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背景
2004 年 11 月 1 日から 5 日にかけて、イタリアのべラージオにて、国連開発
計画（UNDP）・国連人口基金（UNFPA）・世界保健機関（WHO）・世界銀行によ
る「ヒトの生殖に関する研究・開発・研究訓練プログラム」
（HRP）は、『妊娠第一
期の早期における外科的方法によらない（薬剤を用いた）人工妊娠中絶（Medical
Abortion）の治療法及びサービス提供の実行についての国際合意形成のための会
議』を開催しました（付録 1）。この文書は、薬剤による中絶の分野で非常に経験
豊富な研究者や臨床医等の会議参加者による討議の成果です。
会議に先立ち、さまざまな国で中絶サービスを提供している医療関係者に対
して、薬剤による中絶（medical abortion）についてよく尋ねられる質問のリス
トを提出するよう依頼しました。会議の参加者はそれらの質問を検討し、科学
文献や臨床経験に基づき、回答を編み出しました。この文書には、その回答を
記してあります。
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はじめに
法が認める範囲内で最大限の、安全な人工妊娠中絶を提供することは、リプ
ロダクティブ・ヘルス・サービスの重要な要素です。薬剤によって（つまり外科
的方法によらずに）流産を誘発する方法（medical abortion）の開発・発展は、さ
まざまな医療環境で女性にとって中絶を利用可能にする代替的な選択肢を生み
出しました。過去 5 年間に、この課題は大規模に検討され、多くのエビデンスに
基づく（診療）ガイドラインが出版されました。
（文献 1 〜 6）
本書の目的は、これらのガイドラインの内容を繰り返すことではなく、むしろ、
入手可能なエビデンスのレビューに基づいて、臨床上の一般的な質問への回答
を示すことです。実践的な課題に焦点を当てるため、妊娠第一期の早期に薬剤
による中絶（medical abortion）のサービスの創設を検討している、または既に
現在提供している医療従事者に、この回答は特に役立つはずです。
理想としては、どの薬剤による中絶方法（medical abortion）も、全般的に真
空吸引法による中絶に匹敵する効果があるはずです。つまり完全な中絶（完全流
産）の成功率は 95％より高く、処置後の妊娠継続率は 1％未満です。
上記の他、妊娠第一期の早期の薬剤による中絶方法（medical abortion）の望
ましい特徴には、次のようなものがあります。
・妊娠 63 日まで効果的であること
・投与が容易であること
・安全で、かつ副作用が許容範囲であること
・失血が真空吸引法による場合と同程度、または、より少ないこと
・経済的に利用しやすいこと
・幅広く利用可能であること
以上の効果の基準を満たす唯一の処方は、ミフェプリストン（mifepristone）及
びプロスタグランジン（prostaglandin）
（ミソプロストール（misoprostol）または
Frequently asked clinical questions about medical abortion
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はじめに

ゲメプロスト（gemeprost）のいずれか）の組み合わせです。ミフェプリストンま
たはプロスタグランジンのいずれかの単独使用だけでは、上記の効果の基準を
満たせません。メトトレキサート（methotrexate）をプロスタグランジンと組み
合わせて用いることで、上記効果基準に近づけることもできますが、催奇形性
があるため使用しないことが推奨されます。
本書での薬剤による中絶（medical abortion）の推奨事項は、妊娠第一期の早
期（最終月経周期の初日から 63 日まで）に限定されます。ミフェプリストン投与
後のプロスタグランジンの投与は、妊娠のどの段階においても妊娠を終了させ
るのですが（妊娠 24 週まで許可されている国もあります）、妊娠期間が 63 日よ
り後のこの中絶方法は一般的ではなく、その場合には入院が必要となり、別途
の医学的、法的、サービス提供上の課題が生じます。
文 献
1. Medical methods for termination of pregnancy. Geneva, World Health Organization,
1997 (WHO Technical Report Series, No. 871).
2. National evidence-based clinical guideline: the care of women requesting induced
abortion. Updated guidelines. London, Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists, 2004.
3. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva, World
Health Organization, 2003.
4. Providing medical abortion in developing countries: an introductory guidebook. New
York, Gynuity Health Projects, 2004.
5. Prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à 14 semaines.
Paris, L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), 2001;
available at: <http://www.anaes.fr/>; accessed on 22 February 2006.
6. Guidelines for the use of mifepristone and prostaglandin in termination of early
pregnancy. In: Guideline for family planning technology. Beijing, State Ministry of
Health and Family Planning Committee, 2003 [Document No (2003)32].
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中絶前のケア
質問 １

望まない妊娠をして中絶を考えている女性に、
どのような相談が必要ですか？

望まない妊娠をして中絶を考えているすべての女性は、さまざまな中絶方法に
ついての包括的な知識と経験がある訓練された医療専門者との相談を受けるこ
とができるべきです。年齢や置かれている状況を問わず、中絶を受けるかどうか、
どの中絶方法を選択するかについて本人が意思決定できるよう、理解できるよ
うな形で各々の女性に情報が提供される必要があります。
相談及び中絶の処置の双方は、遅滞なくできるだけ迅速に提供されなければ
なりません。ただし、意思決定するまでにさらなる時間や支援が必要な女性が
いることに臨床医は敏感に気づくべきです。
中絶の相談はどんな医療環境でも行えますが、中絶の処置を始めることがで
きる場所で提供されるのが理想的です。プライバシーが保障された面談のため
の設備は不可欠であり、それぞれの女性は一人で面談をするか、パートナーや
親や友人の支援を受けながら面談するかを自由に選べるようにすべきでしょう。
中絶相談を行う医療専門者は、法的同意年齢未満の女性による同意に関して、
その地方での法的枠組みについて熟知していなければなりません。どの女性も
自分自身で意思決定をすべきで、法的要件でないなら、両親やパートナーを関
わらせるよう強制されるべきではありません。
中絶前の相談には今後の避妊のニーズについての話し合いを含めるのが理想
的です。女性が今後のために最も適切な避妊法を選べるように支援をしている
と、望まない妊娠が起きた状況を見い出すのに有益なこともあります。中絶ケ
アの文脈での避妊相談及び避妊の提供の目的は、中絶後直ちに、選択した避妊
法を始められることです。
Frequently asked clinical questions about medical abortion
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さ ら な る 文 献
1. Haddad M et al. Patient support and education for promoting adherence to highly
active antiretroviral therapy for HIV/AIDS. Cochrane Database Systematic Reviews,
2000, 3:CD001442.
2. John J. Improving quality through patient-provider communication. Journal of
Health Care Marketing, 1991, 11:51-60.
3. Lewin SA et al. Interventions for providers to promote a patient-centered approach
in clinical consultations. Cochrane Database Systematic Reviews, 2001, 4:CD003267.
4. The Picker Institute. From the patient’s perspective: quality of abortion care.
Washington, DC, Kaiser Family Foundation, 1999.
5. Zapka JG et al. The silent consumer: women’s reports and ratings of abortion
services. Medical Care, 2001, 39:50-60.

