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プロゲステロン腟剤の有効性は国内においても一定の評価が得られるに至っている。患者は自己投与期間中に様々な事象を経験
することから、使用開始前における看護師からの情報は非常に重要となる。現在、上市されているプロゲステロン腟剤は剤形や
使用法が各々異なるため、それぞれの腟剤における適切な情報提供のあり方について検討する必要がある。プロゲステロン腟剤
の国内上市後、約3年が経過した現在において、今回、西日本エリアの看護師が集まり、プロゲステロン腟剤の特性を踏まえた理想
的な情報提供のあり方について討論を行った。
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村上　2014年にプロゲステロン腟錠（商品名：ルティナス®腟錠）が、日本で初めて

生殖補助医療（ART）における黄体補充を適応症として承認され、その後プロゲス

テロン腟剤には新たに3剤が加わり、現在では4剤の治療選択肢があります。腟剤

の使用について日本人は外国人と比べると少し不慣れである上に、4剤はそれぞれ

剤形、腟内への挿入法、その他特徴が異なるため、看護師からの事前の情報提供は

非常に重要となります。皆さんは、腟剤の使用に対して不安を抱いている患者に、

腟剤を選ぶことの意義やベネフィットについてどのような説明を行っていますか。

永曽　当院では腟剤が経口薬や筋注製剤に比べて子宮内膜への薬物移送率が高い

ことや1）、妊娠後に悪阻症状が発現した場合も、無理なく継続使用できる利便性

について紹介をさせて頂き、患者の不安感の軽減に努めるようにしています。

越光　当院では、プロゲステロン腟剤は世界的な使用経験が長く、体内で産生され

ているプロゲステロンと同一の成分であるため、胎児における安全性を懸念する報告は出ていないことや2）、従来、国内

で使用されてきた経口剤や筋注製剤と同等以上の有効性が得られること3）などを患者に話すようにしています。以前は

全て経口剤や筋注製剤で黄体補充が行われていましたが、現在では、腟剤の使用を抵抗される患者以外は全てプロゲステ

ロン腟剤が処方されています。

藤井　プロゲステロン腟剤がARTにおける黄体補充に用いる薬剤として国内で承認されたことは、患者にとっても安心して

治療に臨めるという意味で大変意義のあることだと思います。当院でも、経腟投与は経口剤や筋注製剤に比べて子宮内膜

への薬物移送率が高いことを患者に伝えるようにしています1）。

■  プロゲステロン腟剤を使用する患者に
何を伝えておくべきか？
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村上　それではプロゲステロン腟剤を使用する患者に対して、どのような指導を行って

