項及び臨床成績の項の安全性の結果をご参照ください。

● 冷凍保存（－20℃以下）してください。▶ 2ページ参照

図  プロウペスの構造

取り出し用紐
（ネット）

ジノプロストン含有部位
〔親水性ポリマー（担体）〕

［全長：30cm］

ジノプロストン腟内留置用製剤

・プロウペスは後腟円蓋に挿入された後、親水性ポリマーに均一に分散されているジノプロストンを約0.3mg/hの
速度で12時間にわたって放出します7）。なお、この親水性ポリマーは溶解せず、体内への吸収もありません。
・プロウペスは冷凍保存です。なお、親水性ポリマーのサイズは冷凍下及び室温下では変わりませんが、投与中は
子宮頸管の水分を含み、サイズが約1.5倍、質量が約3倍となります。

1 2
親
水
性
ポ
リ
マ
ー

ジノプロストン

0.8mm

約0.3mg/h

12h

30mm

10mm

担体 有効成分 ジノプロストン

親水性
ポリマー

マクロゴール8000と1,2,6-ヘキサント
リオールとジシクロヘキシルメタン-4,4’-
ジイソシアネートの重合体〔net-ポリ

［（1,2,6-ヘキサントリオール）-alt-（メチ
レンビスシクロヘキシル-4,4’-ジイルジ
イソシアナート）-block-（ポリエチレング
リコール）］〕（吸収されない）

取り出し用紐 ポリエステル（吸収されない）
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子宮頸管熟化におけるジノプロストン（PGE2）の作用
（1）子宮頸管熟化機構

子宮頸部は主にコラーゲン線維とグリコサミノグリカン（GAG）から構成され、分娩時には、そのコラーゲン線維の分解
と保水性に富むヒアルロン酸等（GAGの一種）の増加により、組織が軟化・熟化します。
炎症や子宮頸管の伸展刺激等により誘導されたIL-1β、IL-8を中心とした炎症性サイトカインは、正のフィードバックを
形成しながら、最終的にプロスタグランジン（prostaglandin : PG）の生成を導き、PGE2受容体を介して子宮頸管の 
熟化が進行します8-12）。

図  子宮頸管熟化機構の概略8、11、12）

子宮頸管の伸展刺激
プロゲステロン消退
DHA-S急増
種々の炎症

羊水

羊膜/絨毛膜
脱落膜

卵膜

サイトカイン産生促進
（IL-1β、IL-8）

子宮収縮

コラゲナーゼ活性化

HAS産生促進

ヒアルロン酸
合成促進

子宮頸管熟化

子宮体〔子宮筋（平滑筋）〕プロスタグランジン類合成促進

シクロオキシゲナーゼ-2（COX-2）発現

コラーゲン線維分解

子宮頸管
〔線維芽細胞〕

DHA-S：デヒドロエピアンドロステロンサルフェート
MMP：マトリックスメタロプロテアーゼ（蛋白分解酵素）
HAS：ヒアルロン酸合成酵素
GAG：グリコサミノグリカン（ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸等）

MMP-1
産生促進

引用文献8、11、12）より作図

プロウペスは、妊娠37週以降に子宮頸管の熟化が進まない場合に、コラゲナーゼ活性を高めることでコラーゲン線維
の分解を促進しヒアルロン酸を増加させ、子宮頸管の熟化を促進させます12-14）。

図  プロウペスの作用

GAG コラーゲン線維 水分を多く
保持したGAG

コラーゲン
線維
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（2）PGE2による子宮頸管熟化作用と子宮収縮作用
PGE2受容体にはEP1、EP2、EP3、EP4の4種類のサブタイプが存在し、EP1、EP3は主として子宮収縮に、EP2
は子宮弛緩に、EP4は子宮頸管熟化に働きます。これらの受容体は妊娠経過中の発現に差がみられ、陣痛発来の
制御に関与していると考えられています10）。なお、子宮平滑筋ではPGE2受容体は少ないため子宮収縮作用は弱い 
ですが、子宮上部筋には収縮に、下部筋に対しては抑制（子宮弛緩及び子宮頸管熟化）に働きます15）。
子宮収縮の中心となるオキシトシンは、妊娠初期より母体血中のエストロゲンの影響で増加し、妊娠中期より胎動 
刺激や胎児下垂体からの分泌も加わりさらに増加します。また、プロスタグランジン、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン

（thyrotropin-releasing hormone: TRH）、Caイオン等によっても分泌が亢進し、分娩直前にはオキシトシン受容体
が急激に形成され、その結果、子宮体上部で強く短い収縮が起こります15）。つまり、分娩はプロスタグランジン（PGE2

やPGF2α等）分泌によって子宮頸管熟化と子宮収縮の機序を共有しながら進行していきます。

図  子宮頸管熟化作用と子宮収縮作用10、15）

EP
4PG

E2

EP3
PGE

2

EP2

PGE2

EP1
PGE

2

OTR
OT

O
TR

O
TR

O
T

O
TR O
T

4

3

2

亢進

1

EP1、EP2、EP3、EP4：PGE2受容体サブタイプ
OT：オキシトシン

OTR：オキシトシン受容体

引用文献10、15）より作図
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（3）分娩誘発の方法
分娩誘発は、自然に子宮頸管熟化や子宮収縮が開始しない場合に、分娩の3要素（産道、胎児、娩出力）のうち、 
産道と娩出力に働きかけて分娩を促す方法です。分娩誘発を行う際は、まず産道である子宮頸管の熟化を確認し、 
熟化が不十分な場合には子宮頸管熟化剤又は子宮頸管熟化処置により子宮頸管の熟化を促します。子宮頸管が
熟化していることを確認したうえで、娩出力である子宮収縮の強度を確認し、収縮が不十分な場合に子宮収縮薬を使
用します。

図  分娩誘発の方法

子宮頸管熟化剤を用いる又は
器械的子宮頸管熟化処置を行います。

子宮収縮薬を使用します。

子宮頸管熟化剤又は子宮頸管熟化処置を行う場合には、過強陣痛を避けるため、原則として子宮収縮薬は併用し
ません。なお、プロウペスでは子宮収縮薬は併用禁忌です。

子宮頸管が十分に熟化していないうちに子宮収縮薬による分娩誘発を行った場合、分娩誘発が成功し 
にくいことが報告されています16）。

表  子宮頸管熟化度と子宮収縮薬による分娩誘発の失敗率（海外データ）16）

ビショップスコア 初産婦 経産婦
0 ～ 3 点 45.8（27/59 例） 7.7（2/26 例）
4 ～ 6 点 10.3（30/292 例） 3.9（10/257 例）
7 ～ 10 点 1.4（3/208 例） 0.9（2/215 例）

子宮頸管熟化法としてプロスタグランジン製剤を使用せずに子宮収縮薬による分娩誘発を行った際の成績
分娩誘発失敗の定義： 適切な管理にもかかわらず、胎児機能不全、急性事象（胎盤剥離又は臍帯脱出）、胎児骨盤不均衡又は胎位異

常により、経腟分娩ができなかった（帝王切開となった）場合
引用文献16）より作表
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Q&A

プロウペスの有効性

Q1 プロウペス投与から子宮頸管熟化に至る割合は？

A. 国内臨床試験17、18）において、プロウペス投与後3時間以内に子宮頸管熟化が認められた妊婦の割合〔95％信頼区
間（CI）〕は、妊娠37週以上41週未満の妊婦で13.2％（6.2-23.6）、妊娠41週の妊婦で15.8％（7.5-27.9）でした。 
また同様に、6時間以内では33.8％（22.8-46.3）、22.8％（12.7-35.8）、9時間以内では45.6％（33.5-58.1）、
38.6％（26.0-52.4）、12時間以内では57.4％（44.8-69.3）、47.4％（34.0-61.0）に子宮頸管熟化が認められ 
ました。国内臨床試験における安全性については、17ページ「プロウペスの安全性 Q1」を参照ください。
なお、海外臨床試験5）において、初産婦の子宮口開大までの時間（中央値）は、1→3cm 16.0時間、3→6cm 6.2時
間、6→10cm 1.8時間、経産婦では、1→3cm 11.7時間、3→6cm 7.4時間、6→10cm 1.3時間であり、経産婦 
より初産婦、又は子宮口開大3cm程度より1cm程度の方が、子宮口開大に時間がかかるという結果でした。

図   プロウペス投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率の推移
（主要評価項目及び探索的有効性評価項目）

プロウペス投与時間
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80

60

40

20

0

（％）

子
宮
頸
管
熟
化
成
功
割
合

0 3

13.2
（6.2-23.6）

33.8
（22.8-46.3）

45.6
（33.5-58.1）

57.4
（44.8-69.3）

プロウペス（n=68）

6 9 12
主要評価項目

（h）

（両側95％CI）

妊娠37週以上41週未満の妊婦17）

【国内多施設共同非盲検第Ⅲ相試験17）】
対 象 ： 子宮頸管熟化が必要な妊娠37週0日以上40週6日以下、ビショップスコア4点以下の妊婦68例
方 法 ： プロウペス1個を後腟円蓋に挿入し、投与後最長12時間でプロウペスを除去した。
主 要 評 価 項 目 ： 投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率（子宮頸管熟化成功の定義：投与後12時間以内にビショップスコアが7点以上又は

経腟分娩のいずれかに至った場合）
探索的有効性評価項目 ： 投与後3、6、9及び12時間時点の子宮頸管熟化成功率
解 析 計 画 ： 最大の解析対象集団（FAS）において、有効率を要約し、投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功の95%CIを算出した。
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投与時間

100

80

60

40

20

0

（％）

子
宮
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功
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0 3

15.8
（7.5-27.9）
0.0
（0.0-6.4）

22.8
（12.7-35.8）

1.8
（0.0-9.6）

38.6
（26.0-52.4）

1.8
（0.0-9.6）

47.4
（34.0-61.0）

プロウペス（n=57）
対照（プラセボ）（n=56）

14.3
（6.4-26.2）

6 9 12 （h）

主要評価項目

（両側95％CI）

妊娠41週の妊婦18）

【国内多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験18）】
対 象 ： 子宮頸管熟化が必要な妊娠41週0日以上6日以下、ビショップスコア4点以下の妊婦113例（プロウペス群57例、対照群56例）
方 法 ： プロウペス群と対照（プラセボ）群のいずれかに1:1の割合で無作為化後、プロウペス又はプラセボ1個を後腟円蓋に挿入し、投与後

最長12時間で除去した。
主 要 評 価 項 目 ： 投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率（子宮頸管熟化成功の定義：投与後12時間以内にビショップスコアが7点以上又は

経腟分娩のいずれかに至った場合）
探索的有効性評価項目 ： 投与後3、6、9及び12時間時点の子宮頸管熟化成功率
解 析 計 画 ： 子宮頸管熟化成功率はFASにおいて、正規近似を用いた両側95%CIで算出し、Fisherの正確検定を用いて解析した。

警告・禁忌を含む使用上の注意はＤＩ頁を参照してください。
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Q2 プロウペス投与から経腟分娩に至る時間は？

