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黄体ホルモン製剤

処方箋医薬品注）

注）注意─医師等の処方箋により使用することプロゲステロン腟錠

薬価基準未収載

LUTINUS® Vaginal Tablets 100mg

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

他の腟剤（抗真菌剤など）

成分・含量 日局　プロゲステロン　100mg

添加剤 軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、ポビドン、アジピン
酸、炭酸水素ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム

3.1 組成

生殖補助医療における黄体補充

プロゲステロンとして1回100mgを1日2回又は3回、採卵日（又はホルモン補充周期下での凍結
胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点）から最長10週間（又は
妊娠12週まで）腟内に投与する。

8.1 投与の中止により、不安、気分変化、発作感受性の増大を引き起こす可能性があるので、投与
中止の際には注意するよう患者に十分説明すること。

8.2 傾眠状態や浮動性めまいを引き起こすことがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の
操作に従事する際には注意するよう患者に十分説明すること。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 てんかん又はその既往歴のある患者
副腎皮質ホルモン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.2 うつ病又はその既往歴のある患者
注意深く観察し、症状の悪化を認めた場合は投与を中止するなど注意すること。副腎皮質ホル
モン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.3 片頭痛、喘息又はその既往歴のある患者
病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.4 心機能障害のある患者
体液貯留を引き起こすおそれがある。

9.1.5 糖尿病の患者
糖尿病が悪化するおそれがある。

9.1.6 35歳以上の喫煙者で、アテローム性動脈硬化症の危険因子を有する患者
網膜血管障害の危険性が増加するおそれがある。[添付文書 11.1.1参照]

9.2 腎機能障害患者
体液貯留を引き起こすおそれがある。

9.3 肝機能障害患者
9.3.1 重度の肝機能障害のある患者
投与しないこと。作用が増強されるおそれがある。[添付文書 2.4参照]

9.3.2 中等度以下の肝機能障害のある患者
作用が増強されるおそれがある。

9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母
乳中へ移行することがある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

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投与を
中止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 血栓症（頻度不明）

心筋梗塞、脳血管障害、動脈又は静脈の血栓塞栓症（静脈血栓塞栓症又は肺塞栓症）、血栓性
静脈炎、網膜血栓症があらわれたとの報告がある。［添付文書 2.6、9.1.6参照］

11.2 その他の副作用

傾眠状態があらわれることがある。

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）

21錠［3錠×7：ブリスター、ポリエチレン製専用アプリケータ21本（1錠につき1本）添付］

14.1 薬剤交付時の注意
14.1.1 本剤は腟に適用する製剤のため、内服させないこと。
14.1.2 本剤を投与するときは、以下の手順にて、添付されている専用のアプリケータを用いて

腟内に直接挿入するよう指導すること。
（1）アプリケータを包装から取り出す。
（2）アプリケータの先端の装着部に錠剤を確実にはめ込み、落下しないように注意する。
（3）立位、座位又は仰向けになり、膝を曲げた状態で錠剤とともに、アプリケータをゆっくりと

腟内に挿入する。
（4）アプリケータの押し出し棒を押し、錠剤を放出する。
14.1.3 添付されている専用のアプリケータは、本剤の挿入以外には使用させないこと。

15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 海外の臨床試験において、本剤の曝露を受けた新生児426例中14例に胎児性形成異常が

報告されている。（1日2回投与群：新生児203例中7例（3.4%）に口蓋裂、二分脊椎/脊髄髄
膜瘤、大動脈弁狭窄、臍ヘルニア、胃腸形成異常、心臓弁膜疾患、先天性心臓欠陥症がみら
れた。1日3回投与群：新生児223例中7例（3.1%）に食道瘻、発育不全耳/尿道下裂、大動脈弁
逆流症/鼻中隔弯曲、手指奇形、口唇裂、水頭症、全前脳胞症/象鼻奇形/多指症がみられた。）

15.1.2 海外の臨床試験において、自然流産が4.3%、子宮外妊娠が0.6%の患者で報告されている。

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
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3.2 製剤の性状

性状・剤形 白色の腟錠

識別コード FPI、100

アプリケータ 1錠につきポリエチレン製アプリケータ1本を添付

外形

大きさ 長径：約22mm、短径：約13mm、
厚さ：約5mm、質量：約1.25g

  

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 診断未確定の性器出血のある患者[病因を見のがすおそれがある。]
2.3 稽留流産又は子宮外妊娠の患者[妊娠維持作用により死亡している

