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近年では良好胚を複数回移植するにも関わらず、妊娠が成立しない患者の要因について、様々な取り組みが行われている。一部の
議論においては、移植周期に使用される黄体ホルモン剤に着目し、様々な黄体補充プロトコールに関する有用性が検討されている
が、十分な考察は行われていない。また、胚の着床阻害要因や子宮内膜受容能の適正化についても、複数の視点から革新的な研究
が行われており、これら全てを踏まえた包括的な治療アプローチが重要となっている。今回、北関東エリアの医師が集まり、反復
着床不成功例に対する実地臨床下での治療アプローチについて討論を行った。
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■  各施設における標準的な胚移植法／黄体補充法   
髙井　生殖補助医療（ART）における総治療周期に占める凍結融解胚移植周期の割合は

増加の一途を辿っており、日本産婦人科学会の調査によると、2016年の凍結融解胚移植

による出生児は総ART出生児の8割以上を占めています1）。先生方のご施設では凍結

融解胚の移植法は、自然周期移植とホルモン補充周期移植のどちらを選択することが

多いですか。

稲垣　当院は自然周期移植が約8割と多いのですが、黄体ホルモン剤を全く使用しない

わけではなく、補助的に投与しています。黄体ホルモン剤に関しては、プロゲステロン

腟剤を標準的に使用していますが、症例によっては注射剤を併用することもあります。

鈴木　当院は胚移植を行う曜日が限られていることもあり、95％以上が胚移植日の調整

が可能なホルモン補充周期による移植を行っています。エストラジオール貼付剤に

加えて、黄体ホルモン剤はプロゲステロン腟剤であるルティナス ® 腟錠を単剤で使用

するのが基本プロトコールとなっています。

林　当院も鈴木先生と同様の理由からホルモン補充周期移植が多く、99％を占めています。当院もエストラジオール

貼付剤を使用していますが、黄体ホルモン剤に関しては、合成黄体ホルモン経口剤とプロゲステロン腟剤を併用してい

ます。以前は合成黄体ホルモン経口剤のみを使用していましたが、プロゲステロン腟剤を追加投与することで臨床成績

が向上した経緯もあり、現在では両剤を併用しています。

関　以前はホルモン補充周期移植がほとんどでしたが、複数回行っても妊娠に至らない患者に対し、自然周期移植を行う

と妊娠に至った経験もあるため、現在では個々の患者の状況を考慮しながら移植法を選択しています。黄体ホルモン剤

はプロゲステロン腟剤を標準的に使用しており、剤形の異なる3剤（発泡性の腟錠、カプセル剤、ゲル剤）から患者ニーズ

に応じて選択しています。

■   反復着床不成功例に対する
　黄体補充療法変更の臨床的意義
髙井　ホルモン補充周期の凍結融解胚移植は黄体からの内因性プロゲステロン分泌

が得られないことから、十分量の外因性プロゲステロン製剤を投与することにより、

子宮内膜の着床環境を整える必要があります。形態学的に良好な胚を複数回移植した

にも関わらず着床に至らなかった症例に対して、胚移植日における血中プロゲステロン

値の測定による黄体補充法の見直しは必要となるのでしょうか。

鈴木　胚移植前に十分量のプロゲステロンが得られているかどうかを確認するため

に、黄体機能不全の診断指標の1つとして考えられていた血中プロゲステロン値10ng/mL

を基準値に設定していた施設が多いと思います。当院においても以前は胚移植日の血中

プロゲステロン値10ng/mL を指標にしており、胚移植日当日に値を下回っていた

症例に対しては、筋注プロゲステロン製剤と黄体ホルモンの筋注デポ剤を追加補充

しておりました。しかし、プロゲステロン腟剤が標準的に使用されるようになった

近年では、胚移植日の血中プロゲステロン値は臨床指標とならないとする報告が多数出てきたことから2-4）、当院でも
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プロゲステロン値によって黄体補充法を変更することは行わなくなりました（図1）。当院の黄体補充法の変更を行った