A. 国内臨床試験17、18）において、経腟分娩に至るまでの時間（中央値）は、妊娠37週以上41週未満の妊婦で
26.86時間、妊娠41週の妊婦で26.18時間でした。なお、プロウペス投与後12時間以内に経腟分娩に至った
割合は、妊娠37週以上41週未満の妊婦で26.5%、妊娠41週の妊婦では24.6%でした。安全性については、
17ページ「プロウペスの安全性 Q1」を参照ください。
海外多施設無作為化プラセボ比較試験19）において、経腟分娩までの時間を評価したところ、プロウペス群の中
央値（範囲）は、初産婦で24.5（12.9-77.5）時間、経産婦で17.2（5.6-437.0）時間でした。プロウペス投与後
に子宮収縮薬の投与等が行われる場合もあり、子宮収縮薬の有無等により分娩時間が大きく変わる 
ため、ここで提示する分娩に至る時間は参考程度としてください。

表  プロウペス投与後12時間以内に経腟分娩に至った妊婦の割合と経腟分娩に至るまでの時間17、18）

（副次評価項目）

12時間以内に
経腟分娩に至った割合（例数）

経腟分娩に至るまでの時間
〔中央値（四分位範囲）〕

妊娠37週以上41週未満の妊婦17） 26.5（18／68例） 26.86時間（11.52-35.35）

妊娠41週の妊婦18） 24.6（14／57例） 26.18時間（11.05-33.80） 

【国内多施設共同非盲検第Ⅲ相試験17）】
対 象 ： 子宮頸管熟化が必要な妊娠37週0日以上40週6日以下、ビショップスコア4点以下の妊婦68例
方 法 ： プロウペス1個を後腟円蓋に挿入し、投与後最長12時間でプロウペスを除去した。
主要評価項目 ： 投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率（子宮頸管熟化成功の定義：投与後12時間以内にビショップスコアが7点以上又は経腟

分娩のいずれかに至った場合）
副次評価項目 ： 経腟分娩に至った妊婦の割合、経腟分娩に至るまでの時間
解 析 計 画 ： 最大の解析対象集団（FAS）において、有効率を要約し、投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功の95%CIを算出した。

【国内多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験18）】
対 象 ： 子宮頸管熟化が必要な妊娠41週0日以上6日以下、ビショップスコア4点以下の妊婦113例（プロウペス群57例、対照群56例）
方 法 ： プロウペス群と対照（プラセボ）群のいずれかに1：1の割合で無作為化後、治験薬1個を後腟円蓋に挿入し、投与後最長12時間で除去

した。
主要評価項目 ： 投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率（子宮頸管熟化成功の定義：投与後12時間以内にビショップスコアが7点以上又は経腟

分娩のいずれかに至った場合）
副次評価項目 ： 経腟分娩に至った妊婦の割合、経腟分娩に至るまでの時間
解 析 計 画 ： 子宮頸管熟化成功率はFASにおいて、正規近似を用いた両側95%CIで算出し、プロウペス群と対照（プラセボ）群の子宮頸管熟化成功

率の差の両側95%CIの下限が0を超えた場合、対照（プラセボ）群に対するプロウペス群の優越性が示されることとした。また、副次評価 
項目の経腟分娩に至るまでの時間は固定効果として治療群及び層別因子を用い、比例ハザードモデルを用いて解析した。

表  経腟分娩にいたるまでの時間（海外データ）19）

プロウペス 対照（プラセボ） p値

初産婦 24.5時間（12.9-77.5） 38.2時間（19.3-347.7） ＜0.001

経産婦 17.2時間（5.6-437.0） 25.3時間（10.8-213.2） 　0.001
中央値（範囲）　2標本のWilcoxonの順位和検定

安全性： プロウペス群の5例に過強陣痛が発現し、3例に胎児機能不全が認められた。帝王切開は全体で24%
であった。

【海外多施設無作為化プラセボ比較試験19）】
対 象 ： 医学的適応による分娩誘発を予定する（妊娠37週以上、ビショップスコア4点以下、出産回数3回以下、単胎頭位妊娠）妊婦206例 

（プロウペス群102例、対照群104例）
方 法 ： プロウペス群又は対照群に無作為に割り付けた。プロウペス又はプラセボを腟内に留置（投与）後2時間横臥位をとり、12時間後に除去 

した。子宮活動及び胎児心拍数は12時間連続モニタリングし、投与後6時間、12時間後にビショップスコアを測定した。
評 価 項 目 ： 子宮頸管熟化成功率（12時間後のビショップスコアが3点以上増加、12時間後のビショップスコアが6点以上、12時間以内の経腟

分娩）
解 析 計 画 ： 経腟分娩に至るまでの時間は、2標本のWilcoxonの順位和検定を用いて解析した。

引用文献19）より改変
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Q3 前期破水の妊婦に投与した場合の影響は？

A. 羊水の漏出により腟内pHが高まり、ジノプロストン放出速度が上昇します（適正使用ガイド参照）。そのため、 
前期破水の妊婦に投与した場合、未破水の妊婦と比べて、投与から除去までの時間又は娩出までの時間が 
短縮することが示されています20）。また、前期破水の妊婦の適用6時間後、12時間後のビショップスコアは 
未破水妊婦より有意に高く、経腟分娩の割合は前期破水群84.6％、未破水群78.9％でした21）。前期破水の 
妊婦にプロウペスを投与する場合は、特に感染兆候に注意し、血液検査（血算、CRP測定）等を適宜行い、必要
に応じて抗菌薬を投与する6、22）など、慎重に投与してください。

表  プロウペス投与から除去又は娩出までの時間と分娩様式（海外データ）20）

未破水（n=31） 前期破水（n=16）
初産婦（n=15） 経産婦（n=16） 初産婦（n=8） 経産婦（n=8）

投与から除去までの時間（時間） 10.0 5.1 5.4 3.6
投与から娩出までの時間（時間） 23.1a 8.7 15.7a 8.5
経腟分娩の割合（例） 53.3（8例） 100（16例） 7例 8例
帝王切開の割合（例） 46.7（7例） 0（0例） 1例 0例
a：Kaplan-Meier分析から得られた中央値

安全性： 子宮収縮抑制薬を投与した症例が未破水及び前期破水両群で9例であり、そのうち帝王切開前の投与 
1例、過強陣痛1例、子宮頻収縮5例、胎児機能不全の徴候2例であった。また、プロウペス除去後に胎児
機能不全が5例で報告された。

【海外単施設非盲検前向き研究20）】
対 象 ： 医学的適応により分娩誘発を予定する（妊娠37週以上、ビショップスコア6点以下、18歳以上、満期出産回数3回以下、単胎頭位妊娠）

未破水又は前期破水妊婦68例（未破水群47例、前期破水群21例）
方 法 ： プロウペスを0.5、1、1.5、2、3、4、6、8、10、12、16、20、24時間で投与※し、投与後2時間は安静とした。PGE2及びその代謝物の測定の

ため、プロウペス投与前及び投与後4時間毎に母体より採血した。腟内pHはpH試験紙によりプロウペス投与前、除去後に測定した。 
ビショップスコアは、プロウペス投与前、投与8時間後、12時間後、除去直後に評価した。除去後の製剤中のPGE2量を測定した。

評 価 項 目 ： 血漿PGE2濃度、血漿PGE2代謝物濃度、分娩方法
解 析 計 画 ： 各群について、初産婦、経産婦のサブグループ解析を行った（未破水/初産婦群15例、未破水/経産婦群16例、前期破水/初産婦群8例、

前期破水/経産婦群8例）。連続変数はt検定を用いて解析した。時間、pH、ビショップスコアの差の検定にはWilcoxon検定を用いた。相関 
分析にはPearsonの相関係数又はSpearmanの相関係数を用いた。PGE2の放出量は最小二乗線形回帰モデルを用いて計算した。

※本邦で承認されているプロウペスの用法及び用量：本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。
引用文献20）より作表

表  オキシトシンの投与、破水の有無による子宮頸管熟化の影響（海外データ）21）

オキシトシン
（n=59）

プロウペス
p値未破水（n=58） 前期破水（n=52）

ビショップスコア
　治療前 3.6±1.6 3.5±1.4 3.8±1.9 ＞0.05
　6時間後 4.1±1.3 5.1±1.7 5.8±0.9 ＜0.01
　12時間後 4.4±0.9 7.2±1.8 7.9±1.2 ＜0.01
12時間後の子宮頸管熟化 ＜0.01
　明らかな成熟 15.3（9例） 60.3（35例） 63.5（33例）
　有効な熟化 28.8（17例） 32.8（19例） 30.8（16例）
　未熟化 55.9（33例） 6.9（4例） 3.8（2例）
分娩の種類
　経腟分娩 35.6（21例） 78.9（46例） 84.6（44例）
平均値±SD又は割合（例数）　p値は両側（t検定、一元配置分散分析、χ2検定）、有意水準0.05

安全性： プロウペス/未破水及び前期破水群で過強陣痛2例、悪心・嘔吐2例、胎児機能不全9例が、オキシト
シン群で過強陣痛1例、悪心・嘔吐6例、胎児機能不全12例、新生児仮死1例が発現した。

【海外比較試験21）】
対 象 ： 初産婦（妊娠37～41週、ビショップスコア6点以下、22～35歳、単胎妊娠）169例（オキシトシン群59例、プロウペス/未破水群58例、 

プロウペス/前期破水群52例）
方 法 ： 未破水例は、オキシトシン群又はプロウペス/未破水群に無作為に割り付け、前期破水例は、プロウペス/前期破水群に割付けた。オキシト

シン群は2.5IU/500mLオキシトシンを8時間持続静注した。8時間投与後に陣痛が発来しない場合は投与中止、翌日再開し、最大3日 
投与した。プロウペス/未破水及び前期破水群は、プロウペスを腟内に挿入し、陣痛発来、過強陣痛のいずれかが認められる場合には投与
中止し、最長24時間投与※した。

評 価 項 目 ： ビショップスコアの変化、投与開始から娩出の所要時間、分娩所要時間、経腟分娩率、胎児アウトカム、誘発時の母体合併症
解 析 計 画 ： 各群の比較には、t検定、一元配置分散分析、χ2検定を用いた。
※本邦で承認されているプロウペスの用法及び用量：本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。

引用文献21）より作表
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Q4 プロウペスの効果に影響を与える患者因子は？

A. 国内臨床試験では判明しませんでした。海外単施設レトロスペクティブコホート研究23）において、プロウペス投与時
の子宮頸管熟化成功因子を評価した結果、経産婦であること、熟化開始時の子宮頸管の開大度が大きいことが 
熟化の成功に有意に関連していました。その他に、子宮頸管熟化成功因子として、高身長24）、熟化開始時の子宮頸
部の角度が小さいこと（VS帝王切開患者）25）も報告されています。
なお、国内臨床試験26）における、子宮頸管熟化成功（ビショップスコア7点以上又は経腟分娩のいずれかに 
至った場合）率は初産婦48.4%、経産婦68.8%、ビショップスコア2以下41.9%、3以上65.1%でした。安全性に
ついては、17ページ「プロウペスの安全性 Q1」を参照ください。

表  プロウペス投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率26）（主要評価項目のサブグループ解析）
子宮頸管熟化成功率

出産経験 初産婦（n＝93）
経産婦（n＝32）

48.4（45例）
68.8（22例）

プロウペス投与前のビショップスコア 2以下（n＝62）
3以上（n＝63）

41.9（26例）
65.1（41例）

【国内第Ⅲ相試験の併合解析26）】
対 象 ： 子宮頸管熟化が必要な妊娠37週0日以上41週6日以下、ビショップスコア4点以下の妊婦125例
方 法 ： プロウペス1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間まで投与し、投与後12時間でプロウペスを除去した。
評 価 項 目 ： プロウペス投与後12時間以内の子宮頸管熟化成功率（子宮頸管熟化成功の定義:投与後12時間以内にビショップスコアが7点以上又

