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Window of implantation（WOI：着床の窓）の指標
について考察する前に、念頭に置いておくべき命題が

2つある。1つはヒトのWOIは本当にあるのかということ、
もう1つはヒトのWOIは周期によって変化しないのか
ということである。WOIが存在しない、あるいは周期
によってWOIが変わるのであれば、その指標を検討し
ても臨床的に意味があるとは言えなくなる。WOIは
1966年にPsychoyosがラットの遅延着床実験で提唱
した考え方である。交配後、受精卵が発生したラットに

卵巣除去手術を行い、48時間以上プロゲステロンを
投与すると受精卵は存続できるが、着床できない状態を

作ることができる。しかし、その後にエストロゲンを

単回投与すると、24時間以内に約12時間のみ着床可能
時間（Receptive state）が出現する1）。この実験が

WOI研究の発端となった。一方で、ヒトにおけるWOI
の検討は、臨床において胚移植タイミングと妊娠率の

関係から推測されてきた。報告によってWOIの期間は
24時間のみとする考え方から、5日間存在するという報告

まであり一定の見解は得られていないが、ヒトにも

WOIが存在すること自体は広く認められている。次に
ヒトのWOIが周期によって変化しないのかということ
だが、こちらも報告者によって見解が異なる。Murray
ら2）は排卵から同一時期の1回目と2回目の内膜日付診
では、3分の1の被験者にそれぞれの周期で2日以上の
ずれを認めたことを明らかにしている。一方でDíaz-
Gimenoら3）はBMIや子宮内膜厚に変化を認めない
限り、同一被験者における子宮内膜遺伝子のReceptive 
stateは29～40ヶ月後の期間において変化しないこと
を報告している。　

このようにヒトにWOIが存在するか、周期によって
変わらないかの命題については、完全ではないが大まか

なところは解明されているという前提で、本講演では

子宮内膜日付診、Pinopodes、Nucleolar channel 
system（NCS）、Endometrial receptivity array
（ERA）がWOIの指標となり得るのかについて考察し
たい。

Window of implantation（WOI）の指標について
考察する前に理解しておくべき2つの命題Topic1

子宮内膜日付診は1950年代にNoyesらが提唱し
た健常人女性における自然月経周期の子宮内膜生検を

もとに作成した標本モデルで、8つの診断基準（腺核分
裂、核偽重層、核下空砲、分泌、間質浮腫、前脱落膜化、

間質核分裂、白血球浸潤）を指標としたWOIの診断
ツールである。しかし、正常妊孕群と不妊群の内膜日

付診の結果に差はなかったとする報告があり、また我々

も空胞率（空胞を有する腺上皮 /腺上皮全体）と Liら4）

の脱落膜化スコアを用いてWOIの解明を試みたこと
があるが、着床期に空胞率の低下と脱落膜化スコアの

上昇に一定の傾向は認めたものの、結果のバラつきが

多かった。このように日付診は、8種類の診断基準が
評価者の主観に左右されやすく、鋭角的な判断が難しい

ため、WOIの臨床指標とすることは困難であると考え
られる。

子宮内膜日付診を指標としたWOIの解明Topic2

Session.1

Window of implantationは解明できたのか？
～子宮内膜日付診 /  Pinopodes/ NCS/ ERAを考察する～

札幌エンドメトリウムリサーチ　東口  篤司先生
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Pinopodesは子宮内膜上皮においてMicrovilliの
ない細胞質突起と定義されており、この突起構造物が

WOIの指標ではないかと考えられている。Pinopodes
の出現はプロゲステロン依存性とされる。我々は月経

周期とPinopodes出現率の関係について検討を行っ
たことがあるが、月経周期19～23日目における
Pinopodesの出現率は80％であったが、増殖期中期
や周期16日目にも通常より小さいPinopodesが孤在
性に観察された。さらに子宮外妊娠や流産症例の子宮