胎児の排出が困難になるおそれがある。]
2.4 重度の肝機能障害のある患者[添付文書 9.3.1参照]
2.5 乳癌又は生殖器癌の既往歴又は疑いがある患者[症状が悪化する

おそれがある。]
2.6 動脈又は静脈の血栓塞栓症あるいは重度の血栓性静脈炎の患者

又は既往歴のある患者[添付文書 11.1.1参照]
2.7 ポルフィリン症の患者[症状が悪化するおそれがある。]

本剤の作用が増強又は減弱
する可能性がある。

本剤からのプロゲステロン放
出及び吸収を変化させる可能
性がある。

器官別大分類 1～5％未満 1％未満 頻度不明

神経系障害 頭痛、傾眠 浮動性めまい、
不眠、疲労

胃腸障害 腹痛、悪心、嘔吐腹部膨満、下痢、便秘

皮膚および
皮下組織障害

蕁麻疹、発疹、
過敏症反応

その他 末梢性浮腫肝機能検査異常

生殖系および
乳房障害

性器出血 子宮痙攣、
外陰腟障害、
腟真菌症、
乳房障害、
陰部瘙痒症

製造販売元（輸入）

3. 組成・性状

4. 効能又は効果

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

13. 過量投与

25. 保険給付上の注意

22. 包装

14. 適用上の注意

15. その他の注意

24. 文献請求先及び問い合わせ先

Vol.5Regional round table discussion

開催日 2018年9月29日（土） 会 場 名古屋国際ホテル

ホルモン補充周期凍結融解胚移植に
おける臨床転帰は黄体補充法の
影響を受けるのか？

Chairperson司 会

Participants参加者

西村 満先生
西村ウイメンズクリニック

村田 泰隆先生
ARTクリニックみらい

山口 和香佐先生
俵IVFクリニック

【注意1】参加者コメントに含まれる製剤データについては、国内で承認されている効能・効果、用法・用量と異なる場合が
ありますので、薬剤使用の際には各治療薬の最新の添付文書をご参照ください。

【注意2】天然型プロゲステロン：体内で分泌されるプロゲステロンと同一の分子構造となるよう合成されている。

伊藤 知華子先生
セントソフィアクリニック

副田 善勝先生
あいARTクリニック

国内では2015年以降、プロゲステロン腟剤を使用した黄体補充法が標準化しつつあるが、その詳細は施設によって異なり、プロ
ゲステロン腟剤の単独投与を標準的に行う施設、合成黄体ホルモン剤との併用投与を標準的に行う施設、妊娠判定日を境に合成
黄体ホルモン剤からプロゲステロン腟剤へ変更する施設など、さまざまである。合成黄体ホルモン剤とプロゲステロン製剤では
ステロイドホルモン受容体親和性プロファイルが異なることから、脱落膜化の程度や、妊娠維持期の内膜環境が異なるとする報告
があるが、黄体補充で用いられる薬剤の種類が実際の治療や臨床成績に及ぼす影響については十分に議論されていない。そこで
今回、中部・東海エリアでART治療に携わる医師らが集まり、さまざまな観点から理想的な黄体補充法について討論を行った。