前後の期間において、生化学的妊娠率、臨床的妊娠率の違いを検討してみたのですが、臨床成績に変化を認めませんで

した。一方で、反復着床不成功例に対しても同様のことがいえるのかについては、多数例による検討結果はこれまでの

ところ報告されていないと思います。そこで探索的に過去の移植回数が0回、1-2回、3回以上の症例を各々サブグループ

化し、黄体補充法の変更を行った前後の期間において、生化学的妊娠率、臨床的妊娠率の違いを検討してみましたが、臨床

成績に差を認めませんでした。こうした背景から当院では、反復着床不成功例に対して胚移植日血中プロゲステロン値を

指標とした黄体補充法変更の必要性は低いのではないかと考えております。

関　鈴木先生のご施設において、胚移植日の子宮内膜厚の基準はどのように設定されていますか。

鈴木　当院では過去の施設検討の結果より、8mm以上を基準としています。

■  反復着床不成功例に対する治療アプローチ   
髙井　反復着床不成功例に対する黄体補充法の有効性を検討する上では、併行して胚由来の課題、子宮内膜由来の課題、

その他因子由来の課題について目を向ける必要があります。各々の課題に対する治療アプローチについては様々な検討

が報告されていますが、まず始めに子宮内膜由来の課題に対する治療アプローチについて先生方の施設における取り組み

をご紹介頂けますか。

稲垣　子宮内膜の着床条件については、子宮内膜の着床時期が合っているかどうか、子宮内膜の変化に問題がないか、

子宮腔内に着床を妨げるもの（細菌感染、子宮筋腫、子宮内膜ポリープなどによる炎症、卵管水腫など）がないか、免疫や

血液凝固能に問題がないかがポイントになると考えられます。内膜の着床時期のずれについては、子宮内膜日付組織診断

によって正確な時期の把握が可能であると考えていますが、私は日付組織診断を病理医に委ねるだけでなく、自身でも

核下空胞、核上空胞、核位置、間質浮腫、腺腔内分泌状況、内膜腺の蛇行、螺旋動脈の肥厚、前脱落膜変化の様々な所見を

もとに内膜の着床環境を評価しています。また、着床を妨げる因子について私は子宮腔内の慢性的炎症に着目しています。

【図1】ホルモン補充周期-凍結融解胚移植における黄体補充プロトコール
（自治医科大学附属病院 生殖医学センターにおける治療変遷：2015～2016年）
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私は子宮内のサイトカイン（IL-1β、TNF-α、IFN-γ、LIF、IL-10）および、マトリックス

メタロプロテイナーゼ（matrix metalloproteinase: MMP-2、MMP-9）を子宮腔内洗浄

法によって、サイトカイン値をELISA法で検出し、MMP-2、MMP-9をzymography

（酵素電気泳動）におけるバンドの強度によりスコアリングを行い（図2）、反復着床

不成功例と正常分娩例（コントロール）を比較検討しましたが、反復着床不成功例に

おいてはMMPスコアとIL-1βやTNF-αなどの炎症系サイトカインの増加を認めて
いました5）。IL-1βやTNF-αは子宮内膜の間質系細胞を攻撃しMMP-2やMMP-9を
増加させる作用があります。ところでMMPスコアは子宮腔内の炎症反応をグローバル

にとらえることができる検査として有用となったわけですが、本研究を共同で進めて

きた小田原先生ら（Fertility clinic東京）は、MMPスコアの高かった反復着床不成功

例に対して、抗生物質とステロイドの内服治療が妊娠率の改善、および流産率の低下

が得られることを報告しています6）。

また、MMP-2やMMP-9は子宮内膜癌や子宮内膜増殖症の腺細胞から直接産生されることも知られており、MMP
スコアが高い場合は要注意です。当院でも年に1、2例検出されております。 

