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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。
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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.4Regional round table discussion

凍結胚移植周期の
着床後の妊娠維持/流産に
影響を及ぼす因子とは？

開催日 2018年9月20日（木） 会 場 横浜ロイヤルパークホテル

国内で標準化しつつある凍結胚移植周期の移植法には自然周期とホルモン補充周期がある。ホルモン補充周期では内因性の
プロゲステロン分泌が得られる妊娠7～8週頃までは外部から黄体ホルモンを補充して妊娠を維持する必要がある。そのため流産
に至った症例では、妊娠維持期間に使用したホルモン剤の関与が議論の焦点となることが多いが、理想的なホルモン補充法が
明らかにされているわけではない。また、妊娠維持率を高めるためには、胚および子宮内膜の妊娠維持に関与する因子について
も考慮する必要がある。今回、神奈川県内で不妊治療に携わる医師が集まり、妊娠維持期間における理想的な黄体補充法など
について討論を行った。

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。

Chairperson司 会

Participants参加者

佐藤 芳昭先生
ソフィアレディスクリニック

安部 裕司先生
ＣＭポートクリニック

黄木 詩麗先生
矢内原ウィメンズクリニック

福田 勝先生
福田ウイメンズクリニック

池永 秀幸先生
馬車道レディスクリニック

（ご芳名五十音順）



凍結胚移植周期の着床後の
妊娠維持/流産に

影響を及ぼす因子とは？

Regional round table discussion　Vol.4

2018.9.20　YOKOHAMA

各施設における標準的な胚移植法/黄体補充法

PROGRAM

凍結融解胚移植周期の着床後の妊娠維持/流産に影響を及ぼす因子とは？
　　1.胚の影響
　　2.子宮内膜および黄体補充法の影響

胚移植周期の今後の展望と課題



■  各施設における標準的な胚移植法/黄体補充法   
佐藤　2014年12月以降、国内でもARTにおける黄体補充の適応を有したプロゲステ
ロン腟剤が複数上市されたことで、先生方の施設における胚移植法や黄体補充法にも
変化があったかと思います。まず初めに先生方のご施設における標準的な胚移植法や
黄体補充法についてお話しいただけますか。
福田　当院では、原則的に凍結融解胚移植を行っております。凍結胚は初期胚移植
よりも胚盤胞移植が圧倒的に多いです。移植法に関しては患者の希望や凍結胚数を考慮
して、自然周期かホルモン補充周期を選択しています。近年では承認されたプロゲス
テロン腟剤のいずれかを使用しています。
黄木　当院は仕事を持っている患者が多いため、凍結胚移植に関しては治療スケジュール
が組み立てやすいホルモン補充周期を選択する傾向が強いのですが、何らかの理由で
ホルモン剤の使用を避けたいという患者は自然排卵周期で移植しています。　
池永　当院も凍結融解胚移植の周期数が増加しておりますが、卵巣刺激過剰症候群

（OHSS）を発症するリスクがない場合については、採卵周期において新鮮胚移植を行うようにしています。また、当院も
患者の多くが仕事を持っているため、凍結融解胚移植周期はスケジュールの立てやすいホルモン補充周期で行っています。
安部　当院は年齢の高い患者が多く、ホルモン補充周期下凍結融解胚移植が主流になっています。黄体補充に関しては、
ルティナス ® 腟錠が発売されてからは同剤を使用することが多く、着床率が改善された印象を持っています。
佐藤　当院には複数の医師が勤務しており、移植法の選択傾向は医師によって異なりますが、凍結融解胚移植に関して
は、私はほとんどホルモン補充周期で行っています。

■   凍結融解胚移植周期の着床後の妊娠維持/流産に
　影響を及ぼす因子とは？
佐藤　プロゲステロン腟剤の登場によって、妊娠維持、流産に関する議論が黄体補充
法に向けられがちですが、何よりも重要な因子は、その前段階にある良好胚の獲得や、
子宮内膜環境にあると思います。そこで次に、凍結融解胚移植周期において、胚や子宮
内膜が着床後の妊娠維持、流産にどのような影響を及ぼすのかについて話し合っていき
たいと思います。

1.胚の影響
佐藤　まず胚の影響についてですが、胚盤胞を移植する場合は多くの施設において、
内部細胞塊（inner cell mass：ICM）と栄養外胚葉（trophectderm：TE）の形態学的
評価に基づき、移植胚の選択を行っていると思います。新鮮胚移植周期における胚の
形態学的評価と臨床成績を検討したAhlstromら1）の報告では、TEグレードのB、Cは、
A に比べて出生率が低いことを報告しています。また、凍結胚移植周期における
Honnmaら2）の報告でも同様に、TEグレードのAに比べてBやCでは継続妊娠率が低く、流産率は高いことが示されて
います（表）。当院においても同様の検討を行ってみましたが、TEグレード不良例においては良好例に比べて、臨床的妊
娠率が低いことを確認しております。こうした知見からも胚の形態学的評価と着床後の臨床成績は関連すると考えられ
ますが、先生方はどのようにお考えでしょうか。
福田　当院では胚盤胞評価において Gardner 分類を用いていますが、原則的に胚選択においては3BB 以上を基本と
しており、Grade Cを移植することはありません。着床不全や流産の問題については、基本的に胚の染色体異常が関与