（ご芳名五十音順）



■  各施設における標準的な胚移植法   
西村　日本産科婦人科学会のARTレジストリ報告によりますと、全出生児における生殖

補助医療（ART）による出生児の割合は、2016年において約18人中1人の割合にまで

至っており1）、今後もARTによる出生児の割合は増加する傾向にあると思います。また、

ARTにおける出生児の治療法別内訳について、約8割は凍結融解胚移植周期において

誕生していることも明らかにされています。こうした背景をもとに本日は凍結融解胚

移植の治療法と臨床転帰について議論を行いたいと考えておりますが、まず初めに参加

頂いた先生方の施設における胚移植法についてご紹介頂けますか。

伊藤　当院では、全周期の約80％をホルモン補充周期、残りの約20％を自然周期で

行っています。以前はほとんどの周期でホルモン補充療法を行っていましたが、最近

では、患者から自然周期の希望があればその意向を可能なかぎり受け入れているため、

自然周期移植が増えています。

副田　当院も、伊藤先生のご施設と同様で、凍結融解胚移植を行う周期は、ホルモン補充周期が80％、自然周期が20％

です。

村田　当院では、ほとんどの移植はホルモン補充周期で行います。移植日をあらかじめ決めることができるため、仕事を

持った多くの女性にとって、負担の少ない方法となります。ホルモン補充周期であれば3週間前には移植日を決定でき

るので、医師、患者双方にとってスケジュール管理が容易であり、かつ成績も良好であるため、当院ではホルモン補充

周期が主流になっています。

山口　当院では、3～4年前まではほとんどの周期がホルモン補充周期でしたが、2年ほど前に、自然周期下移植の方が

ホルモン補充周期凍結融解胚移植における
臨床転帰は黄体補充法の影響を受けるのか？

Regional round table discussion　Vol.5

各施設における標準的な胚移植法

PROGRAM

凍結融解胚移植周期における周産期転帰について
　　1.移植法の違いと周産期合併症の関係
　　2.黄体ホルモン剤のステロイド受容体親和性の違いと脱落膜化に及ぼす影響

実臨床における黄体ホルモン剤の選択

胚移植周期における今後の展望と課題

西村 満先生
西村ウイメンズクリニック



ホルモン補充周期下移植よりも流産が少ないという報告を聞いてから、自然周期下移植

を少しずつ増やし、今年は自然周期が全周期の約80％に達しました。一方で、移植日

をあらかじめ決めておきたい女性、生理周期がない女性ではホルモン補充周期で移植

を行います。

西村　当院は、村田先生のご施設と同様に、ほとんどがホルモン補充周期です。患者

からの強い要望があるときには自然周期を検討しますが、基本的にはスケジュールを

組み立てやすいホルモン補充周期で移植を行っています。

■   凍結融解胚移植周期における
   周産期転帰について

1.移植法の違いと周産期合併症の関係
西村　それでは次に凍結融解胚移植周期における周産期に目を向けてみたいと思います。2008年から2010年の期間

において実施された凍結融解単一胚移植周期の周産期転帰を、同時期に実施された新鮮単一胚移植周期と比較すると、

胎児側の早産（妊娠37週未満）や低出生体重児（2,500g未満）の頻度が凍結融解胚移植周期において有意に低いことが報告

されています。一方で、母体側の転帰については、癒着胎盤や妊娠高血圧症候群の頻度を有意に上昇させています（図1）2）。

さらに、2013年に凍結融解胚移植にて単胎出生児を得た周期を自然排卵周期とホルモン補充周期に選別し、周産期転帰

を比較してみると、過期産率や帝王切開率の頻度はホルモン補充周期において有意に頻度が高いことが明らかにされて

AOR：調整オッズ比　CI：信頼区間　P value：多変量ロジスティック回帰分析（n=277,042）　
調整因子：母親の年齢、移植胚ステージ（初期胚 or 胚盤胞）、胎児の性別