質問 ２

薬剤による中絶か、外科的方法による中絶か
という選択についての相談の際、
どんな要素を考慮しなければなりませんか？

安全性及び効果に関しては、薬剤による中絶（medical abortion）と外科的方
法による中絶とに違いはほとんどありません。どちらの方法も医学的観点からは
類似しており、医学的な理由からそのいずれかのみが推奨され得る状況は、ほ
とんどありません。
2 つの研究（文献 1，2）は、女性が自分で選んだ中絶方法をより受け入れやす
い傾向があることを示しています。中絶を体験する女性の大半が、中絶方法の
選択肢が与えられることを極めて重要であると思っています（文献 2）。薬剤によ
る中絶（medical abortion）を選択する女性は、より早い時期のほうが薬剤によ
る中絶をより受け入れやすいことを多くの研究が示しています（文献 1，3 〜 5）。
以下の場合は、薬剤による中絶の方が望ましいと言えます
・女性が薬剤による中絶を希望する場合。
・妊娠がごく早期の段階である場合。妊娠 49 日までは、特に医療行為が吸引さ
れた組織の精密検査を含まない場合は、薬剤による中絶の方が外科的方法によ
る中絶よりも効果的であるとされています（文献 6）。
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・女性がかなり肥満である（BMI

肥満度の指数が 30 を超える）が、その他の心

血管系のリスク因子がない場合（質問３を参照）。これは外科的処置が技術的に
より困難かもしれないためです。
・女性に子宮の奇形がある場合、子宮筋腫がある場合、または過去に子宮頸管の
手術を受けたことがある場合（これは外科的方法による中絶が技術的により困
難になるかもしれないためです）。
・女性が外科的介入を避けることを希望する場合。
以下の場合は、外科的方法による中絶の方が望ましいと言えます
・女性が外科的方法による中絶を希望する場合、または女性が中絶手術と同時に
永久避妊（不妊）手術を望む場合。
・女性に薬剤による中絶に対する禁忌がある場合（質問 3 を参照）。
・時間的または地理的な制約のため、中絶が確実に完了したかどうか（完全流産）
を確認するために必要なフォローアップを利用できない場合。

文 献
1. Henshaw RC et al. Comparison of medical abortion with surgical vacuum aspiration:
women’s preferences and acceptability of treatment. British Medical Journal, 1993,
307:714-717.
2. Slade P et al. A comparison of medical and surgical termination of pregnancy: choice,
emotional impact and satisfaction with care. British Journal of Obstetrics and
Gynaecology, 1998, 105:1288-1295.
3. Honkanen H, von Hertzen H. Users’ perspectives on medical abortion in Finland.
Contraception, 2002, 65:419-423.
4. Winikoff B et al. Safety, efficacy and acceptability of medical abortion in China,
Cuba, and India: a comparative trial of mifepristone/misoprostol versus surgical
abortion. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1997, 176:431-437.
5. Honkanen H et al. WHO multinational study of three misoprostol regimens after
mifepristone for early medical abortion. II: Side effects and women’s perceptions.
BJOG, 2004, 111:1-11.
6. National evidence-based clinical guideline: the care of women requesting induced
abortion. Updated guidelines. London, Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists, 2004.
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質問 ３

薬剤による中絶の禁忌は何ですか？

薬剤による中絶に対する絶対的な禁忌はほとんどありませんが、次のような場
合は薬剤による中絶の絶対的禁忌です。
・用いられるいずれかの薬剤に対して過去にアレルギー反応を示したことがある
場合。
・遺伝性ポルフィリン症がある場合。
・慢性副腎不全を患っている場合。
・子宮外妊娠（異所性妊娠）が判明しているか、または疑われる場合。
以下のような場合には注意を要します。
・長期にわたって副腎皮質ステロイドの治療を受けている場合（重度の、コント
ロール不良の喘息を患う人を含む）。
・出血性疾患を患っている場合。
・重度の貧血がある場合。
・既存の心疾患があるか、または心血管系のリスク因子（高血圧症や喫煙など）が
ある場合。
さ ら な る 文 献
1. Hill NCW et al. The placental transfer of mifepristone during the second trimester
and its influence upon maternal and fetal steroid concentrations. British Journal of
Obstetrics and Gynaecology, 1990, 97:406-411.
2. Leighton B et al. Physiological glucocorticoid levels regulate glutamine and insulinmediated glucose metabolism in skeletal muscle of the rat. Studies with RU 486
(mifepristone). Biochemistry Journal, 1991, 274:187-192.

質問 ４ 薬剤による中絶の際に、
考慮しなければならない
その他の女性の特質にはどのようなものがありますか？
▶年齢：

思春期であることも高齢（例えば、35 歳を超える）であることも、薬

剤による中絶（medical abortion）の禁忌とみなされるべきではありません。
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▶貧血：

貧血も薬剤による中絶（medical abortion）の禁忌とみなされる必要

はありません。ただし、中絶の際に発見された貧血は治療すべきでしょう。薬剤
による中絶での失血量の平均は、外科的中絶の場合の失血量より多いと言え（文
献 1）、大量出血の発生率もより高いと言えます。
▶授乳： ミフェプリストンは母乳に移行しやすいです。ミフェプリストンが胎
児に与える内分泌効果を調査した研究は、副腎皮質刺激ホルモン及びコルチゾー
ルのレベルの増加を認めました（文献 2）。この変化の臨床的意味合いは明確では
ありません。
また、少量のミソプロストールが、投与直後に母乳に移行することがあります
が、これが乳児に影響を与えるかどうかについては分かっていません。ミソプロ
ストールのレベルは投与後急激に減るため、経口投与の場合には授乳後すぐにミ
ソプロストールを投与し、4 時間後に次の授乳を行うように推奨されてきました
（文献 3）
。経膣投与の後、ミソプロストールのレベルは高い状態がより長く続く
ため、次の授乳はできれば 6 時間以上後にすることが望ましいでしょう。残念な
がら、現在の利用可能なデータでは最も望ましい間隔を正確に推奨できません。
インスリン依存型（タイプ 1）糖尿患者または甲状腺障がいを患っている患者：
これらの疾患を患う女性にとって薬剤による中絶（medical abortion）が特定
の問題を起こすというエビデンスはありません。ただし、ミフェプリストンは試
験管内ではインスリンの感度を変化させることが示されているものの（文献 4）、
この結果は血糖値やインスリンのレベルに反映されるかどうかわかりません。
▶多胎妊娠（現在の妊娠について）：

多胎妊娠の場合に、薬剤による中絶

（medical abortion）の失敗率が高くなるとするエビデンスも、投与方法・量を
変える必要があるとするエビデンスもありません。
▶肥満：

肥満の女性の場合に、薬剤による中絶（medical abortion）の失敗率

が高くなるとするエビデンスも、投与方法・量を変える必要があるとするエビ
デンスもありません。
Frequently asked clinical questions about medical abortion
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▶過去の帝王切開：

早期の薬剤による中絶の安全性及び効果は、過去の帝王

切開により影響を受けることはないとする、1 件の研究に基づくエビデンスがあ
ります (文献 5)。
▶喫煙：

喫煙によるリスクと薬剤による中絶（medical abortion）の相互作用

を示すエビデンスはありません。ただし、喫煙は心血管系のリスクを増加させ
るため、薬剤による中絶に全体として適しているかを見極める際、考慮すべき
要素です。
▶先天性・後天性の子宮の奇形、過去の子宮頸管の外科手術：

これらが薬剤

による中絶（medical abortion）が禁忌であるというエビデンスはありません。
文 献
1. Chan YF, Ho PC, Ma HK. Blood loss in termination of early pregnancy by vacuum
aspiration and by combination of mifepristone and gemeprost. Contraception, 1993,
47:85-95.
2. Hill NCW et al. The placental transfer of mifepristone during the second trimester
and its influence upon maternal and fetal steroid concentrations. British Journal of
Obstetrics and Gynaecology, 1990, 97:406-411.
3. Vogel D et al. Misoprostol versus methylergometrine: pharmacokinetics in human
milk. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2004, 191:2168-2173.
4. Leighton B et al. Physiological glucocorticoid levels regulate glutamine and insulinmediated glucose metabolism in skeletal muscle of the rat. Studies with RU 486
(mifepristone). Biochemistry Journal, 1991, 274:187-192.
5. Xu J et al. Termination of early pregnancy in the scarred uterus with mifepristone
and misoprostol. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 2001, 72:245251.