福田 勝先生
福田ウイメンズクリニック

佐藤 芳昭先生
ソフィアレディスクリニック



していると思います。しかし、国内において胚の着床前遺伝子検査（PGT-A）を実施で
きる施設は限られていますので、一般的に我々は形態学的評価に基づき胚選択を行わ
ざるを得ません。良好胚であっても染色体異常は多少あると思いますが、着床率・妊娠
転帰によって胚選択基準を設定し、形態学的良好胚の移植を優先します。ICM、TEの
グレードについて考える場合、ICMは胎児へ分化していきますし、TEは胎盤へ分化する
わけですから、その両方のグレードが高いに越したことはないと思いますが、日々の
臨床においてICM、TEグレードのどちらを優先するか考えることがあります。
黄木　我々も基本的には3BB以上を良好胚として凍結保存後に移植をしていますが、
3BB以上の形態学的良好胚を獲得できない患者も多いことから、最近ではICM、TEの
どちらか1つがグレードCであっても凍結保存を行う傾向にあります。患者の年齢に
より結果は異なるものの、グレードCの評価をICM、TEのいずれか1つに含んでいる
場合であっても、当院での臨床的妊娠率は20％程度で、継続妊娠率に関してはBB以

上の胚を移植した時と大きな差はないような印象があります。
安部　形態学的評価の弱点は、評価者バイアスが含まれる可能性が大きい点かと思います。胚培養士によってはBやCの
評価が異なる可能性があるため、当院では移植の際に医師と胚培養士の2人で胚の写真を見て評価するようにしています。
福田　胚選択の考え方として、各々の患者における獲得胚数は影響していないでしょうか。ある程度の胚数を得た患者
ではグレードBB以上のみを移植されるでしょうし、そうでない患者では基準を寛容にされている施設もあるのではない
かと思います。
池永　当院では獲得胚数の問題から、3BCを移植することもありますが、妊娠して挙児を得る症例も経験しています。
その反対も同様ですが、妊娠成立に悪影響を及ぼす因子を有していないと考えられる患者に3BB以上の良好胚を移植した
場合であっても、妊娠しないケースは少なくありません。したがって形態学的評価のみで移植胚を選択することは限界が
あると感じています。
佐藤　初期胚ステージにおけるVeeck分類での形態学的評価は高くないにも関わらず、胚盤胞まで培養すると、形態学的
良好胚となる場合が一定数いるかと思います。こうした背景より、獲得卵子数が多い症例に対しては、初期胚でも妊娠
する可能性は高いと考え、1個は移植を行い、残りを胚盤胞まで培養させてから凍結保存するようにしています。Fragouli
ら3）の報告では、遺伝子の数的異常が胚の形態にどの程度影響を及ぼすかについて検討を行っていますが、胚盤胞において
は僅かながら関連を認めたのに対し、初期胚においては、ほぼ関連は認めなかったことを明らかにしております。最近

     AOR 95%CI P value
TE（vs.A）         

B 0.691 0.525～0.910 0.0084*
C 0.365 0.184～0.727 0.0041*

ICM（vs.A）         
B 0.8 0.604～1.060 0.1198
C 1.309 0.558～3.071 0.5362

TE（vs.A）         
流産率

B+C 1.523 1.077～1.204 0.0387*

継続妊娠率

（多変量ロジスティック回帰解析）
【表】凍結胚移植周期における胚の形態学的評価と臨床成績〈海外データ〉

対象: ホルモン補充周期凍結融解胚盤胞移植　
TE . trophectoderm.  ICM . inner cell mass
AOR: adjusted Odds Ratio, CI: Confidential interval, P value: 多変量ロジスティック回帰分析（n=1,087 cycle）
調整因子: 継続妊娠率- TE、ICM、女性年齢　流産率: 女性年齢 *P value<0.05
Honnma H et al. Fertil Steril. 2012;98:361‒7.より作成
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では形態学的な良好胚盤胞を凍結融解後、移植することが標準化しつつありますが、それが本当に適切な方法であるか
どうかは、今後検討し直す必要があるのではないかと考えています。