- 胎児 -
Outcome AOR 95%CI P value

37wks未満の早産 0.90 0.82-0.98 0.02

2,500g未満の低出生体重児 0.71 0.66-0.77 <0.001

出生時体重標準値10パーセンタイル未満の
超低出生体重児 0.67 0.60-0.75 <0.001

出生時体重標準値90パーセンタイル以上の
巨大児 1.48 1.38-1.58 <0.001

Ishihara O et al. Fertil Steril. 2014;101（1）:128-33. より作成

【図1】凍結融解胚移植が母体および胎児の周産期転帰に及ぼす影響

調整オッズ比、95%CI（vs 新鮮胚移植）

- 母体 -
Outcome AOR 95%CI P value
前置胎盤 0.91 0.70-1.19 0.48

常位胎盤早期剥離 0.65 0.41-1.04 0.07

癒着胎盤 3.16 1.71-6.23 <0.001

妊娠高血圧症候群 1.58 1.35-1.86 <0.001
対象：2008年から2010年に単一胚移植にて単胎妊娠に至った症例（n=277,042）

伊藤 知華子先生
セントソフィアクリニック



います（図2）3）。こうした報告を踏まえると、凍結融解胚移植周期は胎児における臨床

転帰を改善させている一方で、母体側の転帰については低頻度ではあるものの、胎盤

関連合併症の頻度を上昇させており、また移植法別においてはホルモン補充周期が臨床

転帰に影響を及ぼすと考えられます。このような周産期転帰の観点で研究を進められ

ている山口先生からご意見を頂けますか。

山口　当院では先ほど申し上げたように、自然排卵周期凍結融解胚移植を積極的に

行っています。背景としては産科医師との共同で行った自然排卵周期とホルモン補充

周期の周産期転帰に関する調査の結果に基づいています。過去2年間において約500

分娩を対象にレトロスペクティブに調査を行ったのですが、先程の報告2,3）と同様に、

ホルモン補充周期において癒着胎盤や付着胎盤等の胎盤関連合併症を認めていました。

また分娩方法についても同様に、ホルモン補充周期において帝王切開の割合が高い

ことを確認しています。さらに分娩時出血量ですが、経腟分娩時1,000mL 以上、帝王切開時1,500mL 以上の頻度も

ホルモン補充周期にて頻度が高いことを確認しています。

村田　今回の研究で、ホルモン補充周期か自然排卵周期かの選択はどのようにされたのでしょうか。両群の背景に何ら

かの差はなかったでしょうか。

山口　年齢等の被験者背景因子については考慮した上で調査を行っておりますが、詳細については今後の課題と考えて

います。当院で調査している臨床転帰に影響を及ぼす因子についてですが、エストロゲンレベル（E2）の関与を考えて

います。Kaserら4）の報告においても、ピーク血中E2値が低値であることが胎盤合併症の関連因子ではないかとの見解が

示されていましたが、当院においても癒着胎盤を認めた症例のピーク血中E2値は200pg/mL以下の症例が大半を占めて

いました。自然排卵周期における排卵後の血中E2値は200～300pg/mL程度まで上昇し、その後の黄体期の上昇も含めて

【図２】凍結融解胚移植における治療周期別の検討　

凍結融解胚移植における治療周期別の検討 ‐自然排卵周期移植（NC-FET） vs ホルモン補充周期移植（HR-FET）-

- 過期産、帝王切開の割合 -

周産期アウトカム 95%CI p value
過期産率

NC-FET

HR-FET

帝王切開率

NC-FET

HR-FET

低出生体重児

NC-FET

HR-FET

Reference

3.30-9.80

Reference

1.52-1.76

Reference

0.99-1.32

<0.001

<0.001

0.075

調整オッズ比

1.0

5.68

1.0

1.64

1.0

1.14

Saito K et al. J Assist Reprod Genet. 2017;34（4）:465-470.

■対象と方法
2013年の日本産科婦人科学会ART登録レジストリにおいて、凍結融解胚移植を施行後に単胎出生児を得た16,522周期（NC: 6,287周期、HR: 10,235
周期）を対象に移植方法の違いと周産期アウトカムの関係を検討した。

調整オッズ比、95%CI、P value：多変量ロジスティック回帰分析（n=16,522）
調整因子：母体年齢、移植胚ステージ、児の性別、移植胚数、AH有無、ART適応Gestation（weeks）
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二峰性の上昇を示すことから、ホルモン補充周期において血中E2値が低値例であった

症例では、内膜形成段階において何かしらの問題が生じている可能性があるのではない

かと考えています。また、血管増殖因子（vascular endothelial growth factor：VEGF）

の1つであるPlacental growth factor（PGF）は胎盤形成時の血管新生をコントロール

する因子として非常に重要ですが、PGFは排卵によって上昇することが明らかにされ

ています5）。排卵が生じないホルモン補充周期におけるPGFレベルと胎盤関連合併症

の関与も今後検討する必要があると考えています。 

2. 黄体ホルモン剤のステロイド受容体親和性の違いと
 脱落膜化に及ぼす影響
西村　ホルモン補充周期における周産期胎盤関連合併症については、血中E2値が関与

している可能性が高いとの紹介がありましたが4）、黄体ホルモン剤についても目を向ける必要があると思います。内因性

プロゲステロンと同一構造の天然型プロゲステロン製剤については、主としてプロゲステロン受容体への結合を示します

が、それ以外にグルココルチコイド受容体（GR）やミネラルコルチコイド受容体（MR）へも結合することが知られています6）。

GRやMRへの結合はPRへの結合同様に内膜の脱落膜化に大きく影響することが明らかにされていますが（図3）7）、基礎的

研究においてGRへの直接的結合は、子宮内膜における炎症のコントロールや新生血管発育因子などのサイトカインを

放出する子宮NK細胞の制御に関連があり、またMRへの直接的結合は着床前後の受精卵の分化や免疫寛容を司るレチノ

イド代謝経路の制御に関連することが報告されています（図3）。一方で、国内で使用されてきた合成黄体ホルモン経口剤

のジドロゲステロンやクロルマジノンにおいてはGRやMRへの受容体親和性はほとんど認めないことも明らかにされて

います（図3）6）。天然型プロゲステロン腟剤を比較対象としたジドロゲステロンの臨床成績は、新鮮胚移植周期においては

● Quenby S et al. Hum Reprod. 1999;14（9）:2386-91.
● Kuroda K et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98（11）:4429-37.
● Lachapelle MH et al. J Immunol. 1996;156（10）:4027-34.