質問 ５

妊娠していることをどのように確認し、
妊娠期間をどのように推定すべきでしょうか？

ほとんどの場合、女性の病歴聴取や身体所見をもとに、妊娠を確認し、妊娠
期間を推定できます。典型的な妊娠の徴候が明確に表れておらず、女性が妊娠
しているかどうかについて医療提供者が確信をもてない場合、検体検査が必要
になることもあります。
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超音波検査は早期の中絶の提供のために不可欠ではありません。超音波検査
の設備が利用可能な場合には、妊娠約 6 週より後では子宮内妊娠を確認し、子宮
外妊娠（異所性妊娠）を除外できます。また超音波検査は妊娠期間を決定し、妊
娠における病変や受胎生成物の生存可能性がないことの診断にも役立ちます。
さ ら な る 文 献
1. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva, World
Health Organization, 2003.
2. National evidence-based clinical guideline: the care of women requesting induced
abortion. Updated guidelines. London, Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists, 2004.

質問 ６ 薬剤による中絶を行う前に、
どのような臨床的アセスメントと検体検査が必要ですか？
どのような手段で中絶を行うにしても、臨床的な病歴の問診での聴取は、禁忌
（質問 3 参照）や合併症のリスク因子を見極めるためにする必要があります。病歴
の問診は、本人及び家族の関連疾患歴、現在使用している薬剤及び既知のアレ
ルギー、子宮外妊娠を含む産婦人科の病歴、出血傾向、性感染症の病歴などを
含むべきです。社会歴に関しては、その地方における性感染症の有病率を考慮し、
性感染症のリスクのアセスメントなどにも及ぶべきです。臨床医は、望まない
妊娠という文脈での暴力または強制の可能性に気をつけなければなりません。
基本的なルーティンの観察（脈拍、血圧及び体温）は、ベースラインとして役
に立ちます。
薬剤による中絶（medical abortion）に先立って必要不可欠な検体検査は特に
ありません。ただし、ヘモグロビン値、血液型及び Rh の型、肝炎や HIV や性
感染症のスクリーニング、などは個々のリスク因子や資源の利用可能性に基づ
いて提供できます。下部生殖器の病原菌を検査し、陽性であった女性を治療で
きれば理想的です。

Frequently asked clinical questions about medical abortion
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▶ Rh の型：

Rh- 型の割合は、コーカサス人（白色人種）が最も高いのですが、

エスニシティによって著しく異なります。63 日までの妊娠の場合、妊娠してい
る女性からの Rh 感作リスクは理論上非常に低いです。感作が妊娠のこの時期に
起きるというエビデンスはありません。したがって血液型及び Rh の型の決定
や、Rh- の女性への抗 D 抗体予防的投与は早期の薬剤による中絶における必要
条件とは見なされていません。Rh- 型の割合が高い状況で、資源が充分にあれば、
Rh 型の判定や抗 D 抗体予防的処方は薬剤による中絶（medical abortion）のケア
の予防的な構成要素として意味があるでしょう。
さ ら な る 文 献
1. Thong KJ, Norman JE, Baird DT. Changes in the concentration of alpha-fetoprotein
and placental hormones following two methods of medical abortion in early
pregnancy. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1993, 100:1111-1114.
2. Naik K et al. The incidence of fetomaternal haemorrhage following elective
termination of first-trimester pregnancy. European Journal of Obstetrics, Gynecology
and Reproductive Biology, 1988, 27:355-357.
3. Fiala C, Fux M, Gemzell-Danielsson K. Rh-prophylaxis in early abortion. Acta
Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 2003, 82:892-903.
4. Jabara S, Barnhart KT. Is Rh immune globulin needed in early first-trimester
abortion? A review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2003, 188:623627.
5. Stevenson MM, Radcliffe KW. Preventing pelvic infection after abortion.
International Journal of STD and AIDS, 1995, 6:305-312.
6. Penney GC. Preventing infective sequelae of abortion. Human Reproduction, 1997,
12 (11 Suppl): 107-112.
7. Stubblefield PG, Grimes DA. Current concepts: septic abortion. New England
Journal of Medicine, 1994, 331:310-314.
8. Blackwell AL et al. Health gains from screening for infection of the lower genital
tract in women attending for termination of pregnancy. The Lancet, 1993, 342:206210.

質問 ７ 未診断の子宮外妊娠（異所性妊娠）の危険性を
最小にするために、どのような手立てが必要ですか？
ミフェプリストンとミソプロストールは、子宮外妊娠の治療にはなりません。
そのため子宮外妊娠の場合は、薬剤を投与しても妊娠は継続します。妊娠のごく
早期では、つまり超音波検査で子宮内妊娠が確認できるようになる前に、薬剤
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による中絶（medical abortion）を検討する場合には、臨床医は子宮外妊娠の可
能性について特に警戒する必要があります。臨床医は、子宮が女性の最終月経
期から計算して予想されるよりも小さく感じるかどうかを確認すべきです。女
性に、片側の腹部の痛み等の子宮外妊娠を示唆すると言える症状や徴候がみら
れたら、速やかに医師の診察を求めるように伝えなければなりません。このく
らいごく早期のケースでの受胎生成物の排出の確証は、処置前及びフォローアッ
プ時の hCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）レベルを比較することによってしか得
られません。
（質問 19 を参照）
臨床上の特徴（例えば、子宮外妊娠または性感染症の病歴、月経日と超音波の
画像所見の不一致、膣出血、骨盤痛）が子宮外妊娠の疑いを示す場合、しかるべ
き検査を行うべきです。子宮外妊娠と診断され、またはその疑いが強い場合、女
性は継続的ケアのために適切な婦人科サービスに搬送されるべきです。
さ ら な る 文 献
1. Kenigsberg D et al. Medical treatment of residual ectopic pregnancy: RU486 and
methotrexate. Fertility and Sterility, 1987, 47:2-3.
2. Ulmann A, Dubois C. Anti-progesterones in obstetrics, ectopic pregnancies and
gynaecological malignancies. Bailliere’s Clinical Obstetrics and Gynaecology, 1988,
2:631-638.
3. Liu F et al. Mifepristone in the treatment of 47 ectopic pregnancy patients. Hunan Yi
Ke Da Zue Zue Bao, 1998, 23:265-268.
4. Gazavani MR et al. Mifepristone in combination with methotrexate for the medical
treatment of tubal pregnancy: a randomised controlled trial. Human Reproduction,
1998, 13:1987-1990.
5. Fiala C et al. Verifying the effectiveness of medical abortion; ultrasound versus hCG
testing. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, 2003,
109:190-195.
6. Edwards J, Carson SA. New technologies permit safe abortion at less than 6
weeks’gestation and provide timely detection of ectopic gestation. Americal Journal
of Obstetrics and Gynecology, 1997, 176:1101-1106.
7. Kelly AJ, Sowter MC, Trinder J. The management of tubal pregnancy. London, Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists, 2004 (RCOG Guideline No. 21).
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質問 ８ どのような処方が薬剤による中絶として推奨されますか？
薬剤による中絶（medical abortion）の処方として推奨されるのは、ミフェプ
リストン 200mg を経口投与し、36 〜 48 時間後にプロスタグランジン（ミソプ
ロストール 0.8mg またはゲメプロスト 1mg のいずれか）を経膣投与することで
す（文献 1，2）。この組み合わせによって 96％より多いケースが、完全な中絶（完
全流産）に成功しています。妊娠が継続する割合は、無月経日が 63 日までの妊
娠期間において 1％未満です（文献 3 〜 5）。
ミソプロストールは 0.4mg の量を経口投与することもできますが、この量の
経口投与は、失敗率がより高くなるため、妊娠のごく早期の段階（50 日未満）に
限定することが推奨されます。
文 献
1. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva, World
Health Organization, 2003.
2. National evidence-based clinical guideline: the care of women requesting induced
abortion. London, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2004.
3. Ashok PW et al. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of
4132 consecutive cases. BJOG, 2002, 109:1281-1289.
4. Schaff EA, Fielding SL, Westhoff C. Randomized trial of oral versus vaginal
misoprostol 2 days after mifepristone 200 mg for abortion up to 63 days of pregnancy.
Contraception, 2002, 66:247-250.
5. Schaff EA et al. Low-dose mifepristone followed by vaginal misoprostol at 48 hours
for abortion up to 63 days. Contraception, 2000, 61:41-46.