は経腟分娩のいずれかに至った場合）
解 析 計 画 ： 多施設共同非盲検第Ⅲ相試験（妊娠37週0日以上40週6日以下の妊婦68例が対象）及び多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対

照第Ⅲ相試験（妊娠41週0日以上6日以下の妊婦57例が対象）において、初産婦、経産婦のサブグループで併合解析を行った。子宮 
頸管熟化成功は、治験薬投与後12時間以内にビショップスコアが7点以上又は経腟分娩のいずれかに至った場合とし、初産婦／経産婦
の各群で子宮頸管熟化成功率を記述統計を用いて解析した。

Q5 プロウペスを12時間投与しても子宮頸管熟化が認められなかった場合の対応は？

A. 1回の子宮頸管熟化処置に対して、プロウペスは1個しか使用できません。そのため、引き続き子宮頸管熟化が必要
な患者においては、器械的子宮頸管熟化処置を行うことを検討します。なお、国内臨床試験26）においては、プロウペス
除去後に器械的子宮頸管熟化処置を行った割合は20.0%、プラステロンを投与した割合は0.0%でした。また、器械
的子宮頸管熟化処置の平均処置時間は9.926±6.1442時間（平均値±SD）でした。
プロウペス除去後に器械的子宮頸管熟化処置を行う場合は、15ページ「プロウペスを投与する患者の管理　
Q５」を参照ください。
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プロウペスを投与する患者の管理

Q1 子宮切開法により、子宮破裂のリスクに違いはあるか？

A. 子宮切開法によって、また、子宮破裂の既往のある妊婦ではその部位によって子宮破裂発症率が異なることが
示されています27）。なお、帝王切開の既往歴や子宮筋層の切開を伴う手術歴がある妊婦ではプロウペスは禁忌
であり、子宮筋層に達しないポリープ等の除去歴のある妊婦ではプロウペスの投与は可能です。子宮頸管を含む
子宮切開の既往歴がある場合には、その旨を医師に伝えるよう、患者に確認してください。

表  子宮切開法と子宮破裂のリスク27）

子宮切開法 子宮破裂発症率 子宮切開法 子宮破裂発症率
・古典的切開
・T字切開
・子宮下部縦切開
・1回の子宮下部横切開

2～9％
4～9％
1～7％

0.2～0.9％

・複数回の子宮下部横切開
・子宮破裂の既往
　　子宮下部
　　子宮底部

0.9～1.8％

2～6％
9～32％

Q2 プロウペスは無痛分娩時に投与可能か？

A. プロウペスによる無痛分娩時の有用性を検討した報告は確認できていません。一般的な無痛分娩及びプロウペス 
の対応方法や注意点に則り実施してください。
なお、プロスタグランジンE2の発熱作用が動物データ28）で確認されており、無痛分娩時にみられやすい発熱が 
より生じやすくなるおそれがあるため留意ください。

Q3 妊娠合併症として高血圧を認める妊婦に投与可能か？

A. プロウペスの副作用として血圧上昇、低血圧があります（添付文書 その他の副作用より）。
（プロウペスの使用の有無にかかわらず）妊娠高血圧症候群の患者において、分娩所要時間が24時間以上の
経腟分娩や分娩誘発後の帝王切開では母体予後が悪化したとの報告もあると産婦人科診療ガイドライン 産科編 
202029）に記載されています。このため、プロウペス使用にあたっては患者の状態を十分に観察し、異常が認められ
た場合は適切な処置を行ってください。
なお、妊娠期間中に高血圧が認められる患者では、プロウペスの使用の有無にかかわらず一般的に出産後にDIC
を発症する危険が高まるおそれがあります。また、プロウペス投与の際に高血圧を合併していた妊婦は、合併して 
いない妊婦に比べ、経腟分娩に至るまでの時間が長く、帝王切開に移行する割合が高いという報告があります30）。

表  プロウペス投与時の分娩に及ぼす高血圧の影響（海外データ）［学会報告］31）

高血圧※合併群
（n=268）

対照群
（n=848）

妊娠期間（日）（平均値±SD） 271±9 279±8
緊急帝王切開 31.0（83例） 25.5（216例）
経腟分娩までの時間（分）［中央値（Q1, Q3）］＊ 1693（1112.0, 2333.5） 1335（861.5, 1847.5）
12時間以内の娩出（経腟分娩） 4.3（11例） 11.4（97例）
24時間以内の娩出（経腟分娩） 26.9（72例） 40.7（345例）
36時間以内の娩出（経腟分娩） 46.6（125例） 61.2（519例）
NICUへの入院 9.3（25例） 9.3（79例）
出生から5分後のApgarスコア［中央値（min, max）］ 9（6, 10） 9（4, 10）
特記の無いものは、割合（例数）
※妊娠高血圧腎症及びその他の高血圧
＊p<0.0001、Wilcoxonの順位和検定

安全性： 緊急帝王切開の発現率は高血圧合併群31.0%、対照群25.5%であった。

【海外事後解析31）】
対 象 ： プロウペス投与により分娩誘発された妊婦（ビショップスコア4点以下）1,116例（高血圧※合併群268例、高血圧が認められない対照群

848例）
方 法 ： プロウペスの2つの多施設共同無作為化二重盲検比較試験を事後解析した。
解 析 計 画 ： Wilcoxonの順位和検定を用いて解析した。
※妊娠高血圧腎症及びその他の高血圧
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Q4 プロウペス投与中の妊婦の管理は？

A. プロウペス投与中は、分娩監視装置を用いて連続モニタリングを行ってください。トイレ歩行時等、医師が必要と認め
た場合に、一時的に分娩監視装置を外すことは可能ですが、長時間のモニタリングの中断は行わないでください。
また、妊婦のバイタルサイン（血圧、脈拍）を定期的（おおむね2～3時間毎※）に測定してください。また、分娩監視
装置を用いた連続モニタリングで分娩の進行が推測されたときや患者からの訴えがあったときには、内診を検討して
ください。
※  産婦人科診療ガイドライン 産科編 202032）の子宮収縮薬投与中のバイタルサイン測定時期の記載を参考にし、プロウペスが子宮頸管熟化剤で

あることから、投与される患者の状態の違いを考慮しプロウペス適正使用推進委員会にて検討した。

Q5 プロウペス除去後に他の子宮収縮薬等を使用する場合の対応は？

A. プロウペス除去後に子宮収縮薬を使用する場合、器械的子宮頸管熟化処置を行う場合及び、プロウペス投与前に
器械的子宮頸管熟化処置を行う場合については、以下を確認してください。
なお、子宮収縮薬や器械的子宮頸管熟化処置、プラステロンとは併用禁忌です。併用することにより、子宮収縮 
作用が発現又は増強し、過強陣痛が認められ緊急帝王切開に至るおそれがあるため、併用できません。

●プロウペス除去後に子宮収縮薬を使用する場合
プロウペス除去後に子宮収縮薬〔オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE₂（経口剤））〕
を使用する場合は、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行い、妊婦及び胎児の状態を十分に観
察した上で慎重に投与してください。

図  プロウペス除去後に子宮収縮薬を使用する場合

除去直後（20分以上）
モニタリング＊＊を推奨

十分な分娩監視＊

プロウペス除去

1時間以上

子宮収縮薬の投与＊＊＊

    ＊十分な分娩監視を1時間以上行い、妊婦及び胎児の状態に異常が認められた場合には子宮収縮薬の投与の是非を検討すること。
  ＊＊分娩監視装置を用いた分娩監視／定期的なバイタルサインのモニター。
＊＊＊当該薬の添付文書や産婦人科診療ガイドライン 産科編 2020における使用方法等に準じて使用すること。
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●プロウペス除去後に器械的子宮頸管熟化処置を行う場合
プロウペス除去後に器械的子宮頸管熟化処置を行う場合は、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩 
監視を行い、妊婦及び胎児の状態を十分に観察した上で慎重に使用してください。

図  プロウペス除去後に器械的子宮頸管熟化処置を行う場合

除去直後（20分以上）
モニタリング＊＊を推奨

十分な分娩監視＊

プロウペス除去

1時間以上
    ＊十分な分娩監視を1時間以上行い、妊婦及び胎児の状態に異常が認められた場合には器械的子宮頸管熟化処置の是非を検討すること。
  ＊＊分娩監視装置を用いた分娩監視／定期的なバイタルサインのモニター。
＊＊＊当該処置の添付文書や産婦人科診療ガイドライン 産科編 2020における使用方法等に準じて使用すること。

器械的
子宮頸管熟化処置
の使用＊＊＊

●器械的子宮頸管熟化処置後にプロウペスを使用する場合
器械的子宮頸管熟化処置後にプロウペスを使用する場合は、感染徴候、臍帯下垂、脱出の有無や分娩
監視装置を用いて妊婦及び胎児の状態に異常がないことを確認した上で開始してください。産婦人科診
療ガイドライン 産科編 2020においては、器械的子宮頸管熟化処置後から次の治療や処置までの時間
について制限はありません。そのため、器械的子宮頸管熟化処置後にプロウペスを投与する際には、 
分娩監視装置を用いて妊婦及び胎児の状態に異常がないことを確認した上で投与してください。

図  器械的子宮頸管熟化処置後にプロウペスを使用する場合

プロウペス挿入

器械的
子宮頸管熟化処置

＊分娩監視装置を用いた分娩監視／定期的なバイタルサインのモニター。

投与直前
妊婦及び胎児の状態に異常がないことを確認

モニタリング＊を実施

●プラステロンを使用する場合
プロウペス除去後に子宮頸管熟化薬であるプラステロンを使用する場合は、1時間以上の間隔をあけ、
十分な分娩監視を行い、妊婦及び胎児の状態を十分に観察した上で慎重に投与してください。また、プラ
ステロン使用後にプロウペスを投与する場合は、使用後十分な時間が経過した後（8時間が目安33））、 
分娩監視装置を用いて妊婦及び胎児の状態に異常がないことを確認した上で投与してください。
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プロウペスの安全性

Q1 国内臨床試験での副作用は？

A. 国内臨床試験26）における副作用は下表のとおりでした。
プロウペスによる重篤な副作用は、胎児機能不全心拍パターン1例（0.8％）でした。また、投与中止（除去）に至った
副作用は、重度の胎児機能不全心拍パターン（投与後5時間32分でプロウペス除去）、中等度の胎児頻脈（投与
後3時間11分でプロウペス除去）、重度の胎児心拍数異常（投与後1時間24分でプロウペス除去）各1例（計3例）
でした。本試験では、副作用による死亡は認められませんでした。
過強陣痛と関連する子宮収縮異常や、胎児機能不全と関連する胎児機能不全心拍パターン、胎児一過性徐脈 
異常、胎児頻脈、胎児心拍数異常の副作用については、適正使用ガイドを参照ください。

表  副作用：全試験期間（併合安全性解析対象集団）26）

発現例数※（％）
（n=125）

発現例数※（％）
（n=125）

副作用 11（8.8％） 臨床検査 2（1.6％）
心臓障害  4（3.2％） 　血圧上昇＊ 1（0.8％）
　胎児機能不全心拍パターン＊、＊＊  2（1.6％） 　胎児心拍数異常＊ 1（0.8％）
　胎児一過性徐脈異常＊＊  1（0.8％） 代謝および栄養障害 1（0.8％）
　胎児頻脈＊  1（0.8％） 　代謝性アシドーシス＊＊ 1（0.8％）
胃腸障害  2（1.6％） 妊娠、産褥および周産期の状態 2（1.6％）
　腹部膨満＊＊  1（0.8％） 　妊娠高血圧＊＊ 1（0.8％）
　悪心＊  1（0.8％） 　子宮収縮異常＊＊ 1（0.8％）
一般・全身障害および投与部位の状態  2（1.6％） 生殖系および乳房障害 1（0.8％）
　発熱＊  2（1.6％） 　子宮出血＊＊ 1（0.8％）

