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プロゲステロン腟剤の国内上市以降、ホルモン補充周期下凍結融解胚移植に関して多数の施設検討データが報告されてきた。
それらの多くは、“胚移植日血中プロゲステロン値は臨床成績と関連しない”とするものであったが、 “血中プロゲステロン値を臨床
指標とすることは可能である”とするものもあった。国内で使用可能となったプロゲステロン腟剤はそれぞれ、剤形、1日投与量、腟内
投与方法が異なるが、こうした特性の違いに着目した議論は十分に行われていなかった。そこで今回、西日本エリアで不妊治療に
携わる医師が集まり、各腟剤の違いを踏まえながら、胚移植日血中プロゲステロン値の臨床的意義について討論を行った。
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原　近年、生殖補助医療（ART）における凍結融解胚移植の重要性は高まっています。日本

産婦人科学会の調査では、全ART周期における凍結融解胚移植周期の割合は年々増加し

ており、2015年には凍結融解胚移植による出生児は全ART出生児の約80％を占めてい

ます（図1）。当院でも凍結融解胚移植が80〜85％を占めるようになりました。先生方のご

施設では、凍結融解胚移植の割合はどの程度でしょうか。また、凍結融解胚の移植法などに

ついてもお話しいただけますか。

中山　当院では、エストラジオール値（E2値）が3,000pg/mLを超えた場合はほぼ全例で胚

凍結を行っています。移植法に関しては、患者のニーズに応じて、自然周期移植またはホル

モン補充周期移植を選択しています。

後藤　当院も凍結融解胚移植が大部分を占めています。新鮮胚移植は、ほぼ初回患者に

限定しており、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）のリスクがないと思われる患者や、自然周期あるいはマイルド法（低刺激周

期）に限定して行っています。卵巣刺激による反応性が良い患者には基本的に全胚凍結を行い、凍結融解胚移植を選択

しています。

絹谷　当院でも凍結融解胚移植の占める割合は高まっていますが、早期妊娠を希望する患者に対しては、リスクを考慮

しながら初期胚による新鮮胚移植も一定の割合で行っています。

中岡　当院は自然周期あるいは低刺激周期での採卵が6割近くを占め、そのほとんどで胚凍結を行っていますが、E2値

が3,000pg/mLを超えなければ胚盤胞まで培養後に新鮮胚移植を選択しています。

原　凍結融解胚移植において、先生方のご施設ではホルモン補充周期移植と自然周期移植で治療成績（妊娠率）に差はあり

ますか。

■   凍結融解胚移植周期への移行と黄体補充法の重要性   

凍結融解胚移植周期の血中プロゲステロン値は
臨床指標となり得るか？
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中岡　当院では妊娠率はほぼ同じです。