質問 ９ ミフェプリストンを別の量で投与することは可能ですか？
ミフェプリストン及びプロスタグランジンは、それぞれ単独に投与しても妊娠
中絶ができることがあります。しかし単独の投与では効果が低いか、または副
作用の発生率が高いです。組み合わせて使用することで、相乗効果を発揮します。
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したがって困難なのは、両方の薬の組み合わせで、効果が高く副作用が少ない
最小量を見つけ出すことです。それに加えて、世界の多くの地域では、費用を
考慮することが重要です。
多くの国では、ミフェプリストンは 600mg の単回の経口投与として使用が許
可（承認）されています。ただし、ミフェプリストンを投与した後に適切なプロ
スタグランジンを投与する場合、最も望ましい効果を得るために、200mg より
多いミフェプリストンを投与する必要があるとするエビデンスはありません ( 文
献1 〜 4)。ミフェプリストンを3 日間にわたり25mg ずつ5 回から6 回に分けて、
全部で 125 〜 150mg 投与できることを示唆する研究もあります ( 文献 5)。この
処方は中華人民共和国で幅広く用いられており、適切なプロスタグランジンと
組み合わせて用いられれば、妊娠 49 日まで非常に効果があることが示されてい
ます。しかし、サービス提供と利用者の便宜のためには、ミフェプリストンは
単回投与が望ましいです。
ゲメプロストの経膣投与との組み合わせで用いられる場合、ミフェプリスト
ン 50mg の処方は、200mg の処方よりも効果が低いことが示されています（文献
６）。効果があるミフェプリストン最小量についての研究が続けられています。
文 献
1. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility
Regulation. Termination of pregnancy with reduced doses of mifepristone. British
Medical Journal, 1993, 307:532-537.
2. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility
Regulation. Comparison of two doses of mifepristone in combination with misoprostol
for early medical abortion: a randomized trial. BJOG, 2000, 107:524-530.
3. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility
Regulation. Medical abortion at 57 to 63 days gestation with a lower dose of
mifepristone and gemeprost. A randomized controlled trial. Acta Obstetrica et
Gynecologica Scandinavica, 2001, 80:447-451.
4. McKinley C, Thong KJ, Baird DT. The effect of dose of mifepristone and gestation
on the efficacy of medical abortion with mifepristone and misoprostol. Human
Reproduction, 1993, 8:1502-1505.
5. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility
Regulation. Pregnancy termination with mifepristone and gemeprost: a multicenter
comparison between repeated doses and a single dose of mifepristone. Fertility and
Sterility, 1991, 56:32-40.
Frequently asked clinical questions about medical abortion
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6. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility
Regulation. Lowering the doses of mifepristone and gemeprost for early abortion: a
randomised controlled trial. BJOG, 2001, 108:738-742.

質問 10

プロスタグランジンを別の量で投与したり、		
別の経路で投与することは可能ですか？

ミソプロストールは経膣投与の方が、同量での経口投与よりも、より効果的で
副作用が少ないです ( 文献 1 〜 4)。しかし、女性が経口投与を希望する場合、妊
娠期間が最終月経期から 50 日未満の場合、ミフェプリストン投与の 36 〜 48 時
間後に0.2mg のミソプロストール錠2 錠を経口投与することができます ( 文献5)。
妊娠期間が最終月経期ら 50 日以上の場合は失敗率がより高くなるため、ミソプ
ロストールの経口投与は推奨されません。
いくつかの研究では、すべての女性にルーティンに、または不完全な中絶（不
全流産）の証拠のある女性に、ミソプロストールが繰り返し投与されました（文
献 1，6，7)。繰り返しの投与は、プロスタグランジンに関連する副作用の発生
率を高めます。プロスタグランジンを繰り返し投与することで、全体的な効果
i

が高くなることについては現時点では不充分なエビデンスしかありません。
ミソプロストールの経膣投与量を減らすこと、並びに、口腔投与（頬粘膜投与）
及び舌下投与のような別の投与経路への変更については、現在研究が進められ
ています。
文 献
1. von Hertzen H et al. WHO multinational study of three misoprostol regimens after
mifepristone for early medical abortion. I: Efficacy. BJOG, 2003, 110:808-818.
2. El-Refaey H et al. Induction of abortion with mifepristone (RU 486) and oral or
vaginal misoprostol. New England Journal of Medicine, 1995, 332:983-987.

i
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なお、これらのガイドラインの範疇ではありませんが、妊娠第一期の遅い時期及び妊娠
第二期での人工妊娠中絶 には、通常プロスタグランジンを繰り返し投与することが
必要です。
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3. Honkanen H et al. WHO multinational study of three misoprostol regimens after
mifepristone for early medical abortion. II: Side effects and women’s perceptions.
BJOG, 2004, 111:715-725.
4. Schaff EA, Fielding SL, Westhoff C. Randomized trial of oral versus vaginal
misoprostol 2 days after mifepristone 200 mg for abortion up to 63 days of pregnancy.
Contraception, 2002, 66:247-250.
5. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva, World
Health Organization, 2003.
6. Cahill S, Gallo M, Castleman L. More than one dose of misoprostol in medical
abortion at less than ten weeks of gestation Contraception, 2006, 74:36-41.
7. Ashok PW et al. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of
4132 consecutive cases. BJOG, 2002, 109:1281-1289.