※：261試験及び262試験のプロウペス群の合計（261試験の症例を＊、262試験の症例を＊＊で表示）
MedDRA/J Ver 21.0

Q2 CTG異常の発現時期は？

A. 国内臨床試験におけるCTG異常（胎児機能不全心拍パターン、胎児一過性徐脈異常、胎児頻脈、胎児心拍数
異常）の発現時期については、適正使用ガイドを参照ください。海外臨床試験34）において、CTG関連事象の 
発現率は27.1％（118/436例）、発現時期の中央値（95％範囲）は5.5時間（4.2‒6.6）で、胎児機能不全 
及び子宮収縮の発現時期のピークは投与から2～8時間後でした（下図）。しかし、発現時期に傾向がみられない
ため、プロウペス投与中は連続モニタリングを行ってください。

図  プロウペス投与中におけるCTG異常（有害事象）の発現時期（海外データ）34）

プロウペス投与開始からの経過時間
胎児機能不全：胎児徐脈（110拍/分未満）、胎児頻脈（160拍/分超）、原因不明な5-15拍/分の変動、早発性徐脈等
子宮収縮異常：胎児心拍数異常又は/及び胎児性アシドーシスを伴う過強収縮

20
15
10
5
0

（例）

発
現
例
数

0 2 6 8 10 12 14 16 18 204 22 24（時間）

（n=436）

胎児機能不全
子宮収縮異常

【海外事後解析34）】
対 象 ： 分娩誘発前に子宮頸管熟化の処置を必要とする（妊娠36週以上※、ビショップスコア4点以下、単胎妊娠）妊婦1,308例（Misoprostol＊ 

腟内留置用製剤（MVI）100μg群428例、MVI50μg群444例、プロウペス群436例）
方 法 ： MVI100μg又は、50μg又は、プロウペスに無作為に割り付け、最長24時間投与※した。
評 価 項 目 ： 各製剤の投与中止に至った有害事象及び有害事象の消失までの時間、分娩の種類（経腟分娩又は緊急帝王切開）、新生児のNICUへ

の入院、CTG異常の発現時期
解 析 計 画 ： 連続変数はShapiro-Wilkを用いて、正規分布は分散分析及びStudent t検定を、非正規分布はKruskal-Wallis順位和検定を用いた。 

カテゴリー変数はχ2検定又はFisher’s exact検定を用いて解析した。
 ＊ 本邦で承認されている効能又は効果に分娩誘発は含まれない
※本邦で承認されているプロウペスの効能又は効果：妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全における熟化の促進

用法及び用量：本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。
引用文献34）より作図
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Q3 プロウペス除去後の回復時間は？

A. 国内臨床試験におけるプロウペス除去後の回復時間については、適正使用ガイドを参照ください。海外臨床
試験35）において、プロウペス除去に至った有害事象は4.0％（27/680例）に認められ、除去から回復までの時間

（中央値）は47分でした。また、主な有害事象は胎児心拍数異常を伴う過強陣痛1.2％（8/680例）、胎児心拍
数異常パターンⅡ/Ⅲ（ACOGカテゴリー）1.9％（13/680例）に認められ、除去から回復までの時間（中央値）は 
それぞれ8分30秒、1時間27分でした。

表  プロウペス除去例における除去までの時間と除去後の回復時間（海外データ）35）

発現率（例数）
（n=680）

投与から除去までの
時間（中央値）

除去から回復までの
時間（中央値）

プロウペス除去に至った有害事象 4.0（27例） 9時間41分 47分
　胎児心拍数異常を伴う過強陣痛 1.2（8例） ― 8分30秒
　胎児心拍数異常パターンⅡ/Ⅲ
　（ACOGカテゴリー） 1.9（13例） ― 1時間27分

安全性： プロウペス群の主な有害事象は胎児心拍数異常パターンⅡ/Ⅲ（ACOGカテゴリー）13例、胎児心拍数
異常を伴う過強陣痛8例であった。MVI単回腟挿入群の主な有害事象は、胎児心拍数異常を伴う過強
陣痛36例、胎児心拍数異常Ⅱ/Ⅲ（ACOGカテゴリー）22例であった。他に胎児心拍数異常を伴わない
過強陣痛が2例報告されているが、回復時間等が明記されておらず表には組み込んでいない。

【海外多施設無作為化二重盲検比較第Ⅲ相試験35）】
対 象 ： 分娩誘発が必要な（妊娠36週以上※、ビショップスコア4点以下、18歳以上）妊娠1,358例〔Misoprostol＊腟内留置用製剤（MVI）群678

例、プロウペス群680例〕
方 法 ： MVI群とプロウペス群の2群に無作為に割り付け、最長24時間投与※した。
評 価 項 目 ： 薬剤除去に至った有害事象、有害事象消失までの時間　等
解 析 計 画 ： 薬剤除去に至った有害事象はFisher’s exact検定、有害事象の発現と消失までの時間はWilcoxon順位和検定により解析した。
 ＊ 本邦で承認されている効能又は効果に分娩誘発は含まれない
※本邦で承認されているプロウペスの効能又は効果：妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全における熟化の促進

用法及び用量：本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。
引用文献35）より作表

Q4 プロウペスの感染症のリスクは？

A. ジノプロストン経腟製剤による子宮頸管熟化処置は、器械的子宮頸管熟化処置と比べて感染症のリスクが、 
同程度36）又は少ない37）との報告があります。プロウペスは後腟円蓋に投与するため、一般的に内診による感染症
のリスクと同程度と考えられます。

表  感染症の発症率とオッズ比37）

器械的子宮頸管熟化処置
全体

（n=2,220）

ジノプロストン経腟製剤※

（n=2,248） オッズ比（95%CI）

感染症 11.4（252例） 8.4（188例） 1.38（1.12-1.68）
※プロウペス以外の経腟製剤も含む

【システマティックレビュー37）】
対 象 ： 1966年1月から2005年11月までに文献化され、子宮頸管熟化剤と器械的子宮頸管熟化処置のランダム化比較試験（30試験）に登録

された妊婦
方 法 ： 子宮頸管熟化剤と器械的子宮頸管熟化処置の有効性と安全性を検討したランダム化比較試験を複数のデータベースより抽出し、母体

感染症、絨毛膜羊膜炎、子宮内膜炎及び、新生児感染症の発症リスクについてジノプロストン経腟製剤に対する器械的子宮頸管熟化処
置のオッズ比（OR）を用いて検討した。

評 価 項 目 ： 子宮頸管熟化剤と器械的子宮頸管熟化処置における母体感染症、絨毛膜羊膜炎、子宮内膜炎及び、新生児感染症との関連
解 析 計 画 ： ORは、固定効果（Mantel-Haenszel）モデルとランダム効果（DerSimonian and Laird）モデルを用いて評価した。各試験の不均質性は、

Breslow-Day法を用いて検定し、L'Abbeプロットの定性的目視検査によって評価した。
引用文献37）より作表
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Q5 プロウペスの胎児及び授乳への影響は？

A. プロウペスの子宮収縮作用により過強陣痛が生じた場合には胎児機能不全のおそれがあるため、プロウペス 
投与中は分娩監視装置を用いた連続モニタリングを実施してください。なお、海外臨床試験において38）プロウペス
は胎児の中大脳動脈、腎動脈、胎児静脈管及び臍帯動脈の抵抗係数に影響を与えなかったとの海外報告が 
あります。
また、プロウペスの投与により出産した児における授乳については、乳汁中へのジノプロストンの移行を検討した
薬物動態試験は行っていませんが、日本人健康成人女性に12時間留置した際の最大血漿中ジノプロストン濃度

（Cmax、幾何平均値）は2.6pg/mLであり39）、ジノプロストンの代謝は数分であり母乳への移行は極めて少ない
と想定します。なお、一般的な日本人の母乳中のプロスタグランジンE2量として平均279pg/mLとの報告40）が 
あります。
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プロウペスの取り扱い/その他

Q1 プロウペスと同じ成分のプロスタグランジンE2錠は子宮収縮薬だが、
プロウペスが子宮頸管熟化剤である理由は？

A. プロスタグランジンは半減期が数分と大変短く、分泌されると近傍の細胞にのみ作用して生理活性を発揮する 
ため、局所ホルモン（オートクリン、パラクリン）と呼ばれています41）。プロウペスの有効成分であるジノプロストン

（プロスタグランジンE2）は、子宮頸部に作用すると主に子宮頸管熟化に働き、子宮体部に作用すると主に子宮
収縮に働きます。そのため、プロウペスは標的部位である子宮頸部（後腟円蓋）に留置し、局所的に投与（経腟 
投与）することで子宮頸管を中心に効果を発揮し熟化作用を示します。
ただし、子宮体部にまったく作用しないということではないため、プロウペスを用いた子宮頸管熟化にあたっては、
子宮収縮薬と同様に分娩監視装置を用いた連続モニタリングに加え、定期的にバイタルサインをモニターする
等、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行っていただくようお願いします。

Q2 プロウペスを冷凍庫から取り出した後、使用開始まで室温にさらされるのは問題か？

A. プロウペスは冷凍庫から取り出した後、室温に戻す必要はなくそのまますぐに投与できます。プロウペスの有効 
成分であるジノプロストンは、室温できわめて不安定であり、－20℃程度で保存すると安定するため、－20℃以下
の冷凍庫で保存してください。25℃で16時間保存した試験（サイクル試験）42）では問題ありませんでしたので、 
室温での保存は数時間程度としてください。

表  プロウペスの各種条件下における品質安定性試験42）

試験 保存条件 保存形態 保存期間 結果

低温保存
試験 －40℃ アルミ

ラミネート袋

36ヵ月
（12、24、36ヵ月時点で
測定）

規格内

サイクル
試験

－10～－25℃（6日）→
［温度サイクル開始］
25℃（16時間）
→ －10～－25℃（72時間）
→ －80℃（24時間）
→ －90℃（20日）
→ －10～－25℃（24時間）
→ 5℃（24時間）
→ －10～－25℃（24時間）
→5℃（24時間）
→ －10～－25℃（72時間）
→ 25℃（8時間）
→ 5℃（28日）

［温度サイクル終了］
→ －10～－25℃（36ヵ月）

アルミ
ラミネート袋

約36ヵ月（製造時、温度サ
イクル前、温度サイクル後、
3、6、9、12、18、24、36ヵ月
時点で測定）

規格内

冷所保存
試験 2～8℃ アルミ

ラミネート袋

9ヵ月
（1、2、3、6、9ヵ月時点で 
測定）

含量は規格内であったが、
一部の類縁物質及び類縁
物質総量が6ヵ月時点で規
格外。合わせて白色又は微
黄色の親水性ポリマーの性
状が、類縁物質の増加に伴
い黄色に変化。

測定項目： 性状、純度試験、含量、微生物限度試験（サイクル試験では製造時と36ヵ月時点のみ実施）、放出性、乾燥減量〔サイクル試験では25℃（16
時間）から5℃（28日）の間は実施せず〕
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参考

