
仙台医療センター医学雑誌 Vol 5, 2015 

27 

原著論文 

 

当院における授乳と薬剤に関する認識調査と課題 
                                             
名取裕子 1)、永澤佑佳 1)、小山田光孝 1)、明城光三 2)、佐藤秀子 3）、湊敬子 4) 
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３）同 母子センター 

４）東北公済病院 薬剤科 

 
<<抄録>>                                      
目的）妊婦における授乳と薬剤に関する認識調査を実施し、薬物療法中の育児支援に反映させること、及

び、母親及び医療従事者が情報提供を受けたい医薬品を把握すること。方法）2014 年 6 月から 2014 年 11
月の期間に、妊娠中に院内母親学級を受講した 144 名を対象に、母親学級受講後に授乳と薬剤に関する意

識についてのアンケート調査を実施。2011 年から 2013 年までに薬剤科に問い合わせのあった授乳と薬剤

に関する問い合わせ内容を調査。結果）薬剤を服用しながら授乳できることを知らなかった人数は114（79.2%）で

あったが、母親学級受講後、授乳と併用できる薬剤の場合、授乳継続を検討する人数が136人（94.4%）となった。問い

合わせのあった薬品数は、2011年41薬品、2012年186薬品、2013年186薬品であった。薬効別の割合としては、抗精

神病薬が最も多く、全体の27.1%を占めていた。結語）薬剤によっては薬物療法中に授乳と両立できることを知らなかっ

た妊婦は、母親学級受講者の半数以上を占めていた。しかし母親学級受講後、授乳と両立できる薬剤の場合に授乳の継続

を選択する可能性が9割以上となったことから、授乳と薬剤について適切で十分な情報提供の必要性が示唆された。また、

薬剤科に問い合わせのあった医師・看護師からの授乳と薬剤に関する問い合わせの内容調査から、医療従事者が情報提供

を受けたい医薬品、妊婦・授乳婦が情報を必要としている医薬品について把握できた。 
                                           
キーワード：BFH、母乳育児、薬剤、授乳 
 
 
 
１ はじめに 

1989 年 3 月 WHO・UNICEF は、母乳育児の保

護、促進、そして支援をすすめるため、共同声明を

発表し‘母乳育児を成功させるための 10 か条’を

呼びかけ、赤ちゃんにやさしい病院（Baby Friendly 
Hospital: BFH）の認定を開始した。仙台医療セン

ター（以下、当院）は 2010 年に BFH の認定を取

得した。UNICEF/WHO では授乳禁忌薬剤 3%、注

意が必要あるいは影響に懸念のある薬剤が 23%と

考えているが 1)、現在、本邦では添付文書上に 3/4

の薬剤が授乳を中止させる記載となっている。これ

では母乳のメリットが活かせないため、各薬剤の情

報を添付文書以外にも求めながら薬物療法中の母

乳育児を支援していく必要がある。今回、妊婦にお

ける授乳と薬剤に関する認識調査を実施し、薬物療

法中の育児支援に反映させることを目的として、母

親学級参加者にアンケート調査を行った。また、当

院薬剤科では母乳育児支援活動の一つとして、2011
年に「授乳と薬剤の表」を作成し、電子カルテ上で

全ての職種が閲覧・参照できるシステムとして運用
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している。その運用状況から得られる情報を、母乳

