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【目的】当院でのジノプロストン腟内留置用製剤（以下ジノプロストン腟用剤）の使用成績について検討した。
【方法】2020年９月～2021年７月にジノプロストン腟用剤により分娩誘発された妊婦（以下ジノプロストン群，58例）と，
ジノプロストン腟用剤導入前の2020年３月～８月に当院での従来法により分娩誘発された妊婦（以下従来群，61例），（両群
とも妊娠37週以降の単胎，誘発前のBishop score （以下BS） ≦４点） を対象に分娩成績を後方視的に検討した。
【成績】両群間で経腟分娩率 （初産婦；53％ vs. 50％，経産婦；100％ vs. 93％），経腟分娩までの日数に大きな差を認めなかっ
た。初産婦ではジノプロストン群の誘発開始前の子宮頸管熟化が有意に不良であった（BS中央値；１点 vs. ３点，p=0.006）。
また有意差はなかったが誘発前BS０−２点の初産婦での比較では，ジノプロストン群の分娩成績が良好な傾向であった（全
体の経腟分娩率；50％ vs. 38％，24時間以内の経腟分娩率；17％ vs. ６％）。ジノプロストン群を留置時間で分けて比較す
ると，抜去基準にかかり８時間以内に抜去した群は９時間以上留置した群と比較して，有意に24時間以内の経腟分娩率が高
かった（全体の経腟分娩率；75％ vs. 55％，24時間以内の経腟分娩率；50％ vs. ３％，p=0.002）。
【結論】ジノプロストン腟用剤の使用成績は従来法に劣らないことが確認された。特に頸管熟化が不良な初産婦において有
用である可能性が示唆された。またジノプロストン腟用剤留置後８時間以内に有効陣痛に至らない場合は，24時間以内の分
娩に至る可能性は低いことが示され，ジノプロストン腟用剤の抜去のタイミングの判断基準になる可能性がある。

This retrospective study aimed to evaluate the outcome of vaginal administration of dinoprostone for labor 
induction in women admitted to our hospital. We divided women with singleton pregnancies of 37 weeks’ 
gestation and a Bishop score 4 in two groups: 1) those who underwent vaginal administration of dinoprostone 
from September 2020 to July 2021 (58 women; dinoprostone group); and 2) those who underwent conventional 
mechanical vaginal dilation from March to August 2020 (61 women; conventional group). The vaginal delivery 
rates did not differ significantly between the groups. However, primiparae in the dinoprostone group, with a 
Bishop score 0-2, showed better outcomes (total: 50% vs. 38%; within 24 hours: 17% vs. 6%). Women for whom 
dinoprostone administration was discontinued within 8 hours according to removal criteria had a significantly 
higher vaginal delivery rate than others (total: 75% vs. 55%; within 24 hours: 50% vs. 3%; p=0.002). The study  
findings suggest that vaginal administration of dinoprostone may be effective in primiparae with poor cervical 
ripening. If labor pain does not start within 8 hours of dinoprostone administration, it should be discontinued 
to avoid anticipation of early delivery.

キーワード：分娩誘発，子宮頸管熟化不良，経腟分娩率，ジノプロストン，留置時間
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緒　　　言

　ジノプロストン腟内留置用製剤（以下ジノプロスト
ン腟用剤，商品名：プロウペス®腟用剤10mg）は，
2020年１月に「妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全におけ
る熟化の促進」を効能又は効果として承認を取得した

プロスタグランジンE2製剤である。海外のガイドライ
ン１，２，３，４）ではプロスタグランジンE2の経腟投与は頸管
熟化促進の標準的な処置とされており，本剤はその代表
的な薬剤の１つである。
　国内では妊娠37週から41週未満でBishop score　（以
下BS）　４点以下の妊婦を対象とした多施設共同非盲検
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第Ⅲ相試験（261試験），並びに妊娠41週０日以上41週６
日以下でBS４点以下の妊婦を対象とした多施設共同二
重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験（262試験） において有
効性および安全性が評価されている５）が，承認後の使
用経験はまだ十分ではない。
　当院では2020年８月から本剤を導入した。本剤の有効
性や適正な使用方法を検討することを目的として本研究
を行った。

方　　　法

　2020年９月～2021年７月にジノプロストン腟用剤によ
り分娩誘発された妊婦（以下ジノプロストン群）と，ジ
ノプロストン腟用剤導入前の2020年３月～８月に当院で
の従来法により分娩誘発された妊婦（以下従来群）のう
ち，妊娠37週以降の単胎で誘発前のBSが４点以下であ
るものを対象として後方視的に検討した。
　当院の分娩誘発方法を図１に示す。BSなど子宮口の