表  プロウペスのその他の品質安定性試験
試験 保存条件 保存形態 保存期間 結果

低温後の
冷凍保存

試験※

2～8℃（3ヵ月）
→ －10～－20℃（36ヵ月）

アルミ
ラミネート袋

39ヵ月(1、2、3、6、9、
12、18、24、36ヵ月時点
で測定）

1～3ヵ月時点で外観が若
干黄色に変化し、含量も
徐々に低下したが規格内で
あった。分解物の量も規格
内であった。再凍結後は
徐々にわずかに含量が低下
したが規格内であった。

室温から
低温保存後
の冷凍保存

試験※

25℃（24時間）
→ 2～8℃（3ヵ月）
→ －10～－20℃（36ヵ月）

アルミ
ラミネート袋

約39ヵ月(1、2、3、6、9、
12、18、24、36ヵ月時点
で測定）

1～3ヵ月時点で外観が若
干黄色に変化し、含量も
徐々に低下したが規格内で
あった。ただし、一部の分解
物は6ヵ月まで規格内であっ
たが、12ヵ月時点では規格
外となった。

室温から
40℃保存後
の冷凍保存

試験※

25℃（48時間）
→ 40℃（24時間）
→ －10～－20℃（36ヵ月）

アルミ
ラミネート袋

約36ヵ月(1、2、3、6、9、
12、18、24、36ヵ月時点
で測定）

外観が若干黄色に変化し、
含量も徐々に低下したが規
格内であった。分 解 物も
徐々に発生したが規格内で
あった。

※：1ロットでの試験結果
測定項目：性状、主成分及び分解物の含量

Q3 プロウペスを挿入しにくい場合の対処法は？

A. 少量の水溶性潤滑剤を使用すると挿入しやすくなります。エコー時に用いられるようなゲル状の水溶性潤滑剤を
使用します。腟内とできるだけ同じ環境とすることで本剤からのジノプロストンの放出や組織への吸収に 
影響を与えないことが重要ですので、産科クリーム等、油性のゲルは使用しないでください。
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チェックリスト 以降のチェックリストを必要に応じてご利用ください。

投与前チェックリスト
効能又は効果

□□ 妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全である

禁忌に関連する事項

□□ 分娩が開始していない

□□ 子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の既往歴がない

□□ 胎児機能不全がない

□□ 前置胎盤がない

□□ 常位胎盤早期剥離がない

□□ 児頭骨盤不均衡又は胎位異常がない

□□ 医学的適応での帝王切開ではない

□□ 現在、オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）又はジノプロストン（PGE₂（経口剤））を投与していない
（同時使用の予定はない）

□□ 現在、吸湿性頸管拡張材又はメトロイリンテルを実施、もしくはプラステロン硫酸エステルナトリウムを投与して
いない

□□ 本剤の成分に対して過敏症の既往歴がない

赤枠のチェック項目にチェック  が入っていることを確認する

注意すべき患者に関連する事項

□□ 前期破水していない（プロウペス投与中の新たな破水は除く）

□□ 過強陣痛の既往歴がない

□□ 緑内障又はその既往歴がない

□□ 喘息又はその既往歴がない

□□ 多胎妊娠でない

□□ 出産経験が3回以内である

紫枠のチェック項目にチェック  が入っていない場合は慎重にプロウペスを投与する
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投与中チェックリスト

氏名 　　　　　　　さん

投与開始時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分　挿入

チェックリスト記入時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分
時間 □ □ 投与開始から12時間経過した

1つ以上
チェックが
ある場合
投与中止

（除去）
妊婦/胎児

□ □ 30分に渡り規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
□ □ 新たな破水
□ □ 人工破膜の実施
□ □ 過強陣痛やその徴候
□ □ 胎児機能不全やその徴候
□ □ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用

バイタルサイン □□  妊婦の血圧や脈拍に異常（おおむね2～3時間毎に測定）
頸管熟化（内診） □□  ビショップスコア　　　　　点（分娩の進行が推測された時などに実施）

備考

チェックリスト記入時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分
時間 □ □ 投与開始から12時間経過した

1つ以上
チェックが
ある場合
投与中止

（除去）
妊婦/胎児

□ □ 30分に渡り規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
□ □ 新たな破水
□ □ 人工破膜の実施
□ □ 過強陣痛やその徴候
□ □ 胎児機能不全やその徴候
□ □ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用

バイタルサイン □□  妊婦の血圧や脈拍に異常（おおむね2～3時間毎に測定）
頸管熟化（内診） □□  ビショップスコア　　　　　点（分娩の進行が推測された時などに実施）

備考

チェックリスト記入時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分
時間 □ □ 投与開始から12時間経過した

1つ以上
チェックが
ある場合
投与中止

（除去）
妊婦/胎児

□ □ 30分に渡り規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
□ □ 新たな破水
□ □ 人工破膜の実施
□ □ 過強陣痛やその徴候
□ □ 胎児機能不全やその徴候
□ □ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用

バイタルサイン □□  妊婦の血圧や脈拍に異常（おおむね2～3時間毎に測定）
頸管熟化（内診） □□  ビショップスコア　　　　　点（分娩の進行が推測された時などに実施）

備考
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チェックリスト記入時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分
時間 □ □ 投与開始から12時間経過した

1つ以上
チェックが
ある場合
投与中止

（除去）
妊婦/胎児

□ □ 30分に渡り規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
□ □ 新たな破水
□ □ 人工破膜の実施
□ □ 過強陣痛やその徴候
□ □ 胎児機能不全やその徴候
□ □ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用

バイタルサイン □□  妊婦の血圧や脈拍に異常（おおむね2～3時間毎に測定）
頸管熟化（内診） □□  ビショップスコア　　　　　点（分娩の進行が推測された時などに実施）

備考

チェックリスト記入時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分
時間 □ □ 投与開始から12時間経過した

1つ以上
チェックが
ある場合
投与中止

（除去）
妊婦/胎児

□ □ 30分に渡り規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
□ □ 新たな破水
□ □ 人工破膜の実施
□ □ 過強陣痛やその徴候
□ □ 胎児機能不全やその徴候
□ □ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用

バイタルサイン □□  妊婦の血圧や脈拍に異常（おおむね2～3時間毎に測定）
頸管熟化（内診） □□  ビショップスコア　　　　　点（分娩の進行が推測された時などに実施）

備考

チェックリスト記入時間 　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分
時間 □ □ 投与開始から12時間経過した

1つ以上
チェックが
ある場合
投与中止

（除去）
妊婦/胎児

□ □ 30分に渡り規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
□ □ 新たな破水
□ □ 人工破膜の実施
□ □ 過強陣痛やその徴候
□ □ 胎児機能不全やその徴候
□ □ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用

バイタルサイン □□  妊婦の血圧や脈拍に異常（おおむね2～3時間毎に測定）
頸管熟化（内診） □□  ビショップスコア　　　　　点（分娩の進行が推測された時などに実施）

備考

プロウペス投与中は本投与中チェックリストを用いて定期的に確認します。
投与開始時間を記入後、最長12時間投与することを想定し本チェックリストをコピーする等してご利用ください。
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参考資料

子宮頸管の熟化と子宮収縮の評価
①子宮頸管の熟化

子宮頸管の熟化は、ビショップスコアを用いて評価する場合があります。海外のガイドライン1、43）では、ビショップ 
スコアが合計6点以下を子宮頸管熟化不良として扱うことが多いとされています。国内の産婦人科診療ガイド 
ライン 産科編 202044）では『一般にビショップスコア6点以下を「頸管熟化が不良」と判断することが多い』として
います。内診所見に基づく主観的な方法であるため施設の判断基準に従ってください。

表  ビショップスコア（BS）45）

因子
点数

0点 1点 2点 3点

子宮口開大度（cm） 0 1～2 3～4 5～6

子宮頸管展退度（％） 0～30 40～50 60～70 80以上

児頭の位置（station） －3 －2 －1～0 +1～+2

子宮頸部の硬度 硬 中 軟 -

子宮口の位置 後方 中央 前方 -

②子宮収縮の評価
子宮収縮が不十分とされる微弱陣痛は、子宮内圧又は、陣痛持続周期と陣痛持続時間を用いて評価します46）。
子宮内圧は一般的に測定されないため、陣痛持続周期と陣痛持続時間が主に用いられます。
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ビショップスコア47）

因子
点数 あなたの

点数0 点 1 点 2 点 3 点

❶
子宮口
開大度
（cm）

0 1～2 3～4 5～6

（　　 　 ）

❷
子宮頸管
展退度
（％）

0～30 40～50 60～70 80～

（　　 　 ）

❸
児頭の
位置

（station）

‒3 ‒2 ‒1～0 +1

（　　 　 ）

❹ 子宮頸部の
硬度 硬 中 軟 ‒ （　　 　 ）

❺ 子宮口の
位置

後方 中央 前方

‒ （　　 　 ）

合計スコア （　　 　 ）
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製剤写真
図  プロウペス®腟用剤10mg（原寸大）

親水性ポリマー
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用語解説
あ行

用語 解説

横位（おうい） 胎位異常の1つで、子宮内で胎児の縦軸と子宮の縦軸が直角に交わる状態を指し 
ます。分娩時に横位の場合、経腟分娩は行わず、帝王切開が考慮されます。

アプガースコア 出産後の新生児の健康状態を表す指標であり、1皮膚色、2心拍数、3刺激による 
反射、4筋緊張、5呼吸の5項目に対し、それぞれ0～2点で評価します。10～8点は 
正常、7～4点は軽症仮死、3～0点は重症仮死と判定します。この判定は分娩後1分
と5分後で行いますが、5分後のスコアは新生児の神経学的長期予後を反映すると 
いわれています。

か行

用語 解説

過期妊娠
（かきにんしん）

妊娠42週0日以降を指します。40週目の分娩予定日を過ぎると周産期死亡リスクが 
上昇し、過期妊娠では、胎児死亡率が急上昇するといわれています。

過強陣痛
（かきょうじんつう）

原因： 狭骨盤、軟産道強靭等による産道抵抗の増大、分娩誘発の不適当な投与量
や投与方法、ジノプロストンを含む薬剤感受性の亢進等により起こります46）。

症状： 子宮収縮が通常の分娩時よりも強くなり、妊婦は苦悶の表情を訴え、腹圧も 
不随意に加わります。10分間に5回を超える子宮頻収縮又は胎児機能不全 

（レベル3～5の胎児心拍数波形）のいずれかが出現した場合には過強陣痛を疑
います32）。

子宮内圧が、子宮口4～6cmの時70mmHg以上、7～8cmの時80mmHg以上、
9cm以上及び第2期の時55mmHg以上を示し、陣痛（子宮収縮）が強い場合を指し
ます。一方、過強陣痛は臨床症状名としても用いられ、子宮収縮が異常に強く、その持続
が異常に長いものを指します48）。
なお、適正使用ガイド、適正使用サポートでは、子宮内圧を測定していない場合の過強
陣痛の目安として「子宮頻収縮」の定義を用いていますが、他にも子宮収縮の強さや
持続時間と合わせて検討してください。

器械的子宮頸管熟化
処置

（きかいてきしきゅうけい
かんじゅくかしょち）

吸湿性頸管拡張材、メトロイリンテルや、卵膜用手剥離などにより、子宮頸管に物理的
な刺激を与えることで子宮頸管の熟化を促す方法を指します。
なお、適正使用ガイド、適正使用サポートでは、吸湿性頸管拡張材及びメトロイリンテル
による子宮頸管熟化処置のことを器械的子宮頸管熟化処置と定義しています。