育児支援活動における表の有用性の向上につなげ

ることを目的として、2011 年以降に薬剤科で対応

した授乳と薬剤の問い合わせ内容を調査・検討し、

表の改訂を行った。問い合わせ内容としては抗精神

病薬が最も多く、次いで胃腸薬、解熱鎮痛薬、抗菌薬、抗

てんかん薬の順となっていた。本論文では、母親への

適切な指導により授乳継続を選択する可能性が増

加したことについて、および母親へのアンケート調

査、薬剤科への問い合わせ内容調査から判明した母

親および医療従事者が情報提供を受けたい医薬品

内容について報告する。 
 
２ 方法 
１．授乳と薬剤に関する意認識についてのアンケー

ト調査 
2014 年 6 月から 2014 年 11 月の期間中、妊娠中

に院内母親学級を受講した 144 名を対象に、母親学

級受講後に授乳と薬剤に関して、アンケートによる

意認識調査を実施した。アンケート内容は、以下の

質問に答える形とし、①お薬を服用しながら授乳で

きることを知ご存じでしたか？②お薬を服用しな

がら授乳できることを知っていた方で、その情報は

どこで知りましたか？③赤ちゃんに影響が少ない

薬であれば、薬を服用しながら授乳したいと思いま

すか？④授乳中の薬剤について知りたい薬はあり

ますか？とした。 
 
２．薬剤使用時の授乳に関する問い合わせ内容の調

査・検討 
2011 年に当院薬剤科で作製した「授乳と薬剤の

表」は、電子カルテから閲覧可能となっており、全

ての職種が参照できる。また、当院では授乳と薬剤

の問い合わせの対応フローチャートを医師・看護師

とともに作成し運用している。その中に「授乳と薬

剤の表」を組み込み 2011 年より施行している。（図

１A、１B） 
表の運用状況を把握するため、2011 年以降に薬

剤科に問い合わせのあった授乳と薬剤に関する問

い合わせ医薬品を調査し、表の改訂作業を行った。 
 

 
図１A 2011 年版「薬剤と授乳の表」通常量において授乳

婦に安全に使用できると思われる薬剤 

 

 
図１B 2011 年版「薬剤と授乳の表」授乳婦への使用時に

注意を要する薬剤 

 
３ 結果 
１．授乳と薬剤に関する意識認識についてのアンケ

ート調査 
1.1母親学級受講前の妊婦における授乳と薬剤についての

認識 
回答は144名。「お薬を服用しながら授乳できるこ

とをご存知でしたか？」という質問に対する回答は、

「薬剤服用中でも授乳できることを知っていた」は30名、

「薬剤服用中の授乳の可能性について知らなかった」114
名であった。（図２） 
 

1.2薬剤と授乳に関する知識の情報入手先 
「お薬を服用しながら授乳できることを知ってい

た方で、その情報はどこで知りましたか？」という

質問に対する回答は、「薬剤服用中でも授乳できること
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を知っていた」30名を対象とした。「医師」10件、「看

護師・助産師」4件、「薬剤師」4件、「親戚・友人」10
件、「インターネット」2件、「前回の母親学級」2 件で

あった。 

 

 

図２ 授乳と薬剤に関する意識についてのアンケート調査

結果 

 

1.3母親学級受講後の妊婦における授乳と薬剤についての

認識の変化 
「赤ちゃんに影響が少ない薬であれば、薬を服用

しながら授乳したいと思いますか？」という質問に

対する回答は、「授乳を継続したい」69名、「情報を検

討した上で場合によっては授乳を続けてもいい」67名、「中

断」8名であった。（図２） 
1.4 授乳時に使用する可能性のある薬剤について

「授乳中の薬剤について知りたい薬剤はあります

か？」という質問に対する回答は、解熱鎮痛薬 3 件、

便秘薬 3 件、花粉症薬 3 件、うがい薬 3 件、外用薬

3 件、他 19 件であった。 
 

２．薬剤科で対応した授乳と薬剤に関する問い合わせ内容 
薬剤科で対応した医師・看護師からの授乳と薬剤に関す

る全体の相談件数は、2011年21件 2012年80件 2013
年101件と増加傾向であった（図３）。問い合わせのあっ

た薬品数は、2011年41薬品、2012年186薬品、2013年

186薬品であった。薬効別の割合としては、抗精神病薬が

最も多く、3年間の合計で112薬品に関する問い合わせが

あり、全体の27.1%を占めていた。その内訳は2011年12
薬品（29.3%）、2012年 66薬品（35.5%） 2013年 34
薬品（18.3%）であった。抗精神病薬の種類は、ベンゾジ