● Lash GE et al. Angiogenesis. 2011;14（4）:523-32.
● Salker M et al. PLoS One. 2010;5（4）:e10287.

GR

MR

GRCortisol

MRCortisol

Cortisone
（Inactive）

11βHSD2

11βHSD1

Cortisol
（Active）

Chlormadinone 
acetate

PR AR ER GR MR

Progesterone 50 0 0 10 100

Dydrogesterone 75 0 － － －

67 5 0 8 0

MPA 115 5 0 29 160

Schindler AE et al, Maturitas, 2003より作成

【図3】各製剤の受容体親和性とプロゲステロンの作用

プロゲステロンの作用する核内受容体

レチノイド代謝経路
（ビタミンA）    

子宮NK細胞の制御

炎症のコントロール

エピジェネティクス

プロゲステロン

11βHSD：11β水酸化ステロイド脱水素酵素　GR：グルココルチコイド受容体　MR：ミネラルコルチコイド受容体

村田 泰隆先生
ARTクリニックみらい



同等の妊娠率および流産率を示すことが海外にて多数報告されています8,9）。一方で、

Fatemi ら10）はホルモン補充周期においてプロゲステロン腟剤とジドロゲステロン

経口剤を同一被験者6例を対象にクロスオーバー法で投与し、内膜日付診を指標に内膜の

発育進度を比較検討していますが、ジドロゲステロン投与時においてはプロゲステロン

腟剤投与時に比べて発育遅延を認める割合が高かったことを報告しており、またZarei

ら11）は、ホルモン補充周期における凍結胚移植周期において、ジドロゲステロンは天然型

プロゲステロン腟剤に比べて妊娠率が低かったことを報告しています（※海外報告）。

伊藤　このような黄体ホルモン剤のステロイド受容体親和性の違いが脱落膜化に影響を及

ぼしているのであれば、胎盤合併症の関連因子として詳細を検討する意義は高いと思います。

西村　また、アンドロゲン受容体（AR）への結合を有する合成黄体ホルモン剤については、

妊娠初期における投与が胎児の安全性リスクを増加させる可能性があるため12）、使用を再考

する必要があると考えられます。このように、内膜の脱落膜化プロセス、及び胎児の安全性リスクを考慮した場合、海外

同様にプロゲステロン腟剤が標準的に選択されていくことになると予想されますが、近年の伊藤先生のご施設における

治療方針の変遷および背景について共有頂けますか。

伊藤　日本産科婦人科学会の ART レジストリの報告においては先天異常児の詳細が明らかにされていますが1）、過去

数年間を遡り確認してみると、男児の性器形成異常の頻度については、発症数は少ないものの、増加傾向にあることが

分かります。詳細な検討を実施したわけではありませんが、凍結融解胚移植周期数の増加と少なからず関連があるのでは

ないかと推察しています。そこで当院では、国内におけるプロゲステロン腟剤を用いたホルモン補充周期において、血中

プロゲステロン値が臨床成績の予測因子になり得ないとする報告13,14）が出てきた時期から、それまで標準的に行って

いた合成黄体ホルモン経口剤と中用量のプロゲステロン腟剤の併用投与から、標準用量のプロゲステロン腟剤単独

投与へプロトコールを変更しました。治療成績の評価においては、年齢や胚関連因子、内膜関連因子の情報も詳細に

収集した上で検討を行いましたが、プロトコール変更前後において臨床成績に差は認めていなかったことから、現在、

当院ではプロゲステロン腟剤の単独投与を標準的に選択しています。

■  実臨床における黄体ホルモン剤の選択   
西村　各々の黄体ホルモン剤のステロイド受容体親和性の違いが脱落膜化および着床後の内膜環境に大きく影響を及ぼし

ているのであれば、国内で主として使用されてきた合成黄体ホルモン経口剤を単独で使用することは再考しなくては

ならないのかもしれません。先ほどの周産期合併症に関する国内報告もプロゲステロン腟剤が国内に登場した2014年

以前の疫学データでした。したがって、今後の黄体ホルモン剤の選択においては、プロゲステロン腟剤の単独投与、また

は、少なくともプロゲステロン腟剤の併用投与が標準化することになるのではないかと思います。伊藤先生のご施設では

プロゲステロン腟剤の単独投与を標準的に行っているということでしたが、他の先生方の治療法はいかがですか。

副田　当院ではプロゲステロン腟剤と合成黄体ホルモン経口剤を併用で投与しています。特別な理由があるわけではない

のですが、国内でのプロゲステロン腟剤上市前のプロトコールが経口剤と筋注デポ剤の併用を標準的に行っていたため、

