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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

開催日 WEB開催2020年8月31日（月）

生殖医療が周産期予後に
及ぼす影響とは？
～生殖医療と周産期医療の連携～

【注意1】参加者コメントに含まれる臨床データについては、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。

　生殖補助医療（ART）の実施件数の増加に伴い、総妊娠例に占めるARTによる妊娠例の割合が増え、周産期管理を行う産科医
がARTによる妊娠例を診療する機会も増えている。一方で、ARTによる妊娠では、体外受精、顕微授精などの治療が、さまざまな
周産期合併症の発生に影響を及ぼすことが指摘されている。このような背景から、ARTと周産期医療での情報共有、両者の連携
の在り方を考えることが重要になってきている。
　今回は、ARTと周産期医療の領域から、ご専門の先生方を招き、ご講演ならびにご討議いただいた。

記録集

Web座談会

黒田 恵司先生
杉山産婦人科新宿 難治性不妊症診療部長

銘苅 桂子先生
琉球大学病院周産母子センター 教授

池田 智明先生
三重大学医学部産科婦人科学教室 教授

片桐 由起子先生
東邦大学医学部産科婦人科学講座 教授

Participants参加者 （発表順）
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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
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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）
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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。
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我々周産期医療に携わる産科医は、日々の診療のなかで生殖補助医療（ART）による妊娠例を診ない日はないと言えるほど、多
くのARTによる妊娠例を診療している。しかし、周産期の医師はARTの内容をあまり知らずに診療しているというのが実情である。

今回は、三重県周産期センターデータベースを解析し、ARTと胎盤関連疾患との関係について検討したので、その結果をご
報告する。三重県では年間約14,000件の分娩があり、そのうち約7割は1次施設で、3割は2つの総合周産期センターと3つの
地域周産期センターで行われている。本研究ではこれら5施設で2015～2017年の3年間に行われた6,994件の分娩を解析
した。情報が不十分な42件を除き、対照群は6,141件、ART群は全体の約12％にあたる811件であった。1次施設で分娩を
行うARTによる妊娠例は約2％であったことから、ARTを受けた患者のほとんどは総合病院で分娩を行っている実態が明らかに
なった。両群の患者背景を比較すると、ART群は対照群と比べて、高年齢で、初産率が高く、帝王切開率が高かった。また、ART
の内訳は、新鮮胚が10％、凍結融解胚が90％であり、移植は自然周期が2％、ホルモン補充周期が98％であった。

胎盤関連疾患の発生率は、低置胎盤が対照群1.3％、ART群2.6％、前置胎盤が1.6％、4.2％、癒着胎盤が0.3％、2.6％、胎盤
遺残が0.1％、0.5％であり、いずれも対照群と比べてART群が有意に高かったが（全てp＜0.05（χ2検定））、常位胎盤早期剝離
は1.7％、0.5％とART群が有意に低かった（p=0.001（χ2検定））（図1）。また、ART群では、遅発性妊娠高血圧腎症発症率が
高かったが、早発性妊娠高血圧腎症、重症の妊娠高血圧腎症は両群で差がなかった。

三重大学医学部産科婦人科学教室 教授  池田 智明先生

Ⅰ. 周産期合併症の現状について

三重県周産期センターデータベース研究

ARTによる妊娠では胎盤関連疾患リスクが高まる
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三重県周産期センターデータベース（2015-2017）

図1

生殖補助医療と胎盤関連疾患（Univariate analysis）

対照群
 (n=6,141)

ART群　　　　　　　　 
(n=811)

P value 
（χ2検定）

低置胎盤 79 (1.3%) 21 (2.6%)  0.03

前置胎盤 96 (1.6%) 34 (4.2%)  0.004

癒着胎盤 18 (0.3%) 18 (2.6%)  < 0.001

胎盤遺残 6 (0.1%) 4 (0.5%)  0.03

常位胎盤早期剥離 103 (1.7%) 4 (0.5%)  0.001

■ART群：有意に胎盤位置異常・癒着胎盤が増加し、早剥が減少していた。
■ �胎盤形成異常については近年、凍結融解胚移植群にて合併率が有意に高いこと1)、凍結融解
胚移植での内膜作成法（自然周期、ホルモン補充周期）の違いが影響を及ぼしていることが
報告されている2)。