2.子宮内膜および黄体補充法の影響
佐藤　続きまして、子宮内膜や黄体補充法の影響について話し合いたいと思います。流産の多くは前述のように、胚の染色
体異常が原因であることが知られていますが、自然排卵周期下凍結融解胚移植における妊娠初期流産患者を対象とした絨
毛染色体検査の検討では、胎児心拍が確認できる前：FHB（−）での流産症例の染色体正常率は27.1％で、胎児心拍確認後：
FHB(＋)の流産症例の染色体正常率は15.1％でした（図1）4）。本検討結果から、妊娠成立後、早期の段階における流産は、
胚の染色帯異常“以外”の因子が一定レベルで関与していることが分かります。原因不明習慣流産患者の子宮内膜間質細胞
には、炎症や血管新生をコントロールしている子宮NK細胞（uterine natural killer cell）が異常増加していることや、妊
娠維持期の胚発育過程における全身免疫バランス（Th1/Th2）の乱れも関与することが報告されています（図2）。
また、NCS（nuclear channel system）は子宮内膜上皮細胞の核内に一過性に出現する膜性構造物で、黄体期中期の胚
受容期（着床期）のみ出現し、子宮内膜の着床能に関与することが明らかになっています。健常者を対象にNCSの出現
を検討したNejatら5）の報告では、内膜の胚受容能の獲得に必要な血中プロゲステロン（P4）値は4.0ng/mLと非常に低
値であり、また、P4値の上昇に伴って線形的にNCS出現率は増加しないことを明らかにしています。一方で、自然妊娠
女性の着床後の血中P4値は妊娠経過に伴い上昇しますが、妊娠継続例と流産例の血中P4値は、流産例にて有意に低値
であることが報告されています6）。このような報告を総合的に踏まえると、“胚の着床”に必要なP4量と、“着床後の妊娠
維持”に必要なP4量は混同せず、分けて考える必要があるのではないかと思います（図3）。このような報告をもとにART
における黄体補充を考えた場合、妊娠維持期においては、十分量のP4を補充する必要があるのではないかと考えます。

～胎児心拍の有無と染色体正常率の関係～
【図1】流産症例における絨毛染色体検査

対象：自然排卵周期の凍結融解胚移植における妊娠初期流産症例（n=1,030 cycle)
Segawa T et al. Reprod Biomed Online. 2017 ;34(2):203-210.より作成

５W 7W 9W 11W 15W

FHB（－）
染色体正常率：27.1%a

13, 18, 21 trisomy

FHB（＋）
染色体正常率：15.1%b

a,b *P value<0.01: カイ２乗検定

【図2】原因不明習慣流産患者の子宮内膜の状態

1. Kuroda K et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98: 4429-37.
2. Quenby S et al. Hum Reprod 1999; 14(9): 2386-91.

子宮NK細胞 子宮内膜間質細胞に異常増加

炎症と新生血管 子宮内膜間質細胞において異常増生

原因不明習慣流産患者の子宮内膜の状態

1. Nakagawa K et al. Am J Reprod Immunol. 2015; 73(4):353-61.

Th1/Th2 細胞障害性Th1優位による着床障害

全身免疫のバランス



黄木　妊娠維持期の黄体補充薬については天然型のプロゲステロン製剤を使用すること
が望ましいと考えています。プロゲステロンは従来使用されていた合成黄体ホルモン
剤とは異なるステロイド受容体親和性を有していますが、ミネラルコルチコイド受容
体（MR）への結合はレチノイド代謝経路を介してTh2を誘導することにより、着床後
の胚発育段階において免疫寛容に働くことが報告されています7）。また、近年、反復
着床不成功患者や習慣流産患者において多方面で議論されている慢性子宮内膜炎
は、プロゲステロンの受容体結合に悪影響を及ぼし、脱落膜化を抑制することが知ら
れています8）。こうした感染症例については、反復着床不成功患者の子宮鏡検査にて
一定の割合で所見を確認しています。
池永　着床や妊娠維持における必要プロゲステロンには個人差があるのではないかと
思います。黄体補充においても妊娠維持に相当量が必要な方もいれば、そうでない
方もいる印象があります。つまり、プロゲステロンの反応性に個体差があるというこ