いくのかという点についてディスカッションさせて頂きたいと思います。腟剤使用に

おいては、挿入前における衛生面や、挿入時のポイント、挿入後の留意点等、使用開始

前に患者に伝える情報は多数あると思いますが、各施設での現在の取り組みについて

お話して下さい。

吉原　当院での2016年7月から2017年8月に実施したプロゲステロン腟剤の

使用感に関するアンケート調査をもとに回答させて頂きます。本調査は当院の

医師らの実施したプロゲステロン腟剤の臨床研究に併せて実施したため、各腟剤

の患者割り付けはランダムに行い、薬剤費は4剤ともに同一としました。

「挿入の難易度」について、アプリケータを使用して挿入する腟剤の使用者においては、

手指で挿入する腟剤の使用者と比べて、挿入しやすいとする回答割合が高いことが

既報の調査によって明らかにされていますが4,5）、当院の調査においても同様の回答が得られていました。一方で、以前に

手指で挿入する腟剤を使用した経験がある患者においては、アプリケータの使用に抵抗を感じている患者も一定の割合

でいらっしゃいました。アプリケータを使用して挿入する薬剤の使用では痛みを伴うことが多いのではないかと予想

し、「挿入時の痛み」についても調査しましたが、アプリケータ有無の違いによって、患者回答に差は認めていませんでした。

また、「薬剤の溶け残り」について尋ねたところ、全体の約4割の患者は「特に気にならなかった」と回答した一方で、約6割は

溶け残りについて一定の不満があったと回答していました。不満の程度については、1日の投与回数が多い薬剤で強く

感じている傾向がありました。また、関連事項として、「帯下」についても同様の傾向がありました。

これらの回答の詳細について患者の自由回答を確認しましたが、溶け残りや帯下については、「あらかじめ看護師に

聞いていたので気にならなかった」、「そんなものだと思った」などの回答もあり、看護師による事前の十分な説明や指導が、

患者の膣剤使用時の不安や不快感の軽減につながると思われました。

越光　当院での2017年8月以降に来院した患者にて、プロゲステロン腟剤4剤全ての使用経験がある患者を対象に、

自己記入式アンケートによって、各腟剤の使用感について無記名で回答を収集しましたので、その調査をもとに回答させ

て頂きます。

ルティナス®の良かった点として、「常温保存が可能なのがよい」、「アプリケータが付属しているので挿入が容易である」、

「挿入後の安静時間がないのがよい」などの回答がありましたが、一方で改善を希望する点としては、「アプリケータの

処理に困る」、「外出時のアプリケータの持ち運びが不便」、「投与回数が少ないと良

い」などの回答がありました。

本調査で明らかに出来たことは、どの腟剤においても各々の患者の主観によって

評価が異なるということです。挿入の利便性の観点より、アプリケータを高く

評価する回答がある一方で、日中の持ち運びや剤型の大きさを重要視し、手指で

挿入する腟剤を評価する回答もありました。また、1日投与回数に対する評価に

ついては、利便性の観点から投与回数の少ないものを評価する回答がある一方で、

安心感を得たいニーズから投与回数が多いものを評価する回答もありました。さら

に、薬剤の保管方法や挿入後の注意喚起の有無の違いに対しても、各々の患者に

おいて回答は異なっていました。このような各腟剤に対する患者使用感の結果を

総合的に踏まえると、看護師から患者に対する情報提供は一本化できるものでは

■  剤形の違いと患者使用感 ～施設における患者アンケート調査より～
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村上　腟剤の服薬指導においては、製薬会社の作成した薬剤の使用法や特徴のみ

では十分に伝えきれないことも多いと考えられます。プロゲステロン腟剤の服薬

指導において工夫されている点について情報共有をお願いします。

● 挿入忘れに対する事前情報
吉原　1日複数回投与の腟剤における薬剤挿入タイミングについては、基本的に1日

2回投与であれば約12時間ごと、1日3回投与であれば約8時間ごとの間隔をあけて

挿入することが望ましいと考えられます。また、ライフスタイルによって投与間隔の

確保が困難な場合でも、可能な限り規定の投与間隔に近い時間でスケジュールを

立て、毎日同時刻に挿入することが、プロゲステロンの内膜組織濃度を一定に保つ

上で重要であると思います。しかし、「挿入忘れがあったので、どうしたらいいか」と

いった問い合わせで施設に電話がかかってくることがあります。当院での調査時に

おいても約1－2割の患者で挿入忘れを経験している患者がいましたが、そのような患者については如何でしょうか。

藤井　ルティナス®を使用中の患者において挿入忘れがあった場合、基本的には製薬会社の指導箋の記載に従い、次の

挿入時間まで2－3時間以上ある場合は、忘れたことが判明した段階で投与するように伝えています。また、次の挿入

時間に接近している場合は、挿入忘れの投与は飛ばして投与頂くように伝えています。

田渕　患者のほうから「挿入忘れを防ぐためにアラームを設定していたら忘れなかった」という意見を聞いて、「アラーム

がいいですよ」と他の患者に情報共有させて頂いたのですが、挿入忘れを訴えてくる患者の数が減った印象があります。

村上　仕事と治療の両立をされている忙しい患者は、挿入忘れの頻度は増加するかもしれません。最近、多くの患者が

スマートフォンを所持していますので、定期的な時間でアラームの設定をしておくことは一つの解決策になる可能性が

あります。このような指導法は看護師ならではの視点かと思います。

● 不正出血に対する事前情報
村上　自己投与期間中の不正出血について皆様の施設ではどのような指導を行っておられますか。

吉原　基本的には医師の指示どおりに挿入頂くように伝えています。

越光　当院も同様に挿入を指示していますが、出血の程度により、どうしても不安になられている場合は一度受診頂く

ようお伝えし、その際に相談しながら対応しています。

永曽　腟剤において投与期間中の不正出血は共通事象だと考えられるので、出血することがあることをあらかじめ十分に

説明させて頂いています。出血の量や程度によって指導法も異なるかもしれませんが、腟や子宮頸管は繊細な所なので、

アプリケータや手指の刺激によっても出血は起こり得るものと考えています。重要なことは、出血を認める場合も腟剤

投与を継続頂くこと、それが治療において大きな影響を及ぼす可能性は低いこと6）、また生理様の出血を認める場合は

■  服薬指導における看護師の工夫

なく、それぞれの患者の好みや、生活環境について詳細に情報収集を行うことで、服薬指導も個別化する必要性を

感じました。

また、本調査では、患者をフルタイムの仕事を持つ人、パートタイムの仕事を持つ人、主婦の3群に選別し、就労状況の

違いの観点から処方希望腟剤を調査しました。結果は、仕事の種類、有無に関係なく、利便性の観点に基づく意見が反映

されていましたが、注目すべき回答として、どの患者も「最も有効性が期待できる薬剤」を希望していることが確認出来

ました。
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村上　最後に看護師だからこそできる膣剤を使用する患者支援についてディス