産科危機的出血に関しては、弛緩出血の発生率は、対照群1.7％、ART群3.8％とART群で高かったが、子宮破裂、産道裂傷、
羊水塞栓症は両群で差を認める傾向は確認できなかった。母親の年齢、経産/初産で調整し、多変量解析を行った結果、ART群
では対照群と比べて、低置胎盤、前置胎盤、癒着胎盤、弛緩出血のリスクがあり、なかでも癒着胎盤はオッズ比（95％信頼区間）
が7.35（3.20-16.6）と高かった。

癒着胎盤はART群で多かったが、癒着胎盤により子宮摘出に至ったのは対照群6/18例、ART群1/16例であり、当院の経験
でも、ART症例で見られる癒着胎盤は2cm×2cmほどの大きさのものが多く、子宮摘出に至る症例は少ない。また、既往帝王
切開/既往子宮手術例では、癒着胎盤は対照群9/18例、ART群2/16例であった。

今回の我々の調査においては、ARTによる妊娠では、低置胎盤、前置胎盤、癒着胎盤が増加し、常位胎盤早期剥離は減少した。
また、ARTによる妊娠例で癒着胎盤が発生しても、子宮摘出に至ることは少なかった。

海外の複数のメタ解析で示されている通り、ARTによる妊娠では自然妊娠と比べて、出生児に先天異常がみられるリスクが
高いことが知られている3-5）。

日本産科婦人科学会がまとめるARTレジストリーを後方視的に調査した研究では、新鮮胚移植により妊娠した59,000以上の
単胎のデータを解析した結果、体外受精（IVF）群において、男性不妊があった場合には、なかった場合と比べて児に心房中隔欠
損が認められるオッズ比（95％信頼区間）は3.98（1.12-14.1）、尿道下裂が認められるオッズ比は6.85（2.05-22.9）と高く、男性
不妊がARTにより出生した児の先天異常に影響を及ぼすことが示されている6）。

ARTによる出生児の先天性異常の問題は、男性因子のみが原因ではなく、卵巣刺激、胚の体外胚培養、胚操作、胚の凍結融
解、ホルモン補充、母親や父親の高齢化や生活習慣なども関係していると考えられる。したがって、ARTを行う医師からは、周産
期合併症を発症した場合に備えて、患者および周産期管理を行う産科医にARTについて十分に情報提供することが重要である。

環境省が実施するエコチル調査を後方視的に解析した研究では、自然妊娠約90,000例、IVFによる妊娠約1,500例、顕微
授精（ICSI）による妊娠約1,700例を対象に周産期合併症リスクを検討した。その結果、IVF群、ICSI群の両群は、自然妊娠群と
比べて、前置胎盤、癒着胎盤、帝王切開、輸血、ICU管理、早産のリスクが高かった7）（図2）。

日本のARTレジストリーを使用したSaitoらの研究では、凍結融解胚移植を行った、自然周期約30,000周期、ホルモン補充周
期約75,000周期のデータを解析し、ホルモン補充周期は自然周期と比べて、HDP、癒着胎盤、帝王切開、早産のリスクが高いこ
とを示した8）。本研究では、このようにホルモン補充周期で胎盤異常が多かった理由として、両群のホルモン補充の内容の違いを
指摘している。本研究では、ホルモン補充周期でエストロゲンとプロゲステロンを投与された割合が81.6％と高かった（自然周
期は11.0％）。しかし、自然周期でも46.7％にプロゲステロンが投与されていたことから、ホルモン補充周期で投与されていた
エストロゲンが胎盤異常に影響を及ぼしている可能性があると考察されている。

ARTでは子宮内操作が多いことも、さまざまな胎盤異常が生じる原因になっていると考えられる。ARTでは人工授精や胚移植
に加え、子宮内膜ポリープや子宮粘膜筋腫に対する子宮鏡下手術（TCR）も行われる。さらには、母体因子や各ホルモン濃度が関係
する可能性も考えられる。胎盤異常が起こる機序については不明な点が多いため、今後の研究で明らかになることが期待される。 