巨大児（きょだいじ） 出生体重4,000g以上の場合を指します。巨大児分娩では新生児仮死や肩甲難産の
頻度が上昇します。

筋腫核出術
（きんしゅかくしゅつじゅ
つ）

子宮筋腫の手術療法の1つで、開腹/腹腔鏡下/子宮鏡にて子宮を温存し筋腫核の
み取り除きます。なお、筋層内筋腫の核出術はプロウペス禁忌となりますが、粘膜下 
筋腫や漿膜下筋腫の核出術は一般的に筋層の切開は伴わないためプロウペスの 
禁忌ではありません。

頸管裂傷
（けいかんれっしょう）

巨大児分娩や分娩の急激な進行（分娩誘発による過強陣痛も含む）等により、子宮
頸管の急激/過度な伸展や伸展性の不良等が生じ子宮頸管が裂傷し、出血が認めら
れます。



29

後腟円蓋
（こうちつえんがい）

腟上部にあるドーム状の天井になっている個所であり、前部（臍側）に比べ後部（背中
側）で奥行きがあるため、後腟円蓋では薬剤を保持させやすくなります。

古典的帝王切開
（こてんてきていおうせっ
かい）

子宮体部を縦に切開する帝王切開術で、子宮体部帝王切開術ともいいます。前置胎盤や
子宮筋腫がある妊婦では古典的帝王切開術を行うことがあります。しかし、通常行われる 
子宮下部横切開術に比べ、次回の分娩時には子宮破裂をおこしやすいといわれています。

コントラクション
ストレステスト

10分間に3回以上の人工的なストレス（子宮収縮）を加え、分娩監視装置を用いて 
胎児心拍数を測定し、胎児の状態を確認する検査です。羊水過少時には胎児の状態
が悪化する場合もあるので、十分な注意が必要です。

さ行

用語 解説

臍帯脱出
（さいたいだっしゅつ）

破水後、胎児よりも先に臍帯が子宮から出て、腟又は陰裂間に懸垂した状態を指し 
ます。臍帯脱出では、臍帯が胎児と子宮壁に圧迫されることで、胎児が低酸素血症に
なり、数分以内に胎児機能不全を引き起こします。破水前に、卵膜を隔てて臍帯が 
確認できる場合（臍帯下垂）には、分娩時に臍帯脱出になる可能性が高いです。

産道（さんどう） 分娩時に娩出物（胎児、胎盤、臍帯等）が通過する経路で、分娩の3要素の１つです。
骨盤で構成される骨産道と、子宮下部、子宮頸部、腟、外陰部で構成される軟産道が
あります。分娩時には、骨産道は広さと形が重要となり、軟産道では子宮頸管の熟化と
子宮下部の伸展が必要です。

子宮口開大
（しきゅうこうかいだい）

【25ページ「子宮頸管の熟化と子宮収縮の評価」、26ページ「ビショップスコア」参照】

子宮頻収縮
（しきゅうひんしゅうしゅく）

30分以上の区画における子宮収縮の平均回数を測定し、10分間に5回を超える場合
を指します。子宮収縮異常の一種であり、海外では、胎児に影響のある子宮収縮異常
として扱われています48）。

児頭骨盤不均衡
（じとうこつばんふきんこ
う）

児頭と骨盤の間に大きさの不均衡が存在するために経腟分娩ができない状態であり、
分娩が停止するか、母児に障害をきたすか、又は障害をきたすことが予想される場合を
いいます。

絨毛膜羊膜炎
（じゅうもうまくようまくえ
ん）

絨毛膜又は羊膜が感染、炎症を起こす疾患で、一般的には、子宮内、羊水の感染とし
て扱われることもあります。妊婦に38度以上の発熱があり、①100bpm以上の頻脈、
②子宮の圧痛、③腟分泌物又は羊水の悪臭、④母体の白血球数が15,000／μL 
以上のいずれか、又は発熱が無く①～④の全てが該当する場合、臨床的絨毛膜羊膜炎
と診断されます。

常位胎盤早期剥離
（じょういたいばんそうきは
くり）

子宮体部に付着している胎盤が、妊娠中又は分娩時の胎児娩出より前に、剥離する
ことを指します。剥離面積が広くなると、胎児機能不全、胎児死亡を起こし、母体は 
播種性血管内凝固症候群（DIC）を起こします。剥離部位によっては、外出血がない場合
もあり、注意が必要です48）。

人工破膜
（じんこうはまく）

卵膜を手指又は小さい器具を用いて破膜する術式を指します。子宮口が全開大にも 
関わらず破膜が認められない場合以外にも鉗子分娩を行う時や、陣痛誘発、促進を 
行うときにも実施されます。人工破膜は、臍帯・四肢の下垂がみられないか、頭位の 
場合は児頭が骨盤内に固定しているかなどを確認し行います48）。
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さ行（つづき）

用語 解説

正期産
（せいきさん）

妊娠37週より42週未満の5週間の間にみる分娩のことであり、90%以上の妊娠が 
この期間に分娩となります。一方、妊娠22週から37週未満を早産、妊娠42週以後を
過期産といいます。

前期破水
（ぜんきはすい）

分娩開始よりも前に卵膜が破綻し、破水した状態を指します。卵膜の感染や重い荷物
を持ち上げた際等に起こります。羊水の流出により分娩が誘発される場合が多く、 
妊娠37週以降では24時間以内に90％が陣痛発来するといわれています。妊娠37週
未満に前期破水（早産期前期破水）が起こると切迫早産の危険があり、子宮収縮 
抑制等を行います。

前置胎盤
（ぜんちたいばん）

胎盤が通常よりも低い位置にあり、内子宮口を覆うか、又は内子宮口にかかる状態を指し
ます。妊娠中期に超音波断層法で前置胎盤を疑い、妊娠31週頃までに診断します48）。

た行

用語 解説

胎位異常
（たいいいじょう）

妊婦の縦軸と胎児の縦軸が一致し、児頭が妊婦の骨盤に向かうものを頭位といい、 
胎位異常は、頭位以外の胎児の向きを指します。胎位異常には、胎児の骨盤端が妊婦
の骨盤に向かう骨盤位、胎児縦軸と子宮縦軸が直角に交わる横位、斜めに交わる斜位
があります。妊娠中に胎位異常が認められても自然と頭位になることが多く、妊娠末期
の胎位の95％程度が頭位であるといわれています48）。

胎児機能不全
（たいじきのうふぜん）

 胎児機能不全とは、胎児well-being評価法〔ノンストレステスト、羊水量計測、コントラク
ションストレステスト、胎児呼吸様運動の検査等〕を用いても「胎児の状態が良好である」
ことを確認できない状態をいいます49）。胎児低酸素症、胎児呼吸循環不全、胎児胎盤
機能不全等が考慮され、その原因としては次の〔1〕～〔5〕があげられます。
原因：〔1〕妊娠高血圧症候群、過期妊娠等の母体因子

〔2〕子宮内胎児発育不全、多胎妊娠等の胎児因子
〔3〕絨毛膜羊膜炎、常位胎盤早期剥離等の胎盤因子
〔4〕臍帯脱出、臍帯巻絡等の臍帯因子
〔5〕過強陣痛、子宮破裂等の子宮因子

胎児機能不全心拍
パターン

（たいじきのうふぜんしん
ぱくパターン）

分娩監視装置によるCTGの胎児心拍数波形のレベルが3以上の状態を指します。なお、
産婦人科診療ガイドライン 産科編 2020では、CTGの基線細変動、心拍数基線及び 
一過性除脈に基づき、胎児心拍数波形を5つのレベルに分類しています〔レベル1： 
正常波形、レベル2：亜正常波形、レベル3：異常波形（軽度）、レベル4：異常波形

（中等度）及びレベル5：異常波形（高度）〕。

胎児呼吸様運動の検査
（たいじこきゅうよううんど
うのけんさ）

胎児にみられる横隔膜の上下運動を胎児呼吸様運動といい、超音波断層法を用いて
胎児の胸腹部を観察し、規則的な横隔膜の上下動、腹部の膨張・縮小等を確認します。
胎児呼吸様運動は低酸素で消失します。

胎児発育不全（FGR）
（たいじはついくふぜん）

胎児の発育が遅れている状態で、胎児体重基準値を用い、－1.5SD以下をFGR診断
の目安とします。胎児体重の経時的変化、胎児腹囲、及び羊水量等も考慮して、FGR
を総合的に診断します。

代謝性アシドーシス
（たいしゃせいあしどーしす）

低酸素や代謝異常（ケトン体などの酸性代謝物の蓄積）により体内の炭酸水素イオン
HCO3

-が過度に減少し血液pHが酸性に傾く病態であり、アシドーシスになると血管 
攣縮から血流不全等に至ります。

な行
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用語 解説

妊娠高血圧症候群
（にんしんこうけつあつ
しょうこうぐん）

妊娠20週以降、分娩後12週まで高血圧がみられる場合、又は高血圧に蛋白尿を伴う
場合のいずれかで、かつこれらの症状が単なる妊娠の偶発合併症によるものではない
ものを指します。

妊娠末期
（にんしんまっき）

妊娠28週0日以降を指します。妊娠初期は13週6日まで、妊娠中期は14週0日から
27週6日までを指します。

ノンストレステスト 人工的にストレス（子宮収縮）を加えないで、分娩監視装置を用いて子宮収縮と胎児
心拍数を測定し、胎児の状態や予備能を確認する検査です。特に胎動と心拍数の 
変化との関係が重要です。

は行

用語 解説

播種性血管内凝固症
候群（DIC）

（はしゅせいけっかんない
ぎょうこしょうこうぐん）

何らかの基礎疾患によって血液の凝固活性化と線溶活性化が同時にみられる状態
で、全身的な微小血栓の形成と出血傾向をきたします。産科領域における基礎疾患に
は、常位胎盤早期剥離、羊水塞栓、DIC型後産期出血、子癇、HELLP症候群、急性
妊娠脂肪肝等があります。

破水
（はすい）

卵膜が破綻して羊水の漏出をきたした状態を指します。子宮口全開大時の破水を 
適時破水、子宮口全開大以前に破水した状態、又は全開大後も破水しない状態を 
非適時破水といいます48）。

微弱陣痛
（びじゃくじんつう）

子宮内圧が、子宮口4～6cmの時10mmHg未満、7～8cmの時10mmHg未満、
9cm以上及び第2期の時40mmHg未満を示し、陣痛（子宮収縮）が弱い場合を指し 
ます46）。ただし、子宮内圧は一般的に測定されないため、陣痛持続周期（子宮口 
4～6cmの時6分30秒以上、7～8cmの時6分以上、9～10cmの時4分以上、第2期
の時初産で4分以上、経産で3分30秒以上）と陣痛持続時間（子宮口4～8cmの時
40秒以内、9cm以上及び第2期の時30秒以内）で診断されます43）。

ビショップスコア 【26ページ「ビショップスコア」参照】

分娩開始
（ぶんべんかいし）

陣痛周期が10分以内、又は1時間に6回の頻度になった時点を指します48）。

分娩誘発
（ぶんべんゆうはつ）

子宮頸管熟化処置又は、子宮収縮薬の投与等により、人工的に分娩を誘発もしくは
促進することを指します。この冊子や適正使用ガイドでは、「分娩誘発」「分娩（陣痛）
促進」を合わせて「分娩誘発」としています。