所見をもとに誘発方法を決定している。土日祝日・夜間
の誘発は原則行っておらず，誘発日数の制限はしていな
い。低置胎盤・前期破水症例では，器械的拡張を行って
いない。ジノプロストン腟用剤の使用は担当医の判断と
しており，ジノプロストン腟用剤で分娩に至らなかった
場合，それ以降の誘発は従来法を継続している。従来法
では，子宮口閉鎖の場合のみ吸湿性頸管拡張剤を挿入し
ており，それ以外は，メトロイリンテル挿入後に子宮収
縮薬使用，もしくは直接子宮収縮薬を使用している。な
おジノプロストン腟用剤の抜去は添付文書に従い，（１） 
30分間にわたり規則的で明らかな痛みを伴う３分間隔
の子宮収縮 （２） 新たな破水 （３） 人工破膜を行うとき 
（４）過強陣痛やその徴候の発現 （５） 胎児機能不全や
その徴候の発現 （６） 悪心，嘔吐，低血圧等の全身性の
副作用の発現 （７） 留置後長時間経過した時（最大12時
間）とした。
　ジノプロストン群と従来群で母体背景（年齢，分娩誘
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図1 当院の分娩誘発方法

※ 子宮口閉鎖症例のみ吸湿性頸管拡張剤を挿入，午後に再拡張（最終6本以上）
破水症例は吸湿性頸管拡張剤，メトロイリンテルは使用しない

図１　当院の分娩誘発方法

表１ 患者背景と全体の分娩成績

初産婦(n=79) 経産婦(n=40)

ジノプロストン
群(n=45)

従来群
(n=34)

p値
ジノプロストン
群(n=13)

従来群
(n=27)

p値

年齢 32歳(17-42) 31歳(20-44) 0.558 30歳(22-39) 34歳(26-43) 0.139

誘発週数
39週3日

(37/1-41/1)
40週1日

(37/3-41/4)
0.040

38週5日
(37/0-41/3)

39週3日
(37/0-41/2)

0.583

分娩時BMI
24.8

(17.1-51.1)
25.6

(20.2-42.9)
0.705

29.2
(22.5-40.5)

25.7
(19.4-35.3)

0.056

児体重
3135g

(1928-3875)
2994g

(2390-3910)
0.373

3355g
(2620-3975)

3110g
(2735-3980)

0.119

誘発前BS 1点(0-4) 3点(0-4) 0.006 1点(0-4) 2点(0-3) 0.699

経腟分娩までの日数 2日（1-5） 2日（1-3） 0.334 2日（1-4） 2日（1-7） 0.908

経腟分娩数 24例(53%) 17例(50%) 1.00 13例(100%) 25例(93%) 1.00

経腟分娩数以外は中央値、( )内はその範囲

表１　患者背景と全体の分娩成績
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発週数，分娩時のBMI，誘発前BS），出生児体重，経腟
分娩率，24時間以内の経腟分娩率，経腟分娩までの期間
（日数）を比較検討した。分娩に至るまでの時間は，い
ずれの群でも初回の分娩誘発処置または投薬開始時から
とした。またジノプロストン群においては留置中の有害
事象および留置時間別の分娩成績についても検討した。
　統計解析は統計ソフトEZRを用いてMann-Whitneyの
U検定またはFisherの直接確率検定を行い，P＜0.05で有
意差ありとした。また本研究は当院の医の倫理委員会で
承認を得て施行した（承認番号第3765号）。 

成　　　績

　本研究では初産婦79例，経産婦40例の計119例の産婦
が分析対象となった。初産婦のうちジノプロストン群が
45例，従来群が34例であり，経産婦のうちジノプロス
トン群が13例，従来群が27例であった（表１）。経腟分
娩率は両群間で大きな差を認めなかった（初産婦；53% 
vs. 50%，経産婦；100% vs. 93%）が，患者背景を比較
すると，初産婦ではジノプロストン群で誘発週数が有意
に早く，誘発前のBSが有意に低値（BS中央値；１点 vs. 