琉球大学病院周産母子センター 教授  銘苅 桂子先生

Ⅱ. 周産期合併症の発症要因について

ARTによる妊娠と出生児の先天異常リスク

ARTが周産期予後に及ぼす影響
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世界的にARTで課題とされるのは、複数個の胚移植による多胎妊娠に伴う、早産や低出生体重児などの合併症である。単一
胚移植は、複数胚移植と比べて、多胎妊娠に加え、早産、低出生体重児のリスクも減少することが知られている9,10）。また、単一胚
移植では複数胚移植と比べて、1回の胚移植による妊娠率は低下するが、1回の採卵による累積妊娠率には差がなく、妊娠37週
以上での正期産児の獲得は単一胚移植群の方が約5倍多いことが示されている9）。

もう一つのARTに関する重要な問題として、過排卵誘発を行い、採卵後、同じ周期で胚移植を行うと、早産、低出生体重児の
リスクが高まることが指摘されている11,12）。凍結融解胚移植では、早産、低出生体重児のリスクは抑えられる13）一方で、凍結
融解胚移植では癒着胎盤、妊娠高血圧症候群のリスクが高まることがわかっている1）。しかしSaitoらはさらに詳細な解析を
行い、凍結融解胚移植の中で自然周期ではそのリスクは上がらず、ホルモン補充周期でリスクが高いことを示している14）。

日本のARTの特徴は、胚移植において、単一胚が用いられ、かつ凍結後に採卵とは別の周期で行われていることである。日本
では単一胚移植が全体の胚移植に占める割合は8割を超え、多胎率も3.1％と世界的に低い水準を保っている15）。また、治療
周期では凍結胚移植が約45％を占め、ARTによる出生児の約85％は凍結融解胚移植による出生である16）。凍結融解胚移植を
行うメリットの1つは、過排卵誘発後の新鮮胚移植で生じやすい合併症を減らせることである13）。一方で、凍結融解胚移植の
ホルモン補充周期を再検討し、胎盤異常のリスクを下げる方法について今後考えていかなければならない。

杉山産婦人科新宿 難治性不妊症診療部長  黒田 恵司先生

Ⅲ. ARTにおける周産期予後を考慮した治療法とは？

母体への影響、周産期合併症を考慮した日本のARTの特徴
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Nagata et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2019) 19:77. 

図2

生殖医・産科医が知っておくべきこと（2） ARTが周産期予後に与える影響

Adjusted OR (95% CI)
IVF ICSI

HDP 1.4  (1.10–1.78) 1.25 (0.98–1.6) 
前置胎盤 2.9 (1.94–4.34) 2.01 (1.29–3.13) 
癒着胎盤 6.85 (3.88–12.13) 7.81 (4.56–13.38) 
Placenta abruption 0.91 (0.37–2.26) 2.01 (1.29–3.13) 
GDM　 0.99 (0.75–1.31) 0.97 (0.74–1.27)
帝王切開 1.85 (1.58–2.17) 1.89 (1.62–2.19)
輸血 3.85 (2.52–5.88) 3.76 (2.49–5.66)
ICU管理 2.58 (1.11–6.01) 3.45 (1.68–7.06)
早産 1.42 (1.13–1.78) 1.31 (1.05–1.64)

日本のエコチル調査を後方視的に調査
期間 ： 2011～2014年　
対象 ： 自然妊娠 90,506例
  IVF妊娠 1,476例
  ICSI妊娠 1,671例



子宮内膜脱落膜化の障害は、胎盤の形成不全、習慣流産、子宮内膜症などに深くかかわっていることがこれまで多くの研究
で明らかにされている17）。

子宮内膜脱落膜化において、不活性型のグルココルチコイドであるコルチゾンをコルチゾールへ活性化する酵素である11β
HSD1の発現が急激に上昇し、子宮内膜局所でコルチゾールが産生されていることがわかっている18）。プロゲステロンはプロ
ゲステロン受容体（PR）を介した影響だけでなく、産生されたコルチゾールと親和性をもつグルココルチコイド受容体（GR）とミ
ネラルコルチコイド受容体（MR）を介した遺伝子ネットワークも重要なことがわかっている17）。子宮内膜脱落膜化において、GR
を介しらせん動脈の構築や炎症反応と関わる子宮NK細胞の働きを制御し、MRを介し脱落膜化をコントロールするレチノイド
代謝経路を制御している。したがって、至適な子宮内膜脱落膜化には、GRおよびMRへの親和性が必要であり、2つの核内受
容体と親和性をもつ天然型プロゲステロンが重要と考えられる（図3）。凍結融解胚移植の自然排卵周期では、黄体から内因性
プロゲステロンが分泌されているため、大きな問題にならないのかもしれないが、ホルモン補充周期では排卵していないため、
胎盤から内因性プロゲステロンが分泌されluteo-placental shiftが起こる妊娠6～8週までは、天然型プロゲステロン製剤の
投与が重要になると推測される。