質問 11

ゲメプロストと比較しての、
ミソプロストールの利点と欠点は何ですか？

ミソプロストールはゲメプロストより安価で、室温でも変質しません。ゲメ
プロストは 1mg の膣坐薬として考案されていて、使用の約 30 分ぐらい前まで冷
凍しておかなければなりません。処方後の激痛は、ミソプロストールよりもゲ
メプロストに多く見られるとの研究報告があります（文献 1，2）。ミソプロストー
ルは経口投与として考案されていますが、経膣投与または舌下投与のほうがよ
り効果的です（文献 3 〜 5）。
文 献
1. Svendsen PF et al. Comparison of gemeprost and vaginal misoprostol in first
trimester mifepristone-induced abortion. Contraception, 2005, 72:28-32.
2. Celentano C et al. Oral misoprostol vs. vaginal gemeprost prior to surgical termination
of pregnancy in nulliparae. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 2004,
83:764-768.
3. El-Refaey H et al. Induction of abortion with mifepristone (RU 486) and oral or
vaginal misoprostol. New England Journal of Medicine, 1995, 332:983-987.
4. Tang OS et al. A prospective, randomized, placebo-controlled trial on the use of
mifepristone with sublingual or vaginal misoprostol for medical abortions of less
than 9 weeks gestation. Human Reproduction, 2003, 18:2315-2318.
5. Tang OS et al. A prospective randomized comparison of sublingual and oral
misoprostol when combined with mifepristone for medical abortion at 12-20
weeks’gestation. Human Reproduction, 2005, 20:3062-3066.
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質問 12

他のプロスタグランジンの使用は可能ですか？

過去に使用された sulprostone や 15-methyl prostaglandin F 2αという他の多
くのプロスタグランジンは、有害な副作用があり、比較すると効果に欠けるため、
現在は使用されていません（文献 1）。
文 献
1. Sang G et al. A large-scale introductory trial on termination of early pregnancy
by mifepristone in combination with different prostaglandins. Chinese Journal of
Clinical Pharmacology, 1999, 15:323-329.

質問 13

ミフェプリストン投与とプロスタグランジン投与
との間隔は決定的ですか？

許可（承認）され、かつ最も多く用いられている 36 〜 48 時間という間隔（文献
1，2）は、ミフェプリストンによるプライミング後、子宮がプロスタグランジン
に最も反応しやすい時間と一致しています。それゆえ、投与量を最小限に抑える
ことができます。ミフェプリストンとプロスタグランジンのさまざまな投与間
隔ごとに子宮収縮を測定した初期研究においても、この間隔が最も効果的であ
ることが判明しました（文献 3）。ただし、この間隔は、ミフェプリストンがミソ
プロストール 0.8mg の経膣投与と共に用いられた場合、効果を損なうことなく
24 時間にまで短縮することもでき、72 時間にまで延長することもできることが
最近になって示されました（文献 4，5）。ミソプロストール 0.4mg が経口投与さ
れる場合、36 〜 48 時間の間隔を遵守すべきです。その他の間隔については現
在研究が進められています（文献 6）。
文 献
1. von Hertzen H et al. WHO multinational study of three misoprostol regimens after
mifepristone for early medical abortion. I: Efficacy. BJOG, 2003, 110:808-818.
2. MIFEPREX® (mifepristone) Tablets, 200 mg; for oral administration only. Available
at: <http://www.earlyoptionpill.com/pdfs/prescribing071905.pdf>; accessed on 17
February 2006.
3. Swahn ML, Bygdeman M. The effect of the antiprogestin RU 486 on uterine
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contractility and sensitivity to prostaglandin and oxytocin. British Journal of
Obstetrics and Gynaecology, 1988, 95:126-134.
4. Schaff EA et al. Vaginal misoprostol administered 1, 2, or 3 days after mifepristone
for early medical abortion: a randomized trial. JAMA, 2000, 284:1948-1953.
5. Schaff EA, Fielding SL, Westhoff C. Randomized trial of oral versus vaginal
misoprostol at one day after mifepristone for early medical abortion. Contraception,
2001, 64:81-85.
6. Creinin MD et al. A randomized comparison of misoprostol 6 to 8 hours versus 24
hours after mifepristone for abortion. Obstetrics and Gynecology, 2004, 103:851-859.

質問 14

プロスタグランジンだけを用いて
中絶をすることは可能ですか？

妊娠早期においては、プロスタグランジンだけを用いて流産を誘発すること
は可能です。しかし、繰り返し比較的多量のミソプロストール（0.8mg）またはゲ
メプロスト（1mg）を経膣投与する等の最も効果的な処方でも、ミフェプリスト
ンが先に処方された場合と比較して効果は低く、副作用はより多くなります。
プロスタグランジンのみの単独投与を使用する場合の推奨される投与量、投与
経路、投与のタイミングについての推奨事項を裏付ける充分なエビデンスはあり
ません。報告されている一連のケースは、ミソプロストール 0.8mg を繰り返し
経膣投与することが必要であることを示唆しています。短時間（3 時間）と長時間
（12 時間）の間隔での経膣投与と舌下投与とを比較した唯一のランダム化研究（未
発表）は、ミソプロストールを舌下投与する場合、経膣投与と同じような効果を
得るためには、より短い間隔で投与されなければならないことを示しています。
さ ら な る 文 献
1. Jain JK et al. A prospective randomized, double-blinded, placebo-controlled trial
comparing mifepristone and vaginal misoprostol to vaginal misoprostol alone for
elective termination of early pregnancy. Human Reproduction, 2002, 17:1477-1482.
2. Meckstroth KR, Darney PD. Prostaglandins for first-trimester termination. Best
Practices in Research in Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2003, 17:745-763.
3. Carbonell JL et al. Oral and vaginal misoprostol 800 microg every 8 h for early
abortion. Contraception, 2003, 67:457-462.
4. Norman JE et al. Medical abortion in women of less than or equal to 56 days
amenorrhoea: a comparison between gemeprost (a PGE1 analogue) alone and
mifepristone and gemeprost. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1992,
99:601-606.
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質問 15

薬剤による中絶の際には、どのような鎮痛薬を
投与できるようにしておくべきですか？

中絶の過程によっても、プロスタグランジンの副作用としても、疼痛が生じ
ます。プロスタグランジンを投与した数時間後に、胎嚢／胚が子宮から排出さ
れる際に、疼痛を感じる可能性が高いでしょう。女性の年齢がより高く、以前
に妊娠の経験があり、または妊娠の早期段階である場合に、疼痛がより軽いと
いうことを調査が示しています。しかし、そのいずれの要因も個々のケースを
管理する際に有用であるほどには充分な予測に結びつくものではありません。
疼痛の知覚と疼痛緩和の希望には、個人差が大きく、文化によっても異なり
ます。どんな場合でも、医療提供者は薬剤による中絶（medical abortion）の
際に無痛を希望するすべての女性が、適切な鎮痛薬（無痛法）を容易に利用でき
るようにしておくべきです。通常なされる準備の例としては、パラセタモール
500 〜 1,000mg、またはイブプロフェン 200mg といった非ステロイド抗炎症薬
（NSAIDs）などがあります。激しい疼痛の場合は、上記の処方いずれかにコデイ
ン 30 〜 40mg を加えることもあります。
さ ら な る 文 献
1. Ashok PW et al. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of
4132 consecutive cases. BJOG, 2002, 109:1281-1289.
2. Westhoff C et al. Predictors of analgesia use during supervised medical abortion.
Contraception, 2000, 61:225-229.
3. Westhoff C, Dasmahapatra R, Schaff E. Analgesia during at-home use of misoprostol
as part of a medical abortion regimen. Contraception, 2000, 62:311-314.