内膜についても検討を行ったところ、同様に小型で孤在

性のPinopodesが観察できた。ここでは、これらの
通常より小型で集簇性にではなく孤在性に出現する

細胞質突起をPinopodesと定義して良いかどうかが
問題となる。このようにPinopodesについては、その
定義に評価者バイアスが含まれる可能性があるため

WOIの指標としての評価が高いとは言えないと考え
られる。

Pinopodesを指標としたWOIの解明Topic3

NCSは、核内の1μmの膜様、ボール様構造物として
観察できるが、必ずしも核小体と直接の関連性はなく、

核膜由来とされている。機能は不明であるが、核周囲腔

と細胞質間のmRNAのTransportに関与していると
考えられている。ヒト子宮内膜上皮にしか出現せず、他

の組織上皮には出現しない。近年の報告において月経

周期19～24日目において出現することが報告されて
おり、それ以外の期間においては観察されないことが

報告されている。またEndometrial receptivity array
（ERA）との診断一致率が高いことも報告されている5）。

我々が蛍光顕微鏡を用いて自然周期における子宮内膜

のNCS出現率について検討を行ったところ、月経周期

19～22日目のNCS出現率は100％であった。一方で
増殖後期、着床期以外の分泌期においては観察されな

かった。Pinopodesの検討と同様に、子宮外妊娠や流
産症例の子宮内膜においても検討を行ったが観察され

なかった。NCSについては半世紀以上前から電子顕微
鏡観察による検討が進められており、報告によっては

月経周期18～27日目においても観察できるとされて
いるため、診断ツールとしての有用性が高いことを断言

することはできないが、分泌期以外の内膜では観察が

できないことから、WOIの指標として有力ではない
かと考えられる。

Nucleolar channel system（NCS）を指標としたWOIの解明Topic4

ERAはスペインの研究グループによって、子宮内膜
の着床に関連する238個の遺伝子をもとに胚受容期
（Receptive）を特定する新世代のWOI診断ツールで
あり、臨床においては世界各地で既に3万例に実施され
ている。ERAの研究グループは月経周期のLH+7、また
はホルモン補充周期のP+5にReceptive遺伝子がある
ことを特定しており、この日に実施した生検内膜組織の

遺伝子パターンの結果をもとに胚移植（ET）タイミング

を調整して、Personalized ETを実施することを提唱
している。仮に LH+7に実施した内膜の遺伝子発現が
Pre-receptiveであればLH+8に再検し、Receptive
ならETを通常より1日遅らせるよう指示が出される
ことになる。当グループによる初回の IVF/ICSI患者を
対象に実施した検討では、被験者を Fresh-ET周期、
Frozen-thawed ET周期、ERAに応じたPersonalized 
ET周期へ無作為割り付けを行い、比較検討を行って

Endometrial receptivity array（ERA）を指標としたWOIの解明Topic5
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いるが、Personalized ETを行った群は他の2群に
比べて有意に移植あたりの妊娠率が高かったことを

報告している。

一方で ERAの有用性についてはまだ解明できて
いない課題がいくつかある。

当グループは過去に3回以上の形態学的良好胚盤胞の
移植にも関わらず着床しなかった85症例を対象にERA
によるPersonalized ETの有用性を検討しているが、
Receptiveの判定結果であった29症例は移植タイミン
グの変更を行っていないにも関わらず妊娠率は51.9％
であったことを報告している6）。一般的に3回以上の
良好胚盤胞の移植歴があるにも関わらず、着床しなかっ

た患者が妊娠した場合の要因を検討する場合、内膜生検

時のスクラッチ効果（Endometrial injury）の関与を
考えたくなるが、当グループは ERA実施直後の期間
だけでなく、ERA実施後6ヶ月間の妊娠率も同等で
あったことから、スクラッチ効果の関与を否定している。

加えて、妊娠成立の要因としてはERA結果に基づいて
移植日のみならず移植時間の指定まで厳格に行ったこ

とに起因するのではないかと予想している。

次の課題として、Non-receptiveであった患者は

次周期に同一タイミングで再移植しても着床しないと

する根拠が臨床下において十分に検討されていない点

である。本課題に関する前向き無作為化比較研究による

検証は行われておらず、当グループはNon-receptive
であった患者においては分娩既往がないことで説明

を行っているが、根拠として乏しいと思われる。

さらにERAのReceptiveの定義が十分に確立され
ていない点も課題であると思われる。当研究グループ

は LH+1～5の遺伝子パターンを Pre-receptive、
LH+11～13をPost-receptive、LH+7をReceptive
と定義しているが、LH+6やLH+8の遺伝子パターンに
ついては検討を行っていない。仮にこの時期の遺伝子