　　　　

子宮内膜脱落膜化におけるグルココルチコイド受容体とミネラルコルチコイド受容体の重要性
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Kuroda K et al. Mol Endocrinol. 2013;27:192-202.
Kuroda K et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:4429-37.

Kuroda K et al. Hypertens Res Pregnancy. 2019;7:16-21. より作成

図3

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

GR

MR

GRHSP90

HSP90Angiogenic
growth factors

KRAB-ZFPs

NFκB Cortisol

MRCortisol

Cortisone
（Inactive）

NAD+ NADH

Cortisol
（Active）

プロゲステロン

血管新生 子宮NK細胞

炎症反応

エピジェネティック

子宮内膜
脱落膜化

レチノイド
代謝経路

NADP+ NADPH

11βHSD2

11βHSD1

黄体ホルモン剤のステロイド受容体親和性とプロゲステロンの作用メカニズム
PR AR ER GR MR

プロゲステロン 50 0 0 10 100
ジドロゲステロン 75 0 − − −
クロルマジノン 67 5 0 8 0
メドロキシプロゲステロン 115 5 0 29 160

PR :プロゲステロン受容体　AR:アンドロゲン受容体　ER:エストロゲン受容体　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
Schindler AE et al. Maturitas. 2003 Dec 10;46 Suppl 1:S7-S16.



現在、ARTにおける黄体補充として、4種類のプロゲステロン腟剤が承認されている。一方で、未承認薬、薬剤の適応外使用
は、医師の裁量の範囲で認められており、ARTの実臨床ではこうした未承認薬の使用や特定の薬剤の適応外使用が少なからず
行われているのが現状である。未承認薬や適応外使用が行われている背景には、承認薬が存在しないため、同効薬、代替え薬と
して使用せざるを得ない、また、海外で使用されている薬が国内で承認を得るまでのドラッグラグを埋めるために必要であると
いった事情がある。いずれの場合でも、医師の裁量で、未承認薬の使用や適応外使用を行う際には、患者への十分なインフォー
ムド・コンセントが必要になる。

一方で、承認された薬剤を適正に使用していても、副作用が生じることがあり、そうした場合には国の医薬品副作用被害救済制
度の対象になる（図4）。医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が
必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を受けられる公的制度である。薬剤選択において、
こうした制度が整備されている承認薬剤を使用することは、患者の安全性を確保するという観点から重要であると考える。

凍結融解胚移植では、自然周期に比べてホルモン補充周期の方が、周産期合併症が多いと報告されている2）。しかし、自然周期
であっても、黄体ホルモン補充は行われるため、実際には治療周期の問題ではなく、使用する黄体ホルモン剤の種類や量、エスト
ロゲン製剤の使用の有無などの問題である可能性が考えられる。

ARTの実臨床では、ホルモンの投与不足により、流産が生じたり、生化学的妊娠に終わったりするのを避けるために、ホルモン
製剤を多めに投与しがちである。また、天然型製剤が使用できるのに合成型製剤を使用したり、天然型製剤と合成型製剤を併用
したりすることもある。こうした医師のホルモン製剤の選び方が周産期予後に影響を及ぼしている可能性が懸念される。

今回の3人の先生方のご講演を聞いて、ホルモン補充周期のあり方、ホルモン製剤の選び方についてARTに携わる者として
注意深く検討していく必要があると改めて感じた。　

東邦大学医学部産科婦人科学講座 教授  片桐 由起子先生

Ⅳ. 安全性を重視した薬剤選択とは？～法規制の観点から～

承認された薬剤を使用することの重要性

黄体ホルモン剤の選択と周産期予後
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図4

医薬品副作用被害救済制度
■�医薬品を正しく使用しても、副作用の発生は回避できない

■�医薬品（病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入も含）
を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により、入院治療が必要
になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの
給付を行う公的な制度