その当時からの治療方針を受け継いでいる状況です。

山口　当院もプロゲステロン腟剤と合成黄体ホルモン経口剤の併用を行っています。理由としては、プロゲステロン腟剤

の単独投与では患者の服薬アドヒアランスが十分に担保できるか不安視されるためです。1日投与回数やおりもの量

増加等の患者使用感が課題として考えられるため、その課題を埋め合わせるために併用投与を標準的に行っています。

村田　当院もプロゲステロン腟剤と合成黄体ホルモン経口剤の併用を行っています。プロゲステロン腟剤の投与を中心

副田 善勝先生
あいARTクリニック 
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に考えていますが、経口剤を併用することによって、効果を確実にし、かつ腟剤の投与回数を少なくして患者負担を減らす

ことができればと考えています。

西村　併用投与を行う施設が多いようですが、当院でもプロゲステロン腟剤の単独投与変更後に出血例や流産例の増加

を経験したため、筋注デポ剤の併用を行っています。単独投与、併用投与を選択するにせよ、どのプロゲステロン腟剤を

選択するかということも考慮する必要があると思いますが、先生方のご施設はどのような選択を行っておられますか。

山口　当院では使用可能な4腟剤の全てを採用した上で患者使用感の調査を実施しましたが、剤形の違いによって腟内での

残渣や蓄積を多く認めることを明らかにしており15）、患者使用感についても薬剤選択上、重要視することにしています。

副田　当院でも4腟剤を採用しており、患者のライフスタイル、好みに合わせて選択するようにしています。しかし、製剤

学的には4剤ともに開発の歴史的背景が異なっており、薬剤の吸収効率は異なっていることが明らかにされています16-18）。

当院としては発泡性の腟錠が血中プロゲステロン値のバラつきが小さく、安定している印象を持っているため、選択する

機会が多くなっています。

■  胚移植周期における今後の展望と課題   
西村　最後に本日の討論を通して、胚移植周期における今後の展望と課題についてコメントはありますか。

村田　私の施設では先ほど申し上げたように、ホルモン補充周期における凍結融解胚移植を標準的に行っていますが、

ホルモン補充周期の周産期転帰において胎盤関連合併症を増加させていることを踏まえると、その要因について今後詳細

を検討する必要性を感じています。自然周期移植において一定の臨床成績が得られることは理解していますが、ホルモン

補充周期は、一定の環境下で治療スケジュールを立てて移植することができ、患者にとっても医療機関側にとっても有用な

治療法であると考えています。したがって今後取り組むべき課題として、私としては自然周期同様のアウトカムが得られる

理想的なホルモン補充プロトコールを探求していきたいと考えています。

西村　プロゲステロン腟剤は妊娠初期の投与において安全性リスクを増加させる報告は出ていません12）。したがって、

従来使用されてきた合成黄体ホルモン経口剤からプロゲステロン腟剤へ変更されたことによって、今後、日本の先天異常児

の発症率にどのような変化が生じるのか注目したいと思います。また同様に、従来の合成黄体ホルモン経口剤とは異なる

プロゲステロン製剤のステロイド受容体親和性は、脱落膜化や妊娠維持期における内膜環境に影響を及ぼすことが報告

されていますが、それが周産期転帰にどのような変化をもたらすのかも注目していきたいと思います。本日は活発なご討議

を頂きまして誠にありがとうございました。
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黄体ホルモン製剤

処方箋医薬品注）

注）注意─医師等の処方箋により使用することプロゲステロン腟錠

薬価基準未収載

LUTINUS® Vaginal Tablets 100mg

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

他の腟剤（抗真菌剤など）

成分・含量 日局　プロゲステロン　100mg

添加剤 軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、ポビドン、アジピン
酸、炭酸水素ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム

3.1 組成

生殖補助医療における黄体補充

プロゲステロンとして1回100mgを1日2回又は3回、採卵日（又はホルモン補充周期下での凍結
胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点）から最長10週間（又は
妊娠12週まで）腟内に投与する。