26

薬剤による中絶

臨床上の一般的な質問

中絶後のケア

中絶後のケア
質問 16 不完全な中絶（不全流産）の場合、
外科的に子宮内容物を除去することは必要ですか？
膣出血は、薬剤による中絶（medical abortion）の後、平均して 2 週間にわたっ
て徐々に減少しますが、個別のケースでは 45 日目まで微量の出血が続くことも
あります。一般的に、薬剤による中絶の後の出血は、真空吸引法を利用した場
合よりも長く続きます。過長出血があっても、子宮内に（超音波検査で発見され
る）組織が残っているとしても、女性が健康なら外科的介入が必要である徴候で
はありません。残留している受胎生成物は、その後の膣出血によって排出され
るでしょう。女性が希望する場合、出血が大量もしくは過長の場合、出血が貧
血を引き起こす場合、または感染症の根拠がある場合は、外科的方法で子宮内
容物を除去することを行います。感染症の場合には、抗生物質による治療を始
めなければなりません。
（質問 17 を参照）
さ ら な る 文 献
1. Fiala C et al. Verifying the effectiveness of medical abortion; ultrasound versus hCG
testing. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology,
2003, 109:190-195.
2. Acharya G et al. Role of routine ultrasonography in monitoring the outcome of
medical abortion in a clinical setting. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica,
2004, 83:390-394.
3. Cowett AA et al. Ultrasound evaluation of the endometrium after medical
termination of pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 2004, 103:871-875.

質問 17

中絶後の骨盤内感染症をどのように診断し、
治療すべきでしょうか？

中絶後や出産後に子宮頸管が拡張している時には、生殖器は上行性感染症にか
かりやすくなっています。薬剤による中絶（medical abortion）後の臨床的に重
要な骨盤内感染症の発生に関するデータはほとんどありませんが、感染症の発
Frequently asked clinical questions about medical abortion
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症はまれであり、真空吸引法の後よりもおそらくその頻度は低いでしょう。痛
みなどの骨盤内感染症の症状の多くは、非特異的であることが多いため、正確
な診断は困難です。骨盤痛、腹部または付属器の圧痛、膣分泌物及び発熱など
の臨床的徴候がある女性は、広域スペクトルの抗生物質で治療すべきでしょう。
薬剤による妊娠中絶後に、発熱のない嫌気性細菌に感染した珍しいケースが
カナダ（1 件）とアメリカ合州国（4 件）で報告されています。そのようなケースは
中華人民共和国やヨーロッパでは報告されていません。報告されたケースでは、
女性たちには発熱がないかまたは微熱しか見られず、①不定期の吐き気、嘔吐、
衰弱と腹部の痛み、②数時間か数日の間の急激な症状の悪化、③頻脈や難治性低
血圧、④多発性滲出
（multiple effusions）
、⑤ヘマトクリット値の上昇と白血球値
の上昇、好中球増加の症状が見られました。上記 5 人の女性すべてにクロストリ
ジウム・ソルデリー関連の毒素性ショックが見られました。
文 献
1. FDA Public health advisory; sepsis and medical abortion. US Food and Drug
Administration. Available at <www.fda.gov/cder/drug/advisory/mifeprex.htm>;
accessed on 20 February 2006.

さ ら な る 文 献
1. Shannon C et al. Infection after medical abortion: a review of the literature.
Contraception, 2004, 70:183-190.
2. Sitruk-Ware R, Spitz IM. Pharmacological properties of mifepristone: toxicology and
safety in animal and human studies. Contraception, 2003, 68:409-420.

質問 18

薬剤による中絶が成功したことを、
どのように確認すべきでしょうか？

薬剤による中絶（medical abortion）を受けるあらゆる女性にとって、妊娠が
確実に終了したことを確認するのは重要です。プロスタグランジンの投与後数
時間後に、しかるべき人が受胎生成物が排出されたことを確認したら、その後
のフォローアップは絶対に必要なわけではありません。プロスタグランジン投
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与後の確認をしない場合には、ミフェプリストン投与後 2 週間ぐらいで、その女
性の都合が良いときに、フォローアップのための受診の手筈を整えるべきです。
フォローアップのための受診では、双合手診または、利用可能ならば骨盤内超
音波検査により、完全な中絶（完全流産）が臨床的に確認される必要があります。
血液中または尿中の hCG 値連続測定が用いられる場合、受胎生成物の排出に成
功した後 4 週間まで、低い hCG 値が検出されることがあるということを覚えて
おくべきでしょう。妊娠の徴候が継続している、または最小限の出血しかない
女性は、まだ妊娠している可能性がとても高いです。

質問 19

薬剤による中絶の後に、どのようにして
子宮外妊娠（異所性妊娠）を識別できますか？

子宮外妊娠は生命を脅かす状況であり、かつ、妊産婦死亡の重大な原因の一
つです。子宮外妊娠を発見するために、薬剤による中絶（medical abortion）を
行う前になすべき手立てについては、質問 7 を参照してください。
これらの手立てを踏んだとしても、医療関係者は子宮外妊娠の可能性を警戒
すべきであり、薬剤による中絶（medical abortion）が子宮外妊娠の症状を隠し
かねないという事実を心に留めておくべきでしょう。非常にまれですが、子宮
外妊娠が子宮内妊娠と併発することがあります。
子宮外妊娠が臨床的に疑われる場合（例えば妊娠の徴候が継続し、または腹部
の痛みがある場合）、骨盤内超音波検査や hCG 連続測定などの検査をさらに行
うべきです。それができないならば、専門者がいる医療機関に照会すべきです。
さ ら な る 文 献
1. Kelly AJ, Sowter MC, Trinder J. The management of tubal pregnancy. London, Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists, 2004 (RCOG Guideline No.21).
2. Shannon C et al. Ectopic pregnancy and medical abortion. Obstetrics and Gynecology,
2004, 104:161-167.
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質問 20

薬剤による中絶が成功しなかった場合、
胎児に異常が生じるリスクはありますか？

ミフェプリストンの単独使用の後に、先天異常が報告されているのは 1 件だ
けです。人魚体奇形（sirenomelia）とされるこのケースは（文献 1）、薬剤の摂取
とは関連づけることはできませんでした。この種の異常は妊娠のごく早い段階、
胚の発達の 4 週目頃に発生しますが、投与は妊娠 5 週目になされたのでした。そ
の他 13 件の奇形が報告されています。そのいずれのケースでも、無月経になっ
てから 7 〜 9 週間の時期にミフェプリストンが処方され、そのうちの 8 件では
その後にゲメプロストが、5 件ではミソプロストールがその後に処方されていま
す。そのいずれの事象も、投薬と奇形とを決定的に関連づけることはできませ
んでした（文献 2）。
通常の集団における、先天性障がいの発生率は 100 人の出生のうち 2 人ぐら
いなので、報告された先天異常が治療に由来するかを決定することはできませ
ん（文献 3）。胎児毒物学の研究においてミソプロストールには奇形をもたらす効
果はなかったのですが、プロスタグランジンのいくつかは催奇形性があると分
類されました（文献 4）。ミフェプリストンは催奇形性のある薬剤ではありません
が、プロスタグランジンとの組み合わせで用いられる場合、子宮収縮を誘発す
ると言え、観察された障がいのいくつかはこの子宮収縮によると説明できるか
もしれません（文献 5）。
用いることができるデータが限られていて決定的ではないため、女性が妊娠
の継続を希望する場合、胎児が薬剤にさらされた後に妊娠を終了させるよう固
執する必要はありません。ただし、中絶のための薬剤の胎児への未知のリスク
のため、フォローアップが重要であることを女性に伝えておくべきです。
文 献
1. Pons J-C et al. Development after exposure to mifepristone in early pregnancy. The
Lancet, 1991, 338:763.
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2. Exelgyn. Periodic safety update No. 16, 31 May 2005.
3. Sitruk-Ware R, Davey A, Sakiz E. Fetal malformation and failed medical termination
of pregnancy. The Lancet, 1998, 352:323.
4. Kotsonis FN et at. Preclinical toxicology profile of misoprostol. Digestive Diseases
Sciences, 1985, 30 (11 Suppl.) 142S-146S.
5. Jost A. New data on the hormonal requirements of the pregnant rabbit: partial
pregnancies and fetal abnormalities after treatment with a hormonal antagonist
at subabortifacient doses. Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, 1986, 303
(series III, No. 7):281-284.