髙井　MMPスコアが高い場合、細菌感染を疑うということでしょうか。

稲垣　最も疑われるのは細菌感染ですから、まずは細菌検査を行い、細菌（大腸菌、腸球菌、クラミジアなど）が検出された

場合は抗生物質を投与します。

関　最近、話題性の高い慢性子宮内膜炎とMMPは関連しているのでしょうか。

稲垣　関連していると考えられます。

林　当院では子宮内膜受容能を適正化するために、子宮内膜組織病理診断、卵管水腫に対する外科的治療、粘膜下筋腫

などの摘出、子宮内膜菲薄化に対する治療などを行っています。子宮内膜刺激法（EM scratch：子宮内膜スクラッチ）を

用いることもあります。子宮内膜スクラッチはコクランのシステマティックレビューにおいても着床率を改善させること

が報告されていますが7）、メタアナリシスに採用されている前向き無作為化比較試験（RCT）のエビデンスレベルは中等度

【図2】MMP-2とMMP-9のスコアリング法
（セントウィメンズクリニック提供）

バンド強度をもとにスコアリングしたMMPスコア酵素電気泳動によるバンド画像
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であることから、信頼度はそれほど高くはないと評価しています。背景には子宮内膜

スクラッチの方法が報告によって異なっており、未だ確立された方法はないことが考え

られます。当院においてもスクラッチを実施した群と実施しなかった群で妊娠転帰に

差は認められませんでした。またDainら8）はEgg donation cycleにおける子宮内膜

スクラッチの有用性を治療周期ごとに後方視的検討を行っています。Egg donation

のため受精卵は良好胚と考えられますが、治療開始後1～4周期ぐらいまではスクラッチ

を実施しなかった患者群との着床率に有意差は認めていませんが、5周期頃より有意

差をもって着床率が向上しています。したがって子宮内膜スクラッチに関しては、比較

的エビデンス数が多い治療法ではあるものの、患者によっては妊娠成績を下げる可能性

もあり、どのような患者で有効なのか検討を重ねる必要があると思います。

関　当院では不育症の検査や治療を重視しています。反復着床不成功患者に対しては、

血液凝固系異常、免疫異常、内分泌異常、染色体異常の有無を検査します（表1）。不育症と抗リン脂質抗体症候群

（antiphospholipid antibody syndrome：APS）の関連性は既にエビデンスが確立していますが、APSに対しては低用量

アスピリン（LDA）とヘパリンの併用療法による抗凝固療法が有効であることが科学的に示されています9）。主な検査

所見として一番多いのは、杉先生ら10）が報告している抗ホスファチジルエタノールアミンの（phosphatidylethanolamine：

PE）抗体ですが、次いで、抗フォスファチジルセリン抗体のIgG、抗カルジオリピン抗体のIgMとなります。当院の治療の

特徴は標準的な1日2回のヘパリン皮下注射の他に、症例によりCoopdechシリンジを用いた24時間の持続点滴を行って

おります。Coopdechシリンジは入院を避け、自宅での治療が可能であり、出血時には患者自身で投与中止の操作を

行うことが出来ます。また濃度調節が容易であることから利便性も高いと考えています。治療の開始タイミングは胚移植

後になります。治療期間について、ASPの診断基準に明確に該当する患者であれば分娩直前まで実施しておりますが、

そうでない場合は、産科施設へ紹介する妊娠10週くらいで終了することが多いです。当院では抗リン脂質抗体症候群を

伴っているために着床障害を繰り返している患者には、同意を得た上で積極的にヘパリン＋アスピリン療法を行っており、

妊娠率の改善を経験しています。

髙井　胚側への治療アプローチについて最近の取り組みをご紹介頂けますか。

稲垣　当院では2017年3月よりEevaシステム11）を導入しています。Eevaシステムはタイムラプス動画装置にて、74の

受精卵の特性に基づくアルゴリズムを人工知能（AI）が分析し、受精卵を1から5までのランクに評価付けをします。Eeva

システムのアルゴリズムの詳細については公開されていませんが、このアルゴリズムの開発国であるオーストラリアでは、

【表1】反復着床不成功患者に対する検査の一例
（セキールレディースクリニックでの取り組みより）

◆凝固系異常 ●プロテインC活性 ●プロテインS活性 ●第12因子低下

◆染色体異常 ●妻の染色体異常 ●夫の染色体異常 ●胎児の染色体異常

◆免疫異常