8.1 投与の中止により、不安、気分変化、発作感受性の増大を引き起こす可能性があるので、投与
中止の際には注意するよう患者に十分説明すること。

8.2 傾眠状態や浮動性めまいを引き起こすことがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の
操作に従事する際には注意するよう患者に十分説明すること。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 てんかん又はその既往歴のある患者
副腎皮質ホルモン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.2 うつ病又はその既往歴のある患者
注意深く観察し、症状の悪化を認めた場合は投与を中止するなど注意すること。副腎皮質ホル
モン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.3 片頭痛、喘息又はその既往歴のある患者
病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.4 心機能障害のある患者
体液貯留を引き起こすおそれがある。

9.1.5 糖尿病の患者
糖尿病が悪化するおそれがある。

9.1.6 35歳以上の喫煙者で、アテローム性動脈硬化症の危険因子を有する患者
網膜血管障害の危険性が増加するおそれがある。[添付文書 11.1.1参照]

9.2 腎機能障害患者
体液貯留を引き起こすおそれがある。

9.3 肝機能障害患者
9.3.1 重度の肝機能障害のある患者
投与しないこと。作用が増強されるおそれがある。[添付文書 2.4参照]

9.3.2 中等度以下の肝機能障害のある患者
作用が増強されるおそれがある。

9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母
乳中へ移行することがある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

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投与を
中止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 血栓症（頻度不明）

心筋梗塞、脳血管障害、動脈又は静脈の血栓塞栓症（静脈血栓塞栓症又は肺塞栓症）、血栓性
静脈炎、網膜血栓症があらわれたとの報告がある。［添付文書 2.6、9.1.6参照］

11.2 その他の副作用

傾眠状態があらわれることがある。

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）

21錠［3錠×7：ブリスター、ポリエチレン製専用アプリケータ21本（1錠につき1本）添付］

14.1 薬剤交付時の注意
14.1.1 本剤は腟に適用する製剤のため、内服させないこと。
14.1.2 本剤を投与するときは、以下の手順にて、添付されている専用のアプリケータを用いて

腟内に直接挿入するよう指導すること。
（1）アプリケータを包装から取り出す。
（2）アプリケータの先端の装着部に錠剤を確実にはめ込み、落下しないように注意する。
（3）立位、座位又は仰向けになり、膝を曲げた状態で錠剤とともに、アプリケータをゆっくりと

腟内に挿入する。
（4）アプリケータの押し出し棒を押し、錠剤を放出する。
14.1.3 添付されている専用のアプリケータは、本剤の挿入以外には使用させないこと。

15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 海外の臨床試験において、本剤の曝露を受けた新生児426例中14例に胎児性形成異常が

報告されている。（1日2回投与群：新生児203例中7例（3.4%）に口蓋裂、二分脊椎/脊髄髄
膜瘤、大動脈弁狭窄、臍ヘルニア、胃腸形成異常、心臓弁膜疾患、先天性心臓欠陥症がみら
れた。1日3回投与群：新生児223例中7例（3.1%）に食道瘻、発育不全耳/尿道下裂、大動脈弁
逆流症/鼻中隔弯曲、手指奇形、口唇裂、水頭症、全前脳胞症/象鼻奇形/多指症がみられた。）

15.1.2 海外の臨床試験において、自然流産が4.3%、子宮外妊娠が0.6%の患者で報告されている。

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

3.2 製剤の性状

性状・剤形 白色の腟錠

識別コード FPI、100

アプリケータ 1錠につきポリエチレン製アプリケータ1本を添付

外形

大きさ 長径：約22mm、短径：約13mm、
厚さ：約5mm、質量：約1.25g

  

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 診断未確定の性器出血のある患者[病因を見のがすおそれがある。]
2.3 稽留流産又は子宮外妊娠の患者[妊娠維持作用により死亡している

胎児の排出が困難になるおそれがある。]
2.4 重度の肝機能障害のある患者[添付文書 9.3.1参照]
2.5 乳癌又は生殖器癌の既往歴又は疑いがある患者[症状が悪化する

おそれがある。]
2.6 動脈又は静脈の血栓塞栓症あるいは重度の血栓性静脈炎の患者

又は既往歴のある患者[添付文書 11.1.1参照]
2.7 ポルフィリン症の患者[症状が悪化するおそれがある。]