質問 21

薬剤による中絶を受けた後、
女性はどの避妊法を使用することが可能ですか？

望まない妊娠に対して人工妊娠中絶を受けた女性のほとんどは、すぐに再び妊
娠したいとは思っていません。医学的な理由から直後の妊娠を避けなければな
らないと言えるケースもわずかながらあります。それゆえ、中絶後の家族計画は、
包括的な中絶ケアの不可欠の要素です（文献 1，2）。
早期の中絶を受けた女性は、ほぼその直後に再び妊娠するリスクがあります。
妊娠第一期の中絶の後、早くも 10 日目（文献 3）には排卵が起きる可能性があり
ます。ある研究によれば、中絶後 6 週目のフォローアップまでに、最大 78％の
女性に排卵がありました（文献 4）。
薬剤による中絶（medical abortion）を受けた女性は、中絶後、あらゆる近代
的避妊法を使用することができます。中絶について相談を行う際に、彼女の避
妊のニーズについて評価する機会を持つべきです。理想としては、中絶後すぐ
に効果的な避妊方法が提供されるべきです。
ミソプロストールが投与された日に通常は受胎生成物の排出が起きますが、配
合経口避妊薬はその日から開始できます。二つの前向き（プロスペクティブ）ラ
ンダム化比較試験研究において、薬剤による中絶の後、偽薬と比較して、配合
経口避妊薬を直後に使用した場合の効果について評価しました。その結果、完
全な中絶（完全流産）の割合、副作用、出血の期間には差異がないことが分かり
Frequently asked clinical questions about medical abortion
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ました（文献 5，6）
。プロゲストーゲンのみの方法は、破綻出血と広く関連しま
すが、この出血は不完全な中絶（不全流産）と混同されることもあります。
メドロキシプロゲステロンデポ剤の注射や埋め込みは、無月経や不正性器出
血と結びつくことがしばしばあり、妊娠が終了したかどうかを決めるのが難し
くなる可能性があります。したがってこれらの方法は妊娠が終了したことが確
認されてから使い始めるほうがよいでしょう。不妊（永久避妊）手術や子宮内避
妊器具の挿入は、中絶が完了したことが確認されるまで延期すべきです。
すぐに始めることのできない避妊法を選ぶ女性には、その間コンドームを使
用するよう勧めるべきです。サービカル・キャップ、スポンジ、ダイアフラム（ペッ
サリー）、殺精子剤、ゼリーや膣錠剤の使用は、出血がなくなってからが望まし
いのですが、性交が再開され次第、使用することができます。自然受胎調節法は、
通常の月経周期が戻ってからしか開始できません。

文 献
1. Johnson BR et al. Reducing unplanned pregnancy and abortion in Zimbabwe through
postabortion contraception. Studies in Family Planning, 2002, 33:195-202.
2. Pandey DN et al. Contraceptive coverage after medical termination of pregnancy.
Indian Journal of Hospital Pharmacology, 1989, 26:154-157.
3. Boyd EF, Holmström EG. Ovulation following therapeutic abortion. American
Journal of Obstetrics and Gynecology, 1972, 113:469-473.
4. Lähteenmäki P et al. Return of ovulation after abortion and after discontinuation of
oral contraceptives. Fertility and Sterility, 1980, 34:246-249.
5. Martin CW, Brown AH, Baird DT. A pilot study of the effect of methotrexate or
combined oral contraceptive on bleeding patterns after induction of abortion with
mifepristone and a prostaglandin pessary. Contraception, 1998, 58:99-103.
6. Tang OS et al. The effect of contraceptive pills on the measured blood loss in medical
termination of pregnancy by mifepristone and misoprostol: a randomized placebo
controlled trial. Human Reproduction, 2002, 17:99-102.
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薬剤による中絶サービスの提供に関する課題
法や規則に関する課題
中絶サービスの実践は、特定の国及び／または地方の法的枠組みの中で運営さ
れる規則によって管理されています。ほとんどの国では、人工妊娠中絶は、例
えばレイプによる妊娠の場合や、妊娠している女性の生命を守るため等の、少
なくとも 1 つ以上の適応事由が法的に許可されています。法律で幅広い適応事由
で中絶を許可している国もあります。多くの場合、法的枠組みは薬剤による中
絶（medical abortion）が利用可能になるかなり以前に制定されたものです。
薬剤による中絶という方法の開発・発達によって、既存の法律や規則を解釈
する上で不確かな部分が出る可能性があります。なぜなら、既存の法律や規則
は広く流布している方法としての外科的方法による中絶を概して基準にして制
定されているからです。例えば、いくつかの国々では中絶はその目的のために
登録されたクリニックにおいて行われなければならないと法律が定めています。
外科的方法の場合には、中絶が行われる場所については疑問は生じませんが、薬
剤による中絶の場合には、中絶は、薬剤が処方される場所で行われたことにな
るのか、薬剤が投与される場所で行われたことになるのか、それとも受胎生成
物が排出される場所で行われたことになるのかといった疑問が生じます。

薬剤による中絶サービスを設立する
薬剤による中絶を提供するサービスの開設を検討している医療管理者は、ま
ず、その国における薬剤による中絶に関連する法的枠組みについて調査しなけ
ればなりません。多くの国では、薬剤による中絶を扱う特定の規則はありません。
その場合、薬剤による中絶は一般的な中絶に関する規則によって管理されます。
薬剤による中絶の提供に関して特定の規則がある国々もあります。
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どの施設が中絶サービスを提供できるかを管理する規則があるかもしれませ
ん。国の政府が法律や医療保健システムの規範や規則を通して基準を規定して
いる国もあります。その他の国においては、省、州、その他の地方レベルでそ
のような規則が作成されているかもしれません。
薬剤による中絶は、今までに中絶サービスを提供していなかった医療ケア環
境にて提供される可能性があります。理想としては、より幅広いリプロダクティ
ブ・ヘルス・サービスに組み込まれるべきでしょう。そのことによって薬剤に
よる中絶を受けた女性が、包括的な中絶ケアの重要な要素として、家族計画な
どの他のサービスへのアクセスが容易になるでしょう。
外科的介入のための緊急ケアや緊急医療施設は、その地方において、あるい
はしっかりとしたつながりのある照会メカニズムを通して利用可能でなければ
いけません。後方支援サービスは、子宮内容物を除去すること、補液及び輸血
を含むものでなければなりません。

必要な薬剤を入手する
薬剤を用いた中絶のために、ミフェプリストンの使用が承認されている場所で
は、通常、ミフェプリストンが特定のプロスタグランジン（通常はミソプロストー
ル）と共に用いなければならないと定められているか、単に「適切なプロスタグラ
ンジン」と共に用いなければならないと定められています。薬剤による中絶が許
可されている国々では、ミフェプリストンを医師またはクリニックから入手で
きます。しかし、早期の薬剤による中絶に用いるのに適したプロスタグランジ
ンが承認されていない可能性があります。承認されたプロスタグランジンが入
手できない場合、一般的にはミソプロストールが用いられます。ミソプロストー
ルは中絶のための利用という特定の目的で承認されているわけではないものの、
多くの国で入手可能だからです。
多くの場所で、当初の医療品登録の際に記載されていない適応のために承認
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薬剤による中絶サービスの提供に関する課題