◆内分泌異常

●抗リン脂質抗体 ●抗核抗体 ●NK細胞増生 ● Th1/Th2

●卵巣の黄体機能不全  ●高プロラクチン血症（含：潜在性）
●甲状腺機能低下症  ●糖尿病（含：境界型）
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PGT-A（preimplantation genetic testing for aneuploidy）の制限がないことから、

遺伝子学的観点も含めて正常胚と考えられた胚の動的変化をもとにアルゴリズムを

開発している点は大変有用であると考えています。当院では現在、Eevaシステムと

通常の形態学的な胚盤胞評価とを併行して胚選別を行っておりますが、臨床的妊娠率

が改善することを確認しています。

林　当院においても胚の画像解析技術による良好胚の選別を行っています。日本に

おいてはタイムラプスを用いた胚の動的変化に関する様々な研究が進められています

が、形態学的変化による評価には限界があると考えており、海外同様に遺伝子学的な

胚の着床前診断の早期導入を望んでいます。

■  まとめ　   
髙井　本日は反復着床不成功例に対する治療アプローチとして、プロゲステロン腟剤を使用したホルモン補充周期に

おける黄体補充法の考え方、MMP スコアを指標とした子宮内膜の炎症状態の評価と治療法、子宮内膜スクラッチに

対する考え方、抗リン脂質抗体に対する抗凝固療法を中心に多数の有意義なご意見を頂くことができました。近年では内膜

の遺伝子学的観点から内膜胚受容期を予測するERA（endometrial receptivity array）や子宮内細菌叢に対する検査等も

話題となっていますが、これまで慣習的に行われてきた治療法以外に様々な視点から新たな治療法が提案されつつある

ように思います。本日は貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
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 5. Inagaki N et al. Hum Reprod. 2003; 18(3): 608-15.
 6. Yoshii N et al. Reprod Biol Endocrinol. 2013;11:37. 
  doi: 10.1186/1477-7827-11-37.

 
 7. Nastri CO et al. Cochrane Database Syst Rev. 
  2015 Mar 22;(3):CD009517.
 8. Dain L et al. Fertil Steril. 2014;102（4）:1048-54.
 9. Lu C et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 10: 1-13.
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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

2020年12月改訂
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注意 ： 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。
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反復着床不成功例に対する
治療アプローチ
ー黄体補充法の変更に意味はあるのか？ー

開催日 2018年7月28日（土） 会 場 パレスホテル大宮

髙井 泰先生
埼玉医科大学総合医療センター

林 博先生
恵愛生殖医療医院

鈴木 達也先生
自治医科大学附属病院

近年では良好胚を複数回移植するにも関わらず、妊娠が成立しない患者の要因について、様々な取り組みが行われている。一部の
議論においては、移植周期に使用される黄体ホルモン剤に着目し、様々な黄体補充プロトコールに関する有用性が検討されている
が、十分な考察は行われていない。また、胚の着床阻害要因や子宮内膜受容能の適正化についても、複数の視点から革新的な研究
が行われており、これら全てを踏まえた包括的な治療アプローチが重要となっている。今回、北関東エリアの医師が集まり、反復
着床不成功例に対する実地臨床下での治療アプローチについて討論を行った。

稲垣 昇先生
セントウィメンズクリニック

関 守利先生
セキールレディースクリニック

（ご芳名五十音順）