となのかもしれません。さらに国内においては剤形の異なるプロゲステロン腟剤が4剤（発泡性腟錠、腟用ゼラチンカプ
セル、腟用坐剤、腟用ゲル）選択可能ですが、それぞれの剤形によって腟内での溶解・吸収は異なることが報告されてい
ますので9～11）、今後、各々の製剤における着床後の臨床成績についても詳細を検討していく必要があるのではないかと
思います。
佐藤　以前研究していたホルモン受容体の反応性の観点から言うと、投与量が多ければ多いほど良いというものではない
と考えます。受容体も自己防御反応としてダウンレギュレーションを生じることで感受性を低下させるため、各剤形の
吸収効率を踏まえた上で至適投与量について検討する必要があると考えます。
福田　NCSは論文上ではP4値が4.0ng/mL程度で発現するとのことですが、P4値については同一個人で同一日時に測定
を行ってもばらつきが多いので、どの程度の値が必要であるのかは更なる検討が必要ではないかと思います。また内膜に
ついては近年、子宮内膜フローラ検査が話題となっており、常在菌の割合の違いによって着床率や妊娠転帰が異なること
が報告されていますが12）、その先にある治療法は現在において未だ確立していません。原則的に子宮内膜は生理周期に
よってターンオーバーするので、子宮内細菌叢の異常がどの程度の影響を及ぼしているかについても今後詳細な検討が
必要だと思います。このように内膜側の因子については、胚側の因子に比べてまだ不明な点が多いと思います。

【図3】妊娠初期におけるプロゲステロン値の推移イメージ

1. Nejat EJ et al. Reprod Sci. 21(7):915-920, 2014.
2. Csapo et al. Am J Obstet Gynecol 1972; 112 (8): 1061‒1067

3. Nakajima ST et al. Fertil Steril 1991; 55: 516-520.
4. 林直樹ら. 日本受精着床学会雑誌. 2016;33(2):179-185.　　　

上記論文をもとに作成
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■  胚移植周期の今後の展望と課題    
佐藤　最後に先生方から、胚移植周期の今後の展望や課題などについてコメントを
いただきたいと思います。
安倍　近年ではERA（Endometrial receptivity array）のような胚移植タイミング
に関する議論があると思います。昔80年代頃に久保春海教授の下 Window of 
implantation（WOI）の研究を行っていたのですが、ヒト胚の発育スピードが体内に
ある場合と体外にある場合で異なることを報告した発表があったと記憶しています。
一般的に体外培養の場合は5日目で胚盤胞に到達しますが、体内では排卵後4日目で到
達することを報告していました。当院ではこの発表をもとに胚盤胞移植のタイミング
をDay4（P+4）で行っています。また、着床遅延例もあるように胚は内膜が受容能を
得るまでの一定期間、子宮内でその時期を待つことが出来るのだと私は考えておりま
すので、Day5（P+5）を基準とし、移植タイミングを調整するERA検査を全例に導入
する必要性は、現段階においては感じておりません。しかし、ERAも開発者によって
診断精度の向上や大規模な臨床データ集積により有用性を検討しているようなので、今後発表される報告を期待したい
と思います。
福田　当院においては、患者からの希望がある場合はERAを実施しています。良好胚をベストな内膜で移植しているにも
関わらず、結果が得られない患者に対して、WOIを知ることは移植時期などの治療方針の決定において有用であろうと思
います。また、国内においてはプロゲステロン腟剤が複数登場しましたが、胚移植時の黄体補充法についてはある程度確立
されていると思います。移植周期の今後において我々が直面する課題は、如何にして良質の卵を得るか、また内膜の胚受容
能や妊娠維持の障害となる因子は何なのかについて、さらに視線が向けられていくのだろうと思います。
佐藤　近年では卵巣刺激の方法によって卵の遺伝子学的プロファイルが異なる可能性が指摘されていますが、今後は胚
の移植方法だけでなく、その一歩前の卵巣刺激の方法についても再度検討を重ねる必要があると思っています。本日は
着床後の妊娠維持/流産に影響を及ぼす因子を中心に議論させて頂きましたが、皆様からの多数の有用なご意見を頂け
ましたことに御礼申し上げます。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）
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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）
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Vol.4Regional round table discussion

凍結胚移植周期の
着床後の妊娠維持/流産に
影響を及ぼす因子とは？

開催日 2018年9月20日（木） 会 場 横浜ロイヤルパークホテル

国内で標準化しつつある凍結胚移植周期の移植法には自然周期とホルモン補充周期がある。ホルモン補充周期では内因性の
プロゲステロン分泌が得られる妊娠7～8週頃までは外部から黄体ホルモンを補充して妊娠を維持する必要がある。そのため流産
に至った症例では、妊娠維持期間に使用したホルモン剤の関与が議論の焦点となることが多いが、理想的なホルモン補充法が
明らかにされているわけではない。また、妊娠維持率を高めるためには、胚および子宮内膜の妊娠維持に関与する因子について
も考慮する必要がある。今回、神奈川県内で不妊治療に携わる医師が集まり、妊娠維持期間における理想的な黄体補充法など
について討論を行った。

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。

Chairperson司 会

Participants参加者

佐藤 芳昭先生
ソフィアレディスクリニック

安部 裕司先生
ＣＭポートクリニック

黄木 詩麗先生
矢内原ウィメンズクリニック

福田 勝先生
福田ウイメンズクリニック

池永 秀幸先生
馬車道レディスクリニック

（ご芳名五十音順）