３点，p=0.006）だった。一方，経産婦では有意ではな
いものの，ジノプロストン群の母体の分娩時BMIが高い
傾向を認めた（BMI中央値；29.2 vs. 25.7，p=0.056）。
経腟分娩までの日数は，両群間で有意な差は認めなかっ
た。
　初産婦でジノプロストン群の誘発前BSが有意に低
かったことから，さらに誘発前BS別に比較検討を行っ
た（表２）。誘発前BS ０−２点の初産婦では，有意差は
ないがジノプロストン群の分娩成績が良好な傾向であっ
た（経腟分娩率；50% vs. 38%，24時間以内の経腟分娩
率；17% vs. ６%）。
　次に誘発適応別に経腟分娩率を検討した（表３）。経
産婦では前述のとおり経腟分娩率がほぼ100%であるた
め，ここでは初産婦のみ検討した。前期破水では両群
とも経腟分娩率は高く（100% vs. 80%），過期産予防・
巨大児予防では両群とも経腟分娩率は低い傾向にあっ
た（過期産予防；30% vs. 38%，巨大児予防；33% vs. 
０%）。妊娠高血圧症候群・胎児発育不全ではジノプロ
ストン群で経腟分娩率は低い傾向にあった（妊娠高血圧
症候群；67% vs. 100%，胎児発育不全；33% vs. 100%）。

表2 Bishop score （BS) 別の分娩成績

誘発前BS0-2点 誘発前BS3-4点

ジノプロストン群 従来群 p値 ジノプロストン群 従来群 p値

初
産
婦

症例数 36 16 9 18

経腟分娩数 18 (50%) 6 (38%) 0.787 6 (67%) 11 (61%) 1.00

24時間以内の経腟分娩数 6 (17%) 1 (6%) 0.661 3 (33%) 7 (39%) 1.00

経
産
婦

症例数 10 21 3 6

経腟分娩数 10 (100%) 19 (90%） 1.00 3 (100%) 6 (100%) 1.00

24時間以内の経腟分娩数 5 (50%) 7 (33%) 0.723 1 （33%) 5 (83%) 0.604

表２　Bishop score 別の分娩成績

表 3 誘発適応別の経腟分娩率（初産婦のみ） 

 ジノプロストン群
（n=45） 

従来群 
(n=34） 

 症例数 経腟分娩数 症例数 経腟分娩数 

硬膜外和痛分娩 11 6 (55%) 7 2 (29%) 
過期産予防 10 3 (30%) 14 5 (38%) 

巨大児予防 6 2 (33%) 1 0 (0%) 

妊娠高血圧症候群 6 4 (67%) 3 3 (100%) 

糖尿病合併妊娠 1 1 (100%) 2 1 (50%) 

前期破水 5 5 (100%) 5 4 (80%) 

胎児発育不全 3 1 (33%) 2 2 (100%) 

その他 3 2 (66%)   － － 

 

表３　誘発適応別の経腟分娩率 （初産婦）
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　ジノプロストン腟用剤留置中の有害事象は胎児機能不
全４例（６％），および血圧上昇３例（５％）を認めた（症
例の重複あり）。胎児機能不全のうち３例はジノプロス
トン腟用剤抜去で改善したが，１例は持続したため帝王
切開に移行した。血圧上昇については降圧剤により対応
した。母児の転帰が不良となった症例はなかった。また
有害事象ではないが，ジノプロストン腟用剤の早期脱落
を４例に認めた。
　最後に初経産を合わせてジノプロストン腟用剤の留置
時間別に分娩成績を検討した（図２）。抜去基準にかか
り８時間以内に抜去した群では24時間以内の経腟分娩が
多く，９時間以上の留置群ではその割合は低下した。両
群を比較したところ24時間以内の経腟分娩率に有意差を
認めた（全体の経腟分娩率；75% vs. 55%，24時間以内
の経腟分娩率；50% vs. ３%，p=0.002）。ジノプロスト
ン腟用剤の抜去理由を検討したところ，24時間以内の分
娩に至った15例のうち，14例は８時間以内に抜去されて
いたが，そのうち陣痛発来が８例，頻回の子宮収縮３
例，破水２例，高血圧１例だった。一方，その他の有害
事象や早期脱落で抜去に至った症例は24時間以内の分娩
には至っていなかった。

考　　　案

　国内の第Ⅲ相試験でジノプロストン腟用剤の有用性が
示されたが，この試験は単アームまたはプラセボとの比
較であり，従来の器械的拡張を中心とした子宮頸管熟化
法との比較はなされていない５）。今回当院での新規導入
にあたって，従来法との治療成績を比較し，有効な使用
方法を検討する目的で本研究を行った。結果として全体
ではジノプロストン腟用剤の治療成績は従来法と同等
だった。海外ではプロスタグランジンE2の腟内投与の