や行

用語 解説

羊水塞栓（症）
〔ようすいそくせん（しょ
う）〕

羊水が裂傷部位等を介し母体血中に流入することで、羊水中の胎児成分による肺内
小血管の閉塞又は液性成分によるアナフィラキシー様ショックにより引き起こりま 
す48）。破水後に発症することが多く、帝王切開、軟産道裂傷、常位胎盤早期剝離、 
過強陣痛（とくに破水後）、遷延分娩、羊水混濁等はリスクが高いといわれています50）。
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3. 1 組成

3. 2 製剤の性状

妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全における熟化の促進

子宮頸管熟化の状態を診断して、慎重に適応を判断すること。

本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。

7.1 本剤は図のように、後腟円蓋に腟軸に対して本剤の
長軸が垂直方向になるように挿入する。 7.2 本剤投与開
始後に以下のいずれかに該当する場合は、本剤を速やかに
除去すること。（1）30分間にわたり規則的で明らかな痛みを
伴う3分間隔の子宮収縮（2）新たな破水（3）人工破膜を
行うとき（4）過強陣痛やその徴候の発現［11. 1. 1参照］
（5）胎児機能不全やその徴候の発現［11.1.2参照］（6）悪
心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用の発現 7. 3 本
剤投与開始12時間以降もジノプロストンが持続的に放出さ
れるため、本剤投与開始から12時間後には、子宮頸管熟化
の有無にかかわらず除去すること。 7.4 本剤除去後にオ
キシトシン又はプロスタグランジン製剤あるいは吸湿性頸管拡
張材、メトロイリンテル又はプラステロン硫酸エステルナトリウ
ムを使用する場合は、少なくとも1時間以上間隔をあけること。［1.1. 3、2.8、2.9、10.1参照］ 7.5 1回
の分娩において、本剤を2個以上使用しないこと。

過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがある。また、過強陣
痛を伴わない胎児機能不全が起こることもある。これらが生じた結果、母体や児の生命を脅かす状態に至る
ことがあるので、本剤を用いた子宮頸管熟化にあたっては、母体及び胎児の状態を十分に監視するため、分
娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、
患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、分娩監視装置を用い
た連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリングの
一時中断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。［1.1.4、11.1.1、11.1.2参照］

9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1 前期破水のある患者 腟内の羊水の曝露状況に応じて本剤
投与の適否及び本剤除去の要否を慎重に判断すること。子宮からの羊水流出により、腟内のpHが上昇している
患者では、本剤からのPGE2放出速度が上昇するおそれがある。 9.1.2 過強陣痛の既往歴のある患者 過
強陣痛が生じるおそれがある。［11.1.1参照］ 9.1.3 緑内障又はその既往歴のある患者 緑内障が悪
化もしくは再発するおそれがある。動物実験（ウサギ）で眼圧上昇が報告されている。 9.1.4 喘息又はそ
の既往歴のある患者 喘息が悪化もしくは再発するおそれがある。気管支を収縮させるとの報告がある。
9.1.5 多胎妊娠の患者 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。子
宮が脆弱になっていることがあり、強い子宮収縮を生じると子宮破裂のおそれがある。臨床試験は実施して
いない。 9.1.6 正期産を4回以上経験している患者 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
場合にのみ投与すること。子宮が脆弱になっていることがあり、強い子宮収縮を生じると子宮破裂のおそれ
がある。臨床試験は実施していない。 9.7 小児等 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤を速やかに除去
するなど適切な処置を行うこと。 11.1 重大な副作用 11.1.1 過強陣痛（頻度不明）過強陣痛に伴
い、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等があらわれることがある。［1.1、7. 2、8.、9. 1. 2、
10.1、11.1. 2参照］ 11.1.2 胎児機能不全（0.8%）胎児機能不全（胎児心拍障害等）があらわれる
ことがある。また、胎児機能不全に伴い、羊水中胎便、代謝性アシドーシス、アプガースコア低値等があらわ
れることがある。［1.1、7.2、8.、11.1.1参照］
11.2 その他の副作用

14.1 薬剤投与時の注意 14.1.1 本剤は投与直前に冷凍庫から取り出すこと。 14.1.2 本剤は
投与直前にアルミラミネート袋から取り出すこと。アルミラミネート袋から取り出す際は、取り出し用紐・ネットの
損傷を避けるため、はさみ等の鋭利なものは使用しないこと。 14.1.3 担体をネットから取り出して腟内に
挿入しないこと。 14.1.4 本剤の挿入に際して、腟から指を引き抜く際には、あやまって取り出し用紐
を引っ張らないよう注意すること。 14.2 薬剤投与中の注意 14.2.1 取り出し用紐は腟外に出し、速
やかに除去できるようにしておく。 14.2.2 本剤投与開始後は横になった状態で、少なくとも30分間安静
にさせる。 14.2.3 本剤が腟内から脱出した場合は、再挿入しないこと。

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

1個×5

フェリング・ファーマ株式会社 くすり相談室
〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号 虎ノ門2丁目タワー
フリーダイヤル：0120-093-168　FAX：03-3596-1107
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ケ堂1515番地
（TEL）0120-956-792　（FAX）076-478-0336

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）

3. 組成・性状

4. 効能又は効果

5. 効能又は効果に関連する注意

6. 用法及び用量

8. 重要な基本的注意

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

10. 相互作用

11. 副作用

14. 適用上の注意

21.承認条件

22.包装

24.文献請求先及び問い合わせ先

25.保険給付上の注意

7. 用法及び用量に関連する注意

本DIは2021年12月作成（第2版）の添付文書の記載に基づき作成
2021年12月作成（第2版）

●詳細は添付文書等をご参照ください。また、添付文書の改訂に十分ご留意ください。

1. 警告
1. 1 過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等
が起こることがある。また、過強陣痛を伴わない胎児機能不全が起こ
ることもある。これらが生じた結果、母体や児が重篤な転帰に至った症
例が報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守
し慎重に行うこと。［11.1. 1、11. 1. 2参照］

1. 1. 1 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリ
ングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理についての
十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医
師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用い
た頸管熟化の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用
を開始すること。

1.1. 2 本剤は子宮頸管熟化不全の患者にのみ使用し、本剤の使用に際して
は母体及び胎児の状態を十分に観察した上で慎重に適応を判断する
こと。また、子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）
又は子宮破裂の既往歴のある患者には使用しないこと。［2.2参照］

1.1. 3 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE2（経口剤））
と同時併用しないこと。また、本剤投与終了後に分娩誘発・促進の
ためにこれらの薬剤を使用する場合、1時間以上の間隔をあけ、十分
な分娩監視を行い、慎重に投与すること。［2. 8、7. 4、10. 1参照］

1.1. 4 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的
に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて連続的にモ
ニタリングを行い、異常が認められた場合には、本剤を速やかに除去
し、適切な処置を行うこと。［8.参照］

1.2 本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 すでに分娩開始している患者［過強陣痛、胎児機能不全を起こすおそれ

がある。］
2.2 子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破

裂の既往歴のある患者［過強陣痛が生じると不全子宮破裂や子宮破裂
のおそれがある。］［1.1.2参照］

2.3 胎児機能不全のある患者［胎児の状態を悪化させるおそれがある。］
2.4 前置胎盤のある患者［出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれ

がある。］
2. 5 常位胎盤早期剥離のある患者［母体及び胎児への重篤な障害を起こす

おそれがあり、緊急な胎児娩出が要求される。］
2. 6 児頭骨盤不均衡又は胎位異常のある患者［正常な経腟分娩が進行せ

ず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.7 医学的適応での帝王切開の患者［母体及び胎児への障害を起こすおそれ

がある。］
2.8 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）又はジノプロストン（PGE2（経口剤））

を投与中の患者［1.1.3、7.4、10.1参照］
2.9 吸湿性頸管拡張材又はメトロイリンテルを実施中もしくはプラステロン

硫酸エステルナトリウムを投与中の患者［7.4、10.1参照］
2.10 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

1個中、ジノプロストン10mg含有
net-ポリ[（1，2，6-ヘキサントリオール）-alt-（メチレンビスシクロヘキシル-4，4’-ジイルジイ
ソシアナート）-block-（ポリエチレングリコール）]

有 効 成 分
添 加 剤

貯　　法：-20℃以下
有効期間：3年

承 認 番 号

薬 価 基 準 収 載 年月

販 売 開 始 年 月

30200AMX00030

薬価基準未収載

2020年4月

日本標準商品分類番号 872499

有効成分を含有する平板状の担体。この担体1個は取り出し用紐と一体となったネットに
入っている。

性 状

外形・大きさ 300mm

30mm

10mm

0.8mm

担体取り出し用紐

オキシトシン
アトニン-O注

ジノプロスト（PGF2α）
プロスタルモン・F注射液

ジノプロストン（PGE2）
プロスタグランジンE2錠

［1.1.3、2.8、7.4、11.1.1参照]
吸湿性頸管拡張材
ラミナリア桿、ダイラパンS、ラミセル

メトロイリンテル
ミニメトロ、ネオメトロ
プラステロン硫酸エステルナトリウム
レボスパ

［2.9、7.4、11.1.1参照］

同時併用することにより過強陣痛を起
こしやすい。
本剤投与終了後に分娩誘発・促進の
ためにこれらの薬剤を使用する場合、
過強陣痛を起こしやすいので1時間以
上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行
い、慎重に投与すること。
同時併用することにより過強陣痛を起
こすおそれがある。
本剤投与終了後にこれらを使用する
場合、過強陣痛を起こすおそれがある
ので1時間以上の間隔をあけ、十分な
分娩監視を行い、慎重に使用すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法
子宮収縮が発現す
るおそれがあるため、
子宮収縮作用を持つ
薬剤を併用すること
により子宮収縮作用
を増強する。

子宮収縮が発現す
るおそれがあるため、
子宮収縮を促すお
それのある処置を
併用することにより
子宮収縮作用を増
強するおそれがある。

機序・危険因子

免疫性障害
神経系障害
血管障害
胃腸障害
皮膚及び皮下組織障害
妊娠、産褥及び周産期の状態
生殖系及び乳房障害
一般・全身障害及び投与部位の状態
新生児

発熱

血圧上昇
悪心

過敏症
頭痛
低血圧
腹痛、嘔吐、下痢
そう痒症
分娩後出血、臨床的絨毛膜羊膜炎、子宮弛緩
外陰腟灼熱感、性器（陰唇部）浮腫

新生児呼吸窮迫関連症状

1～5％未満 1％未満 頻度不明

腟

児

子宮頸部

担体

取り出し用紐

製造販売元（輸入） 販売元

富山県富山市水橋辻ヶ堂1 5 1 5番地



3. 1 組成

3. 2 製剤の性状

妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全における熟化の促進

子宮頸管熟化の状態を診断して、慎重に適応を判断すること。

本剤1個を後腟円蓋に挿入し、最長12時間腟内に留置する。

7.1 本剤は図のように、後腟円蓋に腟軸に対して本剤の
長軸が垂直方向になるように挿入する。 7.2 本剤投与開
始後に以下のいずれかに該当する場合は、本剤を速やかに
除去すること。（1）30分間にわたり規則的で明らかな痛みを
伴う3分間隔の子宮収縮（2）新たな破水（3）人工破膜を
行うとき（4）過強陣痛やその徴候の発現［11. 1. 1参照］
（5）胎児機能不全やその徴候の発現［11.1.2参照］（6）悪
心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用の発現 7. 3 本
剤投与開始12時間以降もジノプロストンが持続的に放出さ
れるため、本剤投与開始から12時間後には、子宮頸管熟化
の有無にかかわらず除去すること。 7.4 本剤除去後にオ
キシトシン又はプロスタグランジン製剤あるいは吸湿性頸管拡
張材、メトロイリンテル又はプラステロン硫酸エステルナトリウ
ムを使用する場合は、少なくとも1時間以上間隔をあけること。［1.1. 3、2.8、2.9、10.1参照］ 7.5 1回
の分娩において、本剤を2個以上使用しないこと。