パターンがLH+7と類似しているのであれば、ET日を
厳格に個別化する意義は低くなる可能性が考えられる。

しかし、これらの課題がERAの有用性や価値を損な
うものではない。旧来より検討されてきた診断法と

異なり、コンピューター解析が行われるため、鋭角的な

評価が可能である点は非常に魅力的である。診断ツー

ルとしての精度は現在、改良が進められ7）、さらに生検

によらない非侵襲的な検査法も開発されており、今後と

も広く用いられることが期待される。
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◎  子宮内膜日付診、Pinopodesは評価者による主観が判定結果に影響をもたらすため、WOIの診断
指標としての有用性は低い。

◎  NCSは内膜分泌期の期間においてのみ観察が可能であることから、WOIの指標として使用すること
は可能である。

◎  ERAは今後、検討すべき課題はあるが、世界的な臨床データの豊富さ、コンピューターによる鋭角的
評価が可能であることから、WOIの指標として今後が期待できる。

総 括
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我が国においては現在、凍結融解胚移植（FET：
Frozen embryo transfer）の周期数が年々増加傾向に
あるが、当院においても2011年にFET周期が新鮮胚移
植周期数を上回り、2015年次においては全移植周期の
約95％でFETを行っている。日本産科婦人科学会より報
告されている日本におけるART出生児の移植周期の内
訳においても、約80％の児はFETによって誕生している。

FETの方法には大きく分けて2つの移植法がある。患
者の月経周期の黄体期にあわせて融解胚移植を行う自然

周期移植では、ホルモン製剤を使用しないことから患者

負担は少なくなる。一方、排卵期を予測する上でLHレベ
ルや卵胞計測のために頻回に来院する必要があり、胚移

植の日程調整を行うことはできない。また、月経不順患

者には適応とならない。ホルモン補充周期（HR：
Hormone replacement）は外因性のエストロゲン製剤、
プロゲステロン（P4）製剤を使用して人工的に内膜を調
整し、融解胚移植を行う方法であるが、胚移植の日程調

整が可能であり、来院回数も最低限に抑えることができ

る。一方、内因性ホルモン分泌が得られないため、胎盤か

ら十分量のプロゲステロンが産生される時期まで外因性

ホルモンを継続投与しなければならない。これら2つの
移植法についてメタアナリシスが報告されているが8）、

臨床的妊娠率、継続妊娠率、出生率の全てにおいて、自然

周期移植とHR周期の臨床成績に有意差は認めていない。
次にHR-FETにおける理想的な黄体ホルモン製剤の

条件であるが、第一に妊娠初期における使用が、妊婦・胎

児において安全性が担保されていることである。そして

着床および妊娠維持において高い有効性が期待できるこ

と、使用において患者利便性が高いこと、ARTの適応を
有することがあげられる。ARTの適応については現在、

国内で使用可能なP4腟剤全てに共通していることであ
るが、用法・用量が明確である。そして、インフォームド

コンセントの取得が不要であり、万が一の重篤な副作用

発現時においては、PMDAが定める医薬品副作用被害救
済制度の対象となる。この制度において注意すべき点は、

添付文書に記載されている適応症、用法・用量を逸脱した

使用をしている場合においては救済措置の対象となら

ない点である。このような条件を踏まえると、現在、国内

で使用可能なP4腟剤を標準的に使用することが望まし
いと考えられる。

P4腟剤の特徴であるが、標的臓器である子宮内膜へ
のP4移送性が高いことが既に多くの検討で明らかにさ
れている。Paulsonら9）は、P4腟錠200mg/dayとP4
筋注50mg/dayをHR周期にて各々投与し、投与10日
目の血中P4値と子宮内膜組織におけるP4濃度を比較
検討しているが、血中P4値はP4筋注群で高値を示して
いるにもかかわらず、着床、妊娠維持において重要とな