絹谷　当院も妊娠率に差はありませんが、ホルモン補充周期移植の方が治療スケジュー

ルを組み立てることが容易なため、患者と相談のうえ、可能な限り最初にホルモン補充

周期移植を行い、成功しなかった場合は自然周期移植を考慮しています。

後藤　以前勤務していた施設で両者を比較したところ、ホルモン補充周期移植の方が、約

10％程度妊娠率が高かったことから、当院では最初にホルモン補充周期移植を行い、2回

連続で不成功に終わった場合は自然周期移植を行っています。自然周期移植であっても、

年齢が高い場合など、黄体機能不全が生じている可能性が考えられる場合は、プロゲステ

ロン製剤を用いて黄体補充を行っています。

原　自然周期移植とホルモン補充周期移植を比較したメタアナリシス1）では、臨床的妊娠

率、継続妊娠率、生産率のいずれも有意差は認められていませんが、胚移植日の調整が可能で来院回数が少なくて済む

といったメリットのあるホルモン補充周期移植を希望される患者が多い印象があります。

中山　私の施設では少し特殊な移植方法を選択しています。患者自身の自然月経周期において、E2値の上昇に伴い卵胞

発育および基準値以上の内膜厚を確認できれば、その段階でプロゲステロン製剤を投与し、implantation windowの

タイミングを調整するようにしています。移植周期の初期段階においては内因性のE2値に依存して内膜が増殖します

ので、自然周期と定義できるかもしれませんが、排卵後に形成される黄体からのプロゲステロン分泌を待つのではなく、

人工的に外部よりプロゲステロン製剤の投与を開始し、投与日数を指標に移植タイミングを調整しますので、ホルモン

補充周期とも定義できるかもしれません。いわば、自然周期とホルモン補充周期を織り交ぜたハイブリッド周期のような

ものです。プロゲステロン投与開始後はE2製剤も併用しています。プロゲステロン投与後に排卵が生じるかどうかに

ついては治療上、特に重要視していません。移植前の内膜環境の作成に自然周期を取り入れようと考えた背景の1つと

して、私の経験的な意見ですが、自然周期の方が胎盤形成過程における絨毛膜下血腫の頻度が低い傾向があるためです。

課題は、患者の来院回数が増えることや、早発のプロゲステロン上昇を認めた場合は移植キャンセルとなりますので、

プロゲステロン製剤の投与開始タイミングの調整が難しいことです。
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図1 日本のART出生児における治療周期の内訳
凍結融解胚移植周期の割合（2015年）： “79.6%” 
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■   妊娠成立に必要なプロゲステロン値を
  どのように考えるべきか？

原　次に、妊娠成立に必要なプロゲステロン（P4）値の考え方について、先生方のご意見

を伺いたいと思います。

絹谷　当院でホルモン補充周期下凍結融解胚移植を受けた患者（183例）を対象とした検討

結果2）を紹介します。患者から試験参加の同意を紙面にて入手後、乱数表に従い無作為に、

プロゲステロン腟錠（商品名：ルティナス®腟錠、100mgを1日3回投与）群、プロゲステロン

腟用カプセル群（200mg を1日3回投与）、プロゲステロン腟用坐剤群（400mg を1日

2回投与）に割り付け、各群の胚移植日血中P4値のデータから、Low（＜9.0ng/mL）群、Control（9.0-12.0ng/mL）群、High

（≧12.0ng/mL）群に分類し、Control群に対するLow群、High群の臨床的妊娠率、胎児心拍陽性率を検討しました。試験

期間中の薬剤の増量やその他の黄体ホルモン剤の併用は行いませんでした。ルティナス ® 腟錠群ではHigh群の臨床的

妊娠率が高い傾向がみられましたが、胎児心拍陽性率においては血中P4値との関連性は認められませんでした（図2）。

一方、プロゲステロン腟用カプセル群ではLow群の臨床的妊娠率、胎児心拍陽性率がともに低い傾向があり、プロゲス

テロン腟用坐剤群ではHigh群の臨床的妊娠率、胎児心拍陽性率がともに低い傾向がみられました（図2）。いずれの薬剤に

芝 令子ら. 日本受精着床学会雑誌 2018；35（1）：33-40.より一部改変

図2 ホルモン補充周期下凍結融解胚移植における剤形別の胚移植日血中プロゲステロン値と臨床成績の関連

†胚移植日血中プロゲステロン値:9.0-12.0ng/mL群の妊娠率を1.0（Control)とした場合のLow群（<9.0ng/mL）とHigh群（≧12.0ng/mL)の
オッズ比　Odds ration, 95%CI, p value：多変量ロジスティック回帰分析（n=183）　**p<0.05, *p<0.20　
調整因子：移植胚ステージ、移植日内膜厚、移植日E2値　　
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１日3回投与、プロゲステロン腟用カプセル200mgを1日3回投与、プロゲステロン腟用坐剤400mgを1日2回投与のいずれかにランダム
化割付を行った。胚移植は初期胚あるいは胚盤胞の１個移植とし、胚移植後2週目に化学的妊娠（血中ｈCGによる判定）が確認できた
場合は、最長で妊娠10週まで投与を継続した。試験期間中は試験薬以外の黄体ホルモン剤の併用は禁止とし、試験薬の減量、増量を行う
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有意水準 **p<0.05、*p<0.20
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おいても移植日の血中P4値と臨床成績の関係性に統計学的に明確な関連は認めません