薬を使用することもあります。その薬剤の使用を裏付ける医学的エビデンスが
ある場合、承認されていない目的のために薬剤を使用する自由裁量が医師には
しばしばあります。医師が承認された以外の目的で薬剤を用いる場合、医師は
そのことを患者に伝えなければなりません。薬剤による中絶の導入を考えてい
る管理者は、この件に関する自国の状況を確認すべきです。医師が承認適応外
使用をすることはできるものの、患者が治療費の償還を請求できない診療報酬
制度になっている国もあります。
アメリカ合州国食品医薬品局によると、「よい医療と患者の最善の利益のため
に、医師は最善の知識と判断に従って、合法に利用可能な薬剤、生物製剤及び
装置を用いなければならない。医師が承認適応外使用をする場合、医師は製品
のことについてよく知っておかなければならず、確固たる科学的根拠と充分な
医学的エビデンスに基づいて使用する責任があり、製品の使用及び効果につい
ての記録を保つ責任がある」と記載されています。
さ ら な る 文 献
1. MIFEPREX® (mifepristone) Tablets, 200 mg; for oral administration only. Available
at: <http://www.earlyoptionpill.com/pdfs/prescribing071905.pdf>; accessed on 23
February 2006.
2. Misoprostol. Major labelling changes. WHO Pharmaceuticals Newsletter, 2002, 3:5.
3. Weeks AD, Fiala C, Safar P. Misoprostol and the debate over off-label drug use.
BJOG, 2005, 112:269-272.
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付録１

付録１
妊娠第一期の早期における
外科的方法によらない（薬剤を用いた）人工妊娠中絶（Medical Abortion）の
治療法及びサービス提供の実行についての国際合意形成のための会議
ベラージオ会議センター、イタリア

ベラージオ

2004 年 11 月 1 〜 5 日
INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE ON NON-SURGICAL
(MEDICAL) ABORTION IN EARLY FIRST TRIMESTER ON ISSUES
RELATED TO REGIMENS AND SERVICE DELIVERY
Bellagio Conference Center, Bellagio, Italy
1 〜 5 November 2004
参加者
D r D a v i d B a i r d , P r o f e s s o r,
Contraceptive Development
Network, University of Edinburgh,
Edinburgh, Scotland
D r Laura Cast leman, Medical
Director, Ipas, Chapel Hill, NC, USA
Dr Linan Cheng, Director, Shanghai
Institute of Family Planning
Technical Instruction, Shanghai,
People’s Republic of China
Dr Kurus Coyaji, Director and Hon.
Professor, Department of Obstetrics
and Gynaecology, K.E.M. Hospital,
Pune, India
Ms Angela Davey, Business and
Medical Services Director, Exelgyn,
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Oxfordshire, United Kingdom
Dr Christian Fiala, Chair of FIAPAC,
Vienna, Austria
Dr Kristina Gemzell-Danielsson,
D i r e c t o r, W H O C o l l a b o r a t i n g
Centre in Human Reproduction,
Department of Woman and Child
Health, Division for Obstetrics and
Gynaecology, Karolinska University
Hospital, Stockholm, Sweden
D r Selma Haj ri, Consultant in
Reproductive Health, Tunis, Tunisia
Dr Helena von Hertzen, Medical
Officer, Manager, Research Group on
Post-ovulatory Methods for Fertility
Regulation, UNDP/UNFPA/WHO/

付録１

World Bank Special Programme
of Research, Development and
R e s e a r c h Tr a i n i n g i n H u m a n
Reproduction (HRP), World Health
Organization, Geneva, Switzerland
Dr Pak Chung Ho, Professor and
Chair in Obstetrics and Gynaecology,
Department of Obstetrics and
Gynaecology, University of Hong
Kong, Special Administrative Region
of China
Dr Lena Marions, Senior Consultant,
WHO Collaborating Centre in
Human Reproduction, Department of
Woman and Child Health, Division
for Obstetrics and Gynaecology,
Karolinska University Hospital,
Stockholm, Sweden
Dr Suneeta Mittal, Professor and
Head, Department of Obstetrics
and Gynaecology and Director in
Charge, WHO Collaborating Centre
in Human Reproduction, All India
Institute of Medical Sciences, New
Delhi, India
Dr Nguyen thi Nhu Ngoc, Consultant
in Research and International
Collaboration, Medical Abortion
Unit, WHO Collaborating Centre in
Human Reproduction, Hungvuong
Hospital, Ho Chi Minh City, Viet
Nam
Dr Joachim Oehler, Chief Executive
Officer, The Concept Foundation,
Pathumthani, Thailand
Dr Gillian Penney, Clinical Senior
Lecturer at the Universities of
Edinburgh and Aberdeen, SPCERH,
Aberdeen Maternity Hospital,
Aberdeen, Scotland
D r G i l d a Pi a g g i o, Statistician,

Statistics and Informatics Support
Te a m , U N D P / U N F PA / W H O /
World Bank Special Programme
of Research, Development and
R e s e a r c h Tr a i n i n g i n H u m a n
Reproduction (HRP), World Health
Organization, Geneva, Switzerland
D r E r i c A . S ch a f f, Professor of
Family Medicine, of Pediatrics
and of Obstetrics and Gynecology
and Director, Reproductive Health
Program Fellowship, Department
of Family Medicine, University
of Rochester, School of Medicine,
Rochester, NY, USA
D r Régine Sit ruk-Wa re, Adjunct
Professor, Rockefeller University and
Executive Director Contraceptive
Development, Center for Biomedical
Research, Population Council, New
York, NY, USA
D r Oi Shan Tang, Associate
Consultant, Department of
Obstetrics and Gynaecology, Queen
Mary Hospital, Hong Kong, Special
Administrative Region of China
D r Beve r l y W i n i ko f f, President,
Gynuity Health Projects, New York,
NY, USA
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英語版（原文）には、刊行にあたり下記の情報が掲載されています。
2004 年 11 月 1 日から 5 日にかけて、イタリアのべラージオにて、
国連開発計画（UNDP）
・国連人口基金（UNFPA）
・世界保健機関（WHO）
・
世界銀行による「ヒトの生殖に関する研究・開発・研究訓練特別プログ
ラム」（HRP）は、『妊娠第一期の早期における外科的方法によらない
（薬剤を用いた）人工妊娠中絶（Medical Abortion）の治療法及びサー
ビス提供の実行についての国際合意形成のための会議』を開催しました
（付録１）。この文書は、薬剤による中絶の分野で非常に経験豊富な研究
者や臨床医等の会議参加者による討議の成果です。…「背景」より
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特定の企業または製造業者の製品に言及がある場合、そこに言及されていない類
似の他社製品に優先して、WHO がその製品を支持、または推奨することを示唆す
るものではありません。誤記・脱漏を除き、登録商標名は頭文字の大文字で区別さ
れています。
WHO は本書に含まれる情報を実証するための合理的な予防措置を講じていま
す。しかし、出版物は明示または黙示の保証をすることなく、配布されるもので
す。本書の解釈及び使用に対する責任は読者に帰します。いかなる場合においても
WHO はその利用によって生じる損害については責任を負いません。
本書には国際的な専門家グループの意見を集約したものが含まれていますが、
WHO の決定や WHO が公表している方針を必ずしも反映するものではありません。
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