る子宮内膜組織濃度については、P4腟錠群で明らかに
高値を示していた。この理由として、P4製剤を経腟投与
した場合には、全身循環を介さず、直接子宮内膜組織へ

移行する子宮初回通過効果によるものと考えられている。

また、Beltsosら10）は、P4筋注とP4腟錠の患者使用
満足度を評価しているが、P4腟錠はP4筋注に比べて、
患者満足度が高いことを報告している。

2014年に米国において、Shapiroら11）が黄体補充法に

関するエビデンスの検証会議を行い、ガイドラインに相当

するステートメントを発表している。このステートメン

トは、裏付けとなるエビデンスの信頼度、及び有識者らの

意見の一致率の2項目で定義されている。この中で注目
すべきステートメントは胚移植周期における血中P4値

ホルモン補充周期凍結融解胚移植における黄体補充についてTopic1

Session.2

着床・妊娠維持のために
プロゲステロン補充を強化する意義はあるのか？

蔵本ウイメンズクリニック　蔵本  武志先生
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の測定意義についてであるが、血中P4値は標的臓器で
ある子宮内膜組織濃度を反映しているわけではないため、

測定意義はないと結論づけている。このステートメント

についてはエビデンスカテゴリー1、有識者意見一致率
レベル1で最も信憑性の高いランク付けが行われた。

P4腟剤は国際的にARTにおける標準的治療薬として
選択されている。一方で、P4腟剤は国内で標準的に行わ

れているHR-FET周期において、まだ十分な検討がなさ
れていないため、実地臨床下におけるエビデンスの集積

が急務と考えられる。そこで当院において日本人医師が

旧来着目してきたHR-FET周期における血中P4値に関
する3つのクリニカルクエスチョン（CQ）について、実地
臨床下で検討を行ったので本講演にて紹介させて頂く。

当院におけるHR-FETプロトコルは、経口ピルを約2
週間投与し、消退出血開始後、エストロゲン貼布剤を1日
3枚貼付している。投与開始13～14日目に子宮内膜厚
を測定し、7mm以上を確認後にP4腟剤の投与を開始
している。まれにエストロゲンのネガティブフィードバック

が十分でなく、卵胞発育が抑制できていない症例がある

ため、この段階において血中P4値測定を行い、内因性
P4分泌が生じていないことを確認している。

P4腟剤は国内で認可されているP4腟剤の標準量を使
用しており、P4腟剤投与期間中において他の黄体ホルモン
剤の併用は行っていない。P4腟剤の投与開始タイミング
は午前中から開始し、投与初日から1日投与量を適切に投
与している。胚盤胞の移植タイミングは6日目（P+5）の午
前11時から午後1時の昼時間帯に行っており、妊娠が維持
できている症例には妊娠9週6日まで継続投与している。

国内ではHR-FET周期における胚移植日の血中P4値
について、従来の黄体機能不全の診断指標であった血中

P4値10ng/mLを基準としてきた施設が多いように思
われる。しかし前述のように、腟剤は腟から子宮内膜へ

P4を直接移送させることが明らかにされており、血中
P4値は子宮内膜組織濃度を反映している訳ではない。こ
のことからP4腟剤を使用したHR-FETにおいて、胚移
植日の血中P4値を臨床指標として扱う必要があるのか
疑問視する声も多い。そこで我々はP4腟剤の単剤使用
によるHR-FETにおいて胚移植日の血中P4値が妊娠率、

生児獲得率に関連を認めるのかについて検討を行った。

P4腟剤は国内承認用量（ルティナス®腟錠300mg/day）
を単剤で使用した。患者の胚移植日の平均血中P4値を
<7.0ng/ml群、7.0-10.0ng/ml群、10.0-13.0ng/ml群、
≥13.0ng/ml群の4群に分け、それぞれのP4値群の妊娠
率に差を認めるかについて、年齢、BMIを調整因子とした
多変量ロジスティック回帰分析にて検討を行ったが、群間

の妊娠率に違いは認めなかった。さらに生児獲得率につ

いても検討を行ったが、同様の結果であった。

HR-FETは黄体からの内因性P4分泌が得られないこ
とから、胎盤からのP4分泌が開始される時期までは、
外因性P4製剤を投与することによって妊娠を維持する
必要がある。施設によっては外部からのP4補充が十分
であるのかを確認する目的で、妊娠判定日（妊娠4週頃）
以降にも血中P4値測定を行い、低値例においては治療法
の変更を検討している実態がある。自然妊娠女性を対象