有用性について多数の検討がなされている。コクランレ
ビューによれば，プロスタグランジンE2の腟内投与と
器械的頸管拡張で，全体での経腟分娩率は変わらない。
また24時間以内の経腟分娩率も変わらない。しかし，経
産婦に限った検討では，24時間以内の経腟分娩率が有意
に高いことが示されている６）。このことは症例を選択す
ることで，従来法より有効な成績を期待できることを示
唆している。今回の検討では，ジノプロストン群で，初
産婦の誘発前の頸管熟化が有意に不良であった。また経
産婦では，有意差はないもののジノプロストン群にわず
かに肥満傾向を認めた。子宮頸管の熟化不良や肥満は分
娩誘発の不成功因子として挙げられており７），そのよう
な条件で従来群と同等の分娩成績であることから，ジノ
プロストン腟用剤の効果は，従来法に劣らないことが示
された。また本剤は腟内に留置するだけであり，従来の
器械的拡張で懸念される診察時の患者の疼痛や手技の困
難さ，手技に伴う感染や出血のリスクはほとんどないと
考えられる。そのことも考慮すれば，頸管熟化不良症例
や肥満などの内診困難症例，内診痛の強い患者などの分
娩誘発において積極的に選択するメリットはあると考え
られた。
　誘発適応別の検討でジノプロストン腟用剤の使用を考
慮する状況として，子宮頸管熟化不良例での前期破水に
対する分娩誘発があげられる。文献的には前期破水症例
に対するプロスタグランジンE2の腟内投与に関して，
器械的処置に比較して分娩所要時間が短く，帝王切開率
や安全性は同等とする報告８）や，他の適応での誘発に
比較して分娩所要時間が短く，帝王切開率や合併症が少
ないとする報告９）がある。今回の当院の検討でも，前
期破水に対するジノプロストン腟用剤投与例では５例全
例が経腟分娩に至っていた。また前期破水で頸管熟化が
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図２　留置時間別の分娩成績
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不良の場合，感染や臍帯脱出のリスクを考えると，従来
の器械的拡張は選択しにくい。その点も考慮すると，前
期破水症例はジノプロストン腟用剤の良い適応である可
能性がある。ただし本剤の添付文書上は，子宮からの羊
水流出により腟内のpHが上昇している患者では，本剤
からの薬物放出速度が上昇するおそれがあるため慎重投
与の対象となっている。また本剤留置中に新たに破水が
生じた場合は，上記の懸念からすみやかに抜去すること
となっているため注意を要する。 
　ジノプロストン腟用剤の有害事象として，今回の検討
では，胎児機能不全と母体の血圧上昇が認められた。前
述の国内の第Ⅲ相試験では，胎児機能不全を含む胎児の
心拍異常が3.6％，母体の血圧上昇や妊娠高血圧が合わ
せて1.8％と報告されている５）。今回の検討症例では適切
に対応することで重篤な合併症には至っていないが，胎
児機能不全の可能性が高い症例や血圧上昇の懸念のある
症例について，本剤の使用は慎重であるべきと考えられ
た。
　ジノプロストン腟用剤の留置時間別の分娩成績に関す
る検討では，８時間以内に抜去に至った症例の方が，そ
れ以上留置した症例に比較して経腟分娩率が高く，24時
間以内の経腟分娩率では有意差を認めた。ジノプロスト
ン腟用剤の留置時間は，最大12時間までとされている
が，朝から分娩誘発を開始しても，12時間後は夜勤帯と
なってしまうため，その時間帯まで留置を継続すると母
児の観察やケアが十分できない懸念がある。一方でジノ
プロストン腟用剤の投与は妊娠期間中１回までの制約が
あるため，その１回の投与で少しでも効果を得るために
より長時間の留置を目指したいジレンマがある。今回の
検討から，添付文書に示すような有効陣痛や新たな破水
などで８時間以内に抜去できた群は，既にその時点で活
動期に入っているために24時間以内に分娩となる可能性
が高いことが示された。一方，９時間以上の留置となっ
た群では，その後に有効陣痛に至る可能性が低く，長期
留置の有用性は低い可能性が示された。ジノプロストン
腟用剤留置中は，持続的な胎児モニタリングを要するた
め，長期の留置による妊婦の負担や，準夜帯でのスタッ
フの制約などを考慮した場合，挿入から８時間が抜去の
ひとつの目安になる可能性がある。
　本論文に開示すべき利益相反はありません。
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