カッションしたいと思います。

藤井　医師の立場は出来るだけ効果的な治療方法を様々な研究や経験をもとに

優先的に考えて、なるべく早期に妊娠できる方法を提案することだと思うのですが、

看護師は、その患者が普段どのような生活をしておられるのかという、その人の

ライフスタイルやその人の治療に対する思いを受け止めて、看護に当たっていくことが

とても大切ではないかと思います。

村上　プロゲステロン腟剤の服薬指導において患者のライフスタイルは考慮すべき

重要なポイントです。例えば、薬剤の挿入時間はできるだけ短時間で終えたい人も

いれば、慎重に時間をかけて投与したい人もいます。また就業中の患者でも、昼間の

時間帯の投与が難しいような外勤が中心の人もいれば、時間調整がしやすい内勤が

中心の人もいます。またアプリケータの使用を希望する患者がいる一方で、アプリケータによる挿入が自分で行えず、パー

トナーのサポートが必要な人もいます。このような情報を踏まえた上で、その患者のライフスタイルに合わせて服薬指導を

行う必要があると思います。

田渕　最近ではジェルネイルがすごくはやっていて、当院の受診患者の中でも多数みられます。ジェルネイルは腟内を

傷つけることも懸念されるので、アプリケータのベネフィットも感じて頂きやすいことがあります。

村上　もう一つ、アプリケータのベネフィットについて言及したいことがあります。処方された腟剤をより効果的に

吸収させるためには、腟の上部1/3の位置に確実に挿入することが重要です7）。初めて腟剤を使用する場合は、どこまで挿入

すれば良いのか不安をもつ患者も少なくありません。その点、アプリケータがあれば適切な位置への挿入が容易になり

やすいというメリットがあります。初めて腟剤を使う人において、アプリケータによる挿入は安心感が持てると思います。

吉原　患者のライフスタイルについて十分に情報収集が出来ておらず、「普段どおりの生活を過ごして大丈夫です」と言う

ことは、信頼関係の構築において大きな障害となる可能性があります。その人の「普段どおり」が、どのような生活をして

■  看護師だからできる“患者のライフスタイル”に寄り添った支援

施設に連絡することを明確に伝えておくことで、患者の不安をできるだけ使用開始前に取り除いておくことが重要だと

思います。

● 帯下に対する事前情報
吉原　薬剤によって、帯下の質も様々ですので、最近では、「このプロゲステロン腟剤を使うと、こんな帯下が出ます」と

事前にお伝えするようにしています。例えばルティナス®の場合は発泡性の腟錠なので、基剤の添加物が崩壊後に腟内分泌

物に混ざって、さらさらした白いおりものとして出てくることがあると伝えています。また、剤形の違いによっては粘性の

おりものであったり、おりもの自体が少なかったり、腟内で蓄積が認められたりすることを伝えています。さらに、おり

ものの特徴については患者自身の元々のおりもの量によっても異なるので、投与開始前の患者のおりもの量についても

意見を収集した上で薬剤の特性を紹介するようにしています。

藤井　当院でも、薬剤の溶解後に腟外へ通常とは異なる帯下を認めることを事前に資料を用いて説明するのですが、実際

にそのような帯下を見た患者は薬剤が吸収されておらず、十分な効果が得られないのではないかと心配になるようです。

しかし、帯下の特徴と併せて腟剤の吸収メカニズムについても詳細を伝えるようにしたことで、最近では不安を感じる

患者が少なくなったように思います。
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いる状態のことをいうのかについて情報収集することも看護師の重要な役割に

なってくると思います。

永曽　忙しい医師に代わって、時間をかけて患者に接することは、患者に一番近いところ

にいる私たち看護師ができる重要な役目だと思います。体外受精を受ける患者は

胚移植にたどりつくまでに、たくさんの努力をしてきています。まずはそのことを

ねぎらい、その上で例えばプロゲステロン腟剤を決められた使用法で自己投与頂け

た時は、「大変なのに良く頑張りましたね」と、必ずその患者の治療に対する思いや

努力をねぎらい、自己肯定感を高める支援をするようにしています。

田渕　当院では診察後、看護師から使用する薬剤や治療について個室で時間を

かけて説明しています。患者にとって、特に、専門的であまりにも難しい説明の時は、

リラックスされた方が、理解度や治療に対する受け入れ感も高まると考えます。

その為、緊張されている患者が笑顔になるような表現を取り入れ、相手の表情を確認しながら十分に説明を理解してもら

えるように取り組んでいます。

吉原　患者は医師の前で質問できなかったことがある場合、看護師に質問してくることが多いと思います。したがって

看護師は服薬指導に関する情報提供に加えて、臨床的な質問についても一定レベルで回答できるようにしておく準備も

必要だと考えています。最近ではプロゲステロン腟剤投与時の血中濃度に対する質問も多い印象があります。このような

臨床的な質問についても医師から情報を得ておくことで、患者さんの不安感の軽減に寄与できると思います。

越光　以前の筋注製剤や経口剤が中心であった時と比べて患者とのコミュニケーションの時間が増えた印象があります。

治療については医師が中心ではありますが、患者のライフスタイル、ニーズを情報収集し、医師へフィードバックすること

も我々看護師の役割だと考えています。

村上　現在ART児は19人に1人です。プロゲステロン腟剤は国際的にも児の安全性をはじめとし、治療効率の有効性に

ついても多数の報告が出ています。その一方で患者は自己投与期間中において様々な事象を経験します。今後日本において

もプロゲステロン腟剤が標準化していく上では、今回皆様からお話し頂いた看護師ならではのきめ細かい患者支援が

大変重要になってくると思います。

本日はありがとうございました。
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