でしたが、血中P4値の臨床的意義について、腟剤形の違いは決して無視してよいものでは

ないと考えられました。

後藤　私は以前に勤務していた施設においては、プロゲステロン腟用カプセルを用いて

ホルモン補充周期凍結融解胚移植を行っておりましたが、胚移植日血中P4値を9ng/mL

以上に維持できた症例では妊娠率が有意に高いことを経験しており3)、血中P4値の測定

については臨床的意義があると考えています。当院においても腟剤投与開始後、Day2また

はDay3、そして胚盤胞移植を行うDay5の2ポイントで血中P4値を経時的に測定し、P4

値と妊娠率の関係を検討しましたが、腟剤投与開始後のDay2またはDay3の早期の段階

から9ng/mL以上を維持できていた患者群は、Day5以降に9ng/mL以上を維持できていた

患者群、Day5以降も9ng/mL未満であった患者群に比べて妊娠率が高い結果が得られていました。

絹谷　血中P4値が9ng/mL未満の場合はどのように対応されているのでしょうか。

後藤　使用中の薬剤の増量あるいは他の薬剤を追加投与し、9ng/mLを目指しています。当院ではこのようなプロゲ

ステロン腟剤の吸収不良患者を考慮して、投与量は規定用量よりも高用量を投与しています。

原　ホルモン補充周期凍結融解胚移植における胚移植日血中P4値について海外の論文を検索してみたところ、ドイツか

ら2017年にLabartaら4) が胚移植日血中P4値の臨床的意義についてプロゲステロン腟用カプセルを用いた検討を報告し

ています。この報告では、被験者の胚移植日血中P4値を四分位範囲（interquartile range: IQR）で分類し、継続妊娠率

の違いを検討していますが、第一四分位（25％タイル以下）であった血中P4値9.2ng/mL未満群では、その他の群に比

べて有意に妊娠率が低かったことを報告しています。この報告は先生方のご施設の検討に類似した結果ではないかと思

います。

中山　当院の黄体補充法は投与ルートを限定せず、プロゲステロン腟剤の他に合成黄体ホルモン経口剤も併用しています。

合成黄体ホルモン剤は血中P4値として検出されることはありませんので、プロゲステロン腟剤投与によって検出される

血中P4値を有効性評価に用いることに意味はないと考えています。また、腟剤投与時の血中P4値のばらつきは大きく、

低値の患者もいれば、高値である患者もいますので、臨床的指標として使用することは難しいのではないかと考えて

います。

原　先生方のお話にもありましたが、胚移植日の血中P4値と臨床成績の関連性は、使用する腟剤の剤形によっても異なる

可能性があり、今後、各々の腟剤において詳細な検討を重ねていく必要があると思います。
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原　先生方のホルモン補充周期における胚移植のタイミングはプロゲステロン投与開始日から何日目に行われて