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/



片桐 ホルモン補充周期では、治療スケジュールを患者の都合に合わせることができるため、患者にとってのメリットは大きいと
思います。また、ホルモン補充周期でも、ホルモン製剤の投与法を工夫することで、自然周期と同様の結果が期待できる
のであれば、ホルモン補充周期の重要性はさらに増すと思います。

池田 様々な研究から、ホルモン補充周期では、絨毛外栄養膜細胞が脱落膜層に侵入した結果、十分な脱落膜化が阻害され、
癒着胎盤が生じ、出血につながるのではないかと考察されます。

黒田 前置胎盤や癒着胎盤といった胎盤の形成不全は、脱落膜化が至適に起きれば、予防が可能かもしれません。適切なホル
モン補充周期が実践され、脱落膜化の問題が減少すれば、ARTによる妊娠での合併症は減るのではないかと思います。ま
た、日本産婦人科学会にはARTの実臨床データが集められていて周産期医療のデータと関連づける予定もありますので、
それらを関連づければ、安全な妊娠および出産のための黄体補充方法が明らかになるかもしれません。

片桐 周産期医療とARTの2つの領域が連携する必要性を感じています。当院では他施設でARTを受けた妊婦の周産期管理
を多数行っていますが、ARTを行った施設からの診療情報提供書には、胚移植日、新鮮胚か凍結融解胚かくらいの情報し
か記載されていません。周産期医療に携わる先生方の中には、診療情報提供書に十分な情報がないことを気にしない
先生もいらっしゃいます。ART側から周産期医療側に必要な情報が提供され、周産期医療側では受け取った診療情報か
ら不妊治療の内容、および臨床所見を確認できるようになるとよいと思います。

銘苅 ART医、産科医と立場が違っても、同じ産婦人科医として母体、出生児が健康であってほしいという願いは変わりません。
しかし、ARTでは、妊娠が治療ゴールになりがちで、妊娠率や目の前にいる患者のQOLを考えると、ホルモン補充周期を
選択することが多くなります。ホルモン補充周期では周産期合併症のリスクがあると考えられているうちは、簡単に
ホルモン補充周期を選択してはいけないと思っています。天然型プロゲステロン製剤において内膜発育17）が良いとの報
告があり、標的部位へのプロゲステロン濃度の影響が考えられますが、それ以外に核内受容体への親和性が関わっている
可能性もあります。このことは周産期における胎盤関連合併症の頻度を軽減しうるものであるかもしれない。黒田先生が
おっしゃったように、周産期とARTのデータをリンクさせて解析した研究が進み、エビデンスを確立することが求められて
いると思います。

池田 天然型プロゲステロン製剤の内膜発育に及ぼす影響については、基礎的観点では合成黄体ホルモン剤との比較検討データ
が報告されているものの17）、臨床的観点においては大規模臨床試験における比較検討データは報告されておりません。
今回、このようなARTと周産期医療の医師が参加して議論する場を経験し、大変勉強になったと同時に、今後の更なる
連携強化が重要な課題であることを認識できました。

 ご参加いただきました先生方、本日はどうも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

開催日 WEB開催2020年8月31日（月）

生殖医療が周産期予後に
及ぼす影響とは？
～生殖医療と周産期医療の連携～

【注意1】参加者コメントに含まれる臨床データについては、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。

　生殖補助医療（ART）の実施件数の増加に伴い、総妊娠例に占めるARTによる妊娠例の割合が増え、周産期管理を行う産科医
がARTによる妊娠例を診療する機会も増えている。一方で、ARTによる妊娠では、体外受精、顕微授精などの治療が、さまざまな
周産期合併症の発生に影響を及ぼすことが指摘されている。このような背景から、ARTと周産期医療での情報共有、両者の連携
の在り方を考えることが重要になってきている。
　今回は、ARTと周産期医療の領域から、ご専門の先生方を招き、ご講演ならびにご討議いただいた。

記録集

Web座談会

黒田 恵司先生
杉山産婦人科新宿 難治性不妊症診療部長

銘苅 桂子先生
琉球大学病院周産母子センター 教授

池田 智明先生
三重大学医学部産科婦人科学教室 教授

片桐 由起子先生
東邦大学医学部産科婦人科学講座 教授

Participants参加者 （発表順）
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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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