過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがある。また、過強陣
痛を伴わない胎児機能不全が起こることもある。これらが生じた結果、母体や児の生命を脅かす状態に至る
ことがあるので、本剤を用いた子宮頸管熟化にあたっては、母体及び胎児の状態を十分に監視するため、分
娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、
患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、分娩監視装置を用い
た連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリングの
一時中断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。［1.1.4、11.1.1、11.1.2参照］

9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1 前期破水のある患者 腟内の羊水の曝露状況に応じて本剤
投与の適否及び本剤除去の要否を慎重に判断すること。子宮からの羊水流出により、腟内のpHが上昇している
患者では、本剤からのPGE2放出速度が上昇するおそれがある。 9.1.2 過強陣痛の既往歴のある患者 過
強陣痛が生じるおそれがある。［11.1.1参照］ 9.1.3 緑内障又はその既往歴のある患者 緑内障が悪
化もしくは再発するおそれがある。動物実験（ウサギ）で眼圧上昇が報告されている。 9.1.4 喘息又はそ
の既往歴のある患者 喘息が悪化もしくは再発するおそれがある。気管支を収縮させるとの報告がある。
9.1.5 多胎妊娠の患者 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。子
宮が脆弱になっていることがあり、強い子宮収縮を生じると子宮破裂のおそれがある。臨床試験は実施して
いない。 9.1.6 正期産を4回以上経験している患者 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
場合にのみ投与すること。子宮が脆弱になっていることがあり、強い子宮収縮を生じると子宮破裂のおそれ
がある。臨床試験は実施していない。 9.7 小児等 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤を速やかに除去
するなど適切な処置を行うこと。 11.1 重大な副作用 11.1.1 過強陣痛（頻度不明）過強陣痛に伴
い、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等があらわれることがある。［1.1、7. 2、8.、9. 1. 2、
10.1、11.1. 2参照］ 11.1.2 胎児機能不全（0.8%）胎児機能不全（胎児心拍障害等）があらわれる
ことがある。また、胎児機能不全に伴い、羊水中胎便、代謝性アシドーシス、アプガースコア低値等があらわ
れることがある。［1.1、7.2、8.、11.1.1参照］
11.2 その他の副作用

14.1 薬剤投与時の注意 14.1.1 本剤は投与直前に冷凍庫から取り出すこと。 14.1.2 本剤は
投与直前にアルミラミネート袋から取り出すこと。アルミラミネート袋から取り出す際は、取り出し用紐・ネットの
損傷を避けるため、はさみ等の鋭利なものは使用しないこと。 14.1.3 担体をネットから取り出して腟内に
挿入しないこと。 14.1.4 本剤の挿入に際して、腟から指を引き抜く際には、あやまって取り出し用紐
を引っ張らないよう注意すること。 14.2 薬剤投与中の注意 14.2.1 取り出し用紐は腟外に出し、速
やかに除去できるようにしておく。 14.2.2 本剤投与開始後は横になった状態で、少なくとも30分間安静
にさせる。 14.2.3 本剤が腟内から脱出した場合は、再挿入しないこと。

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

1個×5

フェリング・ファーマ株式会社 くすり相談室
〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号 虎ノ門2丁目タワー
フリーダイヤル：0120-093-168　FAX：03-3596-1107
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ケ堂1515番地
（TEL）0120-956-792　（FAX）076-478-0336

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）

3. 組成・性状

4. 効能又は効果

5. 効能又は効果に関連する注意

6. 用法及び用量

8. 重要な基本的注意

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

10. 相互作用

11. 副作用

14. 適用上の注意

21.承認条件

22.包装

24.文献請求先及び問い合わせ先

25.保険給付上の注意

7. 用法及び用量に関連する注意

本DIは2021年12月作成（第2版）の添付文書の記載に基づき作成
2021年12月作成（第2版）

●詳細は添付文書等をご参照ください。また、添付文書の改訂に十分ご留意ください。

1. 警告
1. 1 過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等
が起こることがある。また、過強陣痛を伴わない胎児機能不全が起こ
ることもある。これらが生じた結果、母体や児が重篤な転帰に至った症
例が報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守
し慎重に行うこと。［11.1. 1、11. 1. 2参照］

1. 1. 1 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリ
ングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理についての
十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医
師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用い
た頸管熟化の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用
を開始すること。

1.1. 2 本剤は子宮頸管熟化不全の患者にのみ使用し、本剤の使用に際して
は母体及び胎児の状態を十分に観察した上で慎重に適応を判断する
こと。また、子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）
又は子宮破裂の既往歴のある患者には使用しないこと。［2.2参照］

1.1. 3 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE2（経口剤））
と同時併用しないこと。また、本剤投与終了後に分娩誘発・促進の
ためにこれらの薬剤を使用する場合、1時間以上の間隔をあけ、十分
な分娩監視を行い、慎重に投与すること。［2. 8、7. 4、10. 1参照］

1.1. 4 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的
に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて連続的にモ
ニタリングを行い、異常が認められた場合には、本剤を速やかに除去
し、適切な処置を行うこと。［8.参照］

1.2 本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 すでに分娩開始している患者［過強陣痛、胎児機能不全を起こすおそれ

がある。］
2.2 子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破

裂の既往歴のある患者［過強陣痛が生じると不全子宮破裂や子宮破裂
のおそれがある。］［1.1.2参照］

2.3 胎児機能不全のある患者［胎児の状態を悪化させるおそれがある。］
2.4 前置胎盤のある患者［出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれ

がある。］
2. 5 常位胎盤早期剥離のある患者［母体及び胎児への重篤な障害を起こす

おそれがあり、緊急な胎児娩出が要求される。］
2. 6 児頭骨盤不均衡又は胎位異常のある患者［正常な経腟分娩が進行せ

ず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.7 医学的適応での帝王切開の患者［母体及び胎児への障害を起こすおそれ

がある。］
2.8 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）又はジノプロストン（PGE2（経口剤））

を投与中の患者［1.1.3、7.4、10.1参照］
2.9 吸湿性頸管拡張材又はメトロイリンテルを実施中もしくはプラステロン

硫酸エステルナトリウムを投与中の患者［7.4、10.1参照］
2.10 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

1個中、ジノプロストン10mg含有
net-ポリ[（1，2，6-ヘキサントリオール）-alt-（メチレンビスシクロヘキシル-4，4’-ジイルジイ
ソシアナート）-block-（ポリエチレングリコール）]

有 効 成 分
添 加 剤

貯　　法：-20℃以下
有効期間：3年

承 認 番 号

薬 価 基 準 収 載 年月

販 売 開 始 年 月

30200AMX00030

薬価基準未収載

2020年4月

日本標準商品分類番号 872499

有効成分を含有する平板状の担体。この担体1個は取り出し用紐と一体となったネットに
入っている。

性 状

外形・大きさ 300mm

30mm

10mm

0.8mm

担体取り出し用紐

オキシトシン
アトニン-O注

ジノプロスト（PGF2α）
プロスタルモン・F注射液

ジノプロストン（PGE2）
プロスタグランジンE2錠

［1.1.3、2.8、7.4、11.1.1参照]
吸湿性頸管拡張材
ラミナリア桿、ダイラパンS、ラミセル

メトロイリンテル
ミニメトロ、ネオメトロ
プラステロン硫酸エステルナトリウム
レボスパ

［2.9、7.4、11.1.1参照］

同時併用することにより過強陣痛を起
こしやすい。
本剤投与終了後に分娩誘発・促進の
ためにこれらの薬剤を使用する場合、
過強陣痛を起こしやすいので1時間以
上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行
い、慎重に投与すること。
同時併用することにより過強陣痛を起
こすおそれがある。
本剤投与終了後にこれらを使用する
場合、過強陣痛を起こすおそれがある
ので1時間以上の間隔をあけ、十分な
分娩監視を行い、慎重に使用すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法
子宮収縮が発現す
るおそれがあるため、
子宮収縮作用を持つ
薬剤を併用すること
により子宮収縮作用
を増強する。

子宮収縮が発現す
るおそれがあるため、
子宮収縮を促すお
それのある処置を
併用することにより
子宮収縮作用を増
強するおそれがある。

機序・危険因子

免疫性障害
神経系障害
血管障害
胃腸障害
皮膚及び皮下組織障害
妊娠、産褥及び周産期の状態
生殖系及び乳房障害
一般・全身障害及び投与部位の状態
新生児

発熱

血圧上昇
悪心

過敏症
頭痛
低血圧
腹痛、嘔吐、下痢
そう痒症
分娩後出血、臨床的絨毛膜羊膜炎、子宮弛緩
外陰腟灼熱感、性器（陰唇部）浮腫

新生児呼吸窮迫関連症状

1～5％未満 1％未満 頻度不明

腟

児

子宮頸部

担体

取り出し用紐

製造販売元（輸入） 販売元

富山県富山市水橋辻ヶ堂1 5 1 5番地
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適正使用サポート

医薬品リスク管理計画対象製品

監修：プロウペス適正使用推進委員会

プロウペス 適正使用ガイドと合わせてご覧ください。

1.  警告
1.1 過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがある。また、過強陣痛を伴わな

い胎児機能不全が起こることもある。これらが生じた結果、母体や児が重篤な転帰に至った症例が報告されているの
で、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと。［11.1.1、11.1.2参照］

1.1.1 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、
分娩の管理についての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用する
こと。本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用いた頸管熟化の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用
を開始すること。

1.1.2 本剤は子宮頸管熟化不全の患者にのみ使用し、本剤の使用に際しては母体及び胎児の状態を十分に観察した上
で慎重に適応を判断すること。また、子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の
既往歴のある患者には使用しないこと。［2.2参照］

1.1.3 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）、ジノプロストン（PGE2（経口剤））と同時併用しないこと。また、本剤投与終
了後に分娩誘発・促進のためにこれらの薬剤を使用する場合、1時間以上の間隔をあけ、十分な分娩監視を行
い、慎重に投与すること。［2.8、7.4、10.1参照］

1.1.4 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視
装置を用いて連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、本剤を速やかに除去し、適切な処置を
行うこと。［8.参照］

1.2 本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 すでに分娩開始している患者［過強陣痛、胎児機能不全を起こすおそれがある。］
2.2 子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の既往歴のある患者［過強陣痛が生じると

不全子宮破裂や子宮破裂のおそれがある。］［1.1.2参照］
2.3 胎児機能不全のある患者［胎児の状態を悪化させるおそれがある。］
2.4 前置胎盤のある患者［出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.5 常位胎盤早期剥離のある患者［母体及び胎児への重篤な障害を起こすおそれがあり、緊急な胎児娩出が要求される。］
2.6 児頭骨盤不均衡又は胎位異常のある患者［正常な経腟分娩が進行せず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.7 医学的適応での帝王切開の患者［母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。］
2.8 オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）又はジノプロストン（PGE2（経口剤））を投与中の患者［1.1.3、7.4、10.1参照］
2.9 吸湿性頸管拡張材又はメトロイリンテルを実施中もしくはプラステロン硫酸エステルナトリウムを投与中の患者［7.4、

10.1参照］
2.10   本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

フェリング・ファーマ株式会社
製造販売元（輸入） 販売元
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