とした妊娠継続例と流産例の妊娠初期における血中P4
値推移については様々な報告があるが12）、HR-FETに
おける妊娠初期の血中P4値推移については十分な検討
が行われていない。そこで我々はP4腟剤の国内承認用量
（ルティナス®腟錠300mg/day）の単剤使用によるHR-
FETで妊娠した40歳未満の単一胚盤胞移植症例を対象
に、妊娠22週時まで妊娠が継続できた症例と流産に至っ
た症例の血中P4値推移について検討を行った。
妊娠継続例と流産例の妊娠2週（胚移植日）、妊娠4～

5週、妊娠6～7週、妊娠8～9週の血中P4値は、妊娠4～
5週までは差を認めなかったが、妊娠6～7週では妊娠

当院におけるHR-FETプロトコル　

CQ1. 胚移植日の血中P4値と妊娠率、 
 生児獲得率に関連はあるか？

CQ2. 妊娠継続例と流産例の妊娠初期の 
 血中P4値推移に違いはあるか？

着床・妊娠維持のためにプロゲステロン補充を強化する意義はあるのか？Topic2
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注：ルティナス®腟錠100mgの用法・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。

プロゲステロン腟剤を使用したホルモン補充周期凍結融解胚移植において
◎  胚移植日血中P4値は臨床指標として扱うべきではない。
◎  妊娠継続例と流産例の血中P4値は有意差を認めるが、これはP4腟剤の溶解・吸収不良が原因ではなく、
胚由来の問題からルテオプラセンタルシフトが出現しないためであると考えられる。

◎  継続妊娠率の改善および流産抑制を目的としたP4腟剤の増量の臨床的意義は低いため、標準用量の
投与で良いと考える。

総 括

継続例で血中P4値が有意に高く、妊娠8～9週も同様の
結果であった。流産例の血中 P4値は妊娠経過に伴い
変動を認めることはなかった。

HR-FET周期における妊娠継続例と流産例の血中P4
値は妊娠6～7週以降、流産例で有意に低値であった。こ
の結果については2つの仮説が考えられる。1つ目として、
流産例はP4腟剤の腟粘膜からの吸収不良のため血中P4
値が低く、流産したのではないかという仮説である。この

仮説が正しければ、P4腟剤投与量を増量することでP4
値を上昇させれば流産が回避できることが考えられる。

2つ目として、P4腟剤の吸収に問題はなく、妊娠継続例
はルテオプラセンタルシフトによる胎盤からのP4分泌
が上乗せされたことにより、P4値が高値であったとする
仮説である。この場合、流産の主な原因はP4腟剤ではな
く、移植胚の染色体異常等の問題からルテオプラセンタル

シフトが生じず、妊娠6～7週以降も血中P4値が低値で
あったと考えられる。多くの医師が2つ目の仮説を支持
すると予想できるが、我々は1つ目の仮説を検証する目
的で、P4腟剤の標準用量投与と高用量投与において、
継続妊娠率、流産率に違いを認めるのか検討を行った。

当院にて患者同意取得後に標準用量投与群（ルティ

ナス®腟錠300mg/day）と承認用量を逸脱する高用量
投与群（ルティナス®腟錠400mg/day）に割り付けを
行い注、22週時継続妊娠率、流産率の違いについて、年齢、
BMI、過去の胚移植歴（回数）、胚移植日子宮内膜厚、
胚移植日血中 E2値を調整因子とした多変量ロジス
ティック回帰分析によって検討した。検討期間中の血中

P4値の推移は、高用量投与群が標準用量投与群に比べ
て明らかに高値を示していたが、両群の臨床的妊娠率、

22週時継続妊娠率、流産率に違いは認めなかった。

P4腟剤を使用したHR-FET周期における血中P4値は、
子宮内膜組織におけるP4レベルを反映したものではない。
従って、胚移植日の血中P4値と、従来の黄体機能不全の
診断指標であった血中P4値10ng/mL未満を混同すべき
ではなく、血中P4値に応じてP4腟剤の投与量を再考する
必要性は低いと考えられる。また、妊娠初期に外部からの

P4補充を増量することによって血中P4値を上昇させても、
臨床成績に改善を認めないことから、流産に至る症例の要

因については、P4腟剤の妊娠維持効果というよりも、移植
胚由来の問題に依存している可能性が高いと考えられる。

CQ3. P4腟剤の標準用量投与と 
 高用量投与で臨床成績に違いはあるか？

CQ 1, 2, 3の考察　
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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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