本剤の作用が増強又は減弱
する可能性がある。

本剤からのプロゲステロン放
出及び吸収を変化させる可能
性がある。

器官別大分類 1～5％未満 1％未満 頻度不明

神経系障害 頭痛、傾眠 浮動性めまい、
不眠、疲労

胃腸障害 腹痛、悪心、嘔吐腹部膨満、下痢、便秘

皮膚および
皮下組織障害

蕁麻疹、発疹、
過敏症反応

その他 末梢性浮腫肝機能検査異常

生殖系および
乳房障害

性器出血 子宮痙攣、
外陰腟障害、
腟真菌症、
乳房障害、
陰部瘙痒症

製造販売元（輸入）

3. 組成・性状

4. 効能又は効果

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

13. 過量投与

25. 保険給付上の注意

22. 包装

14. 適用上の注意

15. その他の注意

24. 文献請求先及び問い合わせ先
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ホルモン補充周期凍結融解胚移植に
おける臨床転帰は黄体補充法の
影響を受けるのか？
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Participants参加者
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西村ウイメンズクリニック

村田 泰隆先生
ARTクリニックみらい

山口 和香佐先生
俵IVFクリニック

【注意1】参加者コメントに含まれる製剤データについては、国内で承認されている効能・効果、用法・用量と異なる場合が
ありますので、薬剤使用の際には各治療薬の最新の添付文書をご参照ください。

【注意2】天然型プロゲステロン：体内で分泌されるプロゲステロンと同一の分子構造となるよう合成されている。

伊藤 知華子先生
セントソフィアクリニック

副田 善勝先生
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国内では2015年以降、プロゲステロン腟剤を使用した黄体補充法が標準化しつつあるが、その詳細は施設によって異なり、プロ
ゲステロン腟剤の単独投与を標準的に行う施設、合成黄体ホルモン剤との併用投与を標準的に行う施設、妊娠判定日を境に合成
黄体ホルモン剤からプロゲステロン腟剤へ変更する施設など、さまざまである。合成黄体ホルモン剤とプロゲステロン製剤では
ステロイドホルモン受容体親和性プロファイルが異なることから、脱落膜化の程度や、妊娠維持期の内膜環境が異なるとする報告
があるが、黄体補充で用いられる薬剤の種類が実際の治療や臨床成績に及ぼす影響については十分に議論されていない。そこで
今回、中部・東海エリアでART治療に携わる医師らが集まり、さまざまな観点から理想的な黄体補充法について討論を行った。
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黄体ホルモン製剤

処方箋医薬品注）

注）注意─医師等の処方箋により使用することプロゲステロン腟錠

薬価基準未収載

LUTINUS® Vaginal Tablets 100mg

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

他の腟剤（抗真菌剤など）

成分・含量 日局　プロゲステロン　100mg

添加剤 軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、ポビドン、アジピン
酸、炭酸水素ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム

3.1 組成

生殖補助医療における黄体補充

プロゲステロンとして1回100mgを1日2回又は3回、採卵日（又はホルモン補充周期下での凍結
胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点）から最長10週間（又は
妊娠12週まで）腟内に投与する。

8.1 投与の中止により、不安、気分変化、発作感受性の増大を引き起こす可能性があるので、投与
中止の際には注意するよう患者に十分説明すること。

8.2 傾眠状態や浮動性めまいを引き起こすことがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の
操作に従事する際には注意するよう患者に十分説明すること。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 てんかん又はその既往歴のある患者
副腎皮質ホルモン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.2 うつ病又はその既往歴のある患者
注意深く観察し、症状の悪化を認めた場合は投与を中止するなど注意すること。副腎皮質ホル
モン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.3 片頭痛、喘息又はその既往歴のある患者
病態に影響を及ぼすおそれがある。

9.1.4 心機能障害のある患者
体液貯留を引き起こすおそれがある。

9.1.5 糖尿病の患者
糖尿病が悪化するおそれがある。

9.1.6 35歳以上の喫煙者で、アテローム性動脈硬化症の危険因子を有する患者
網膜血管障害の危険性が増加するおそれがある。[添付文書 11.1.1参照]

9.2 腎機能障害患者
体液貯留を引き起こすおそれがある。

9.3 肝機能障害患者
9.3.1 重度の肝機能障害のある患者
投与しないこと。作用が増強されるおそれがある。[添付文書 2.4参照]

9.3.2 中等度以下の肝機能障害のある患者
作用が増強されるおそれがある。

9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母
乳中へ移行することがある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）
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11.2 その他の副作用

傾眠状態があらわれることがある。

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）

21錠［3錠×7：ブリスター、ポリエチレン製専用アプリケータ21本（1錠につき1本）添付］
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