いますか。

後藤　プロゲステロン投与開始日をDay0と定義し、Day0の夜から投与を開始します。胚盤胞はDay5に移植を行い

ますので、プロゲステロン投与開始日から6日目になります。

中岡　当院では合成黄体ホルモン経口剤を使用して内膜作成を行っていますが、投与開始日をDay1と定義し、胚盤胞

をDay5に移植していますので、投与開始日から5日目ということになります。

絹谷　使用する黄体ホルモン剤の違いによって、胚移植タイミングの変更を考慮した方が良いのでしょうか。

中岡　明確な回答は難しいのですが、内因性と同様のプロゲステロン腟剤を使用する場合と、合成黄体ホルモン剤を使用

する場合では、薬剤のステロイドホルモン受容体の親和性も異なることから11)、内膜作成において何か異なる作用メカニ

ズムがあるように思います。経験的な話ではありますが、プロゲステロン腟剤を使用した内膜作成時に、合成黄体ホルモン

剤と同じ移植タイミングで胚移植を行うと成績が思わしくないことがありました。このようなことから私は使用される

黄体ホルモン剤の種類についても、内膜環境において何かしらの影響を及ぼすのではないかと考えています。

中山　最近ではERA（Endometrial Receptivity Array）による移植タイミングの調整法も話題となっているようです12)。

中岡　当院でも導入していますが、移植タイミングを遅らすように指示を受けることが多い印象があります。たった

1日の移植タイミングの変更ではありますが、妊娠に至る症例も経験しています。

■  プロゲステロン投与開始から胚移植までの日数   

■   標的臓器への効率的なプロゲステロン移送は
  どうすれば期待できるか？

原　標的臓器への効率的なプロゲステロン移送について意見を伺いたいと思いますが、

最近、国内においてもプロゲステロン腟剤のfirst uterine pass effect（子宮初回通過

効果）が注目されています。プロゲステロン移送のメカニズムには4つの仮説が提唱されて

おり、腟粘膜から子宮内膜への濃度勾配による受動拡散、頸管内腔から子宮腟への直接

移送、リンパ管を介した移送、子宮静脈から子宮動脈への対向流交換による移送があるよう

です5)。

絹谷　対向流交換による局所循環を介した薬物移送については、薬剤を腟下部に配置した

場合では認められず、腟上部へ配置した場合において顕著に認められることが報告されて

いますので6)、十分量のプロゲステロンを子宮内膜へ移送させる上では腟内での薬物配置

部位も重要になると考えています。

原　現在、国内で使用可能な腟剤は全て剤形が異なるため、それぞれの腟剤の溶解、吸収の違いについても着目する必要が

あると考えられます。先ほどの先生方から共有頂いた胚移植日血中P4値に関する施設検討においても、使用された腟剤

の違いによって結果が異なっていましたが、これらの違いは薬剤の溶解性の違いが関係しているのかもしれません7-9)。

さらに腟内への挿入方法についても各々の腟剤において挿入補助具（アプリケータ）を用いて挿入するタイプのものと、手指

で挿入するタイプのものがありますが、これらの挿入方法の違いが、腟内の薬物配置部位に影響を及ぼしている可能性も

考慮する必要があると考えられます10)。

中岡 義晴先生
IVFなんばクリニック



原　ホルモン補充周期での凍結融解胚移植における妊娠後のプロゲステロン投与を中止するタイミングについて、先生方の

ご意見を伺いたいと思います。当院では妊娠8週時の血中P4値を測定し、内因性P4が分泌されていることを確認できた

場合、黄体ホルモン剤は漸減して1週間程度で中止します。

中岡　当院では血中P4値は測定していないのですが、ホルモン補充周期下凍結融解胚移植の場合は、プロゲステロン腟剤

は妊娠9週まで投与したら中止しています。

絹谷　私は妊娠10週まで投与しています。当院は妊娠8週で「卒院」となりますが、その際に2週間分のプロゲステロン

腟剤を処方しています。当院も血中P4値は測定していません。

後藤　当院は原先生のご施設と同様で、内因性のP4の分泌が確認できた時点で徐々に投与量を減らしていき1週間くらい

で中止します。妊娠8週〜9週に行う妊婦検診の際にP4値も測定しています。P4値がなかなか上昇しない患者では妊娠

12週頃までプロゲステロン製剤を投与することもあります。

中山　当院では妊娠10週まで投与しており、投与期間はやや長いかもしれません。国内においては適応外となります

が、プロゲステロン製剤は国際的に切迫流早産における使用経験も多くあるため13)、投与期間が長期であっても安全性の

観点において大きな問題につながる可能性は低いと考えています。また、漸減期間は設けずに投与を中止していますが、

これまでのところ産科に移ってから問題が生じたことは経験しておりません。

原　本座談会での先生方のお話から、着床、妊娠維持期間におけるプロゲステロンの重要性を改めて感じました。現在、

国内で使用可能となったプロゲステロン腟剤には様々な剤形があり、1日の投与量、投与方法も異なりますが、各々の腟剤形

において今後も継続的に検討を重ねていく必要があると思います。本日は有意義なお話をありがとうございました。
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■  プロゲステロン投与を中止するタイミングと今後の課題   

ルティナス®腟錠の用法及び用量

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。



承 認 番 号 22600AMX01310000

販 売 開 始 2014年12月

貯 法 室温保存

有 効 期 間 3年

日本標準商品分類番号 ８７２４７７

●詳細は添付文書等をご参照ください。
●添付文書の改訂に十分ご留意ください。
本DIは2020年5月改訂（第1版）の添付文書の記載に基づき作成

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
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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）
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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。
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凍結融解胚移植周期の
血中プロゲステロン値は
臨床指標となり得るか？

開催日 2018年7月21日（土） 会 場 ホテルオークラ神戸

原 鐵晃先生
県立広島病院 生殖医療科

後藤 栄先生
後藤レディースクリニック

中岡 義晴先生
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絹谷産婦人科

中山 貴弘先生
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生殖内分泌医療センター

プロゲステロン腟剤の国内上市以降、ホルモン補充周期下凍結融解胚移植に関して多数の施設検討データが報告されてきた。
それらの多くは、“胚移植日血中プロゲステロン値は臨床成績と関連しない”とするものであったが、 “血中プロゲステロン値を臨床
指標とすることは可能である”とするものもあった。国内で使用可能となったプロゲステロン腟剤はそれぞれ、剤形、1日投与量、腟内
投与方法が異なるが、こうした特性の違いに着目した議論は十分に行われていなかった。そこで今回、西日本エリアで不妊治療に
携わる医師が集まり、各腟剤の違いを踏まえながら、胚移植日血中プロゲステロン値の臨床的意義について討論を行った。
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