アゼピン（BZD）系薬が大部分を占めていた（表１）。 
 

 
図３ 薬剤科で対応した授乳と薬剤に関する全体の相談件数 

 

 
表１ 精神科領域の薬と授乳に関する問い合わせ件数 

 

抗精神病薬に次いで問い合わせが多かった薬剤は、胃腸

薬、解熱鎮痛薬、抗菌薬、抗てんかん薬の順であった。（表

２）また、2011年から2013年までの問い合わせ合計413
薬品のうち129薬品が2011年版「薬剤と授乳の表」に記

載のある薬剤であり31.2%となっていた。 
 

４ 考察 
厚生労働省の平成 17 年度乳幼児栄養調査では、

母乳育児に関する妊娠中の考えについて「母乳がで

れば母乳で育てたいと思っていた」52.9%と最も 
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表２ 授乳に関する問い合わせのあった薬剤と問い合わせ件数 

 
多く、次いで「ぜひ母乳で育てたいと思っていた」

が 43.1%であった。このことは、実に 96%の妊婦が

母乳で育てたいと考えていることを示している 8)。

しかしながら、今回のアンケート調査では、母親学

級受講前の半数以上の妊婦が薬物療法治療中の授

乳中断を考えていたことから（図２）、多くの妊婦

が母乳育児を希望している現状の中、使用薬剤が授

乳を中断しなくてもよいと思われるものであるに

もかかわらず 1)、授乳中断の判断がされているケー

スが多く生じていると推測された。加えて、母親学

級にて実施した薬剤に関する情報提供が授乳と薬

剤に対する認識に与える影響を調査した。母親学級

受講前には薬物療法中に授乳できる可能性について知ら

なかった妊婦は114名（79%）であったが、母親学級受講

後、「授乳を継続したい」、「情報を検討した上で場合に

よっては授乳を続けてもいい」と回答した人数が 136 名

（94%）となり、授乳の継続を選択する可能性が増加した

（図2）。このことはから、適切で充分な情報提供に

より、不必要な母乳中断を抑止できる可能性が示唆

された。 
また、妊婦が授乳時に知りたいと思われる薬剤について

は、解熱鎮痛薬、便秘薬、花粉症、うがい薬、外用薬とい

った、市販薬として購入可能な薬剤が大部分を占めていた

ことから、母乳育児支援における、これらの薬剤に関する

情報提供の必要性が明らかになった。 
「薬剤服用中でも授乳できることを知っていた」と答え

た 30 名の情報源としては医療従事者（医師、看護師・助

産師、薬剤師、前回母親学級）が 20件と最も多く、次い

で「親戚・友人」10件、「インターネット」2件となって

いることから、医療従事者からの情報提供が重要であるこ

とが分かった。 

続いて、当院薬剤科による母乳育児支援活動の一

つである「授乳と薬剤の表」の運用状況から得られ

る情報を解析し、表の有用性向上を図った。 
2011 年以降、薬剤科で対応した薬剤と授乳の問

い合わせ内容の調査から、抗精神病薬が最も多い割

合を占めることが明らかとなった（表１）。抗精神

病薬の大部分は添付文書上で「授乳中止」と記載さ

れている。本邦では全ての薬剤の 3/4 が添付文書上

では授乳を中止させる記載になっていることから、

インフォームドチョイスが重要であり、妊婦・授乳

婦が納得した上で母乳育児を選択・継続できるよう

に適切で充分な情報提供が必要となってくる 2-7)。

適切で充分な情報提供については、多職種による妊

婦・授乳婦サポート体制があれば、より充実した育

児支援が期待できるが、そのためには情報の共有化

が必要不可欠である。しかしながら、問い合わせ内

容調査において、2011 年版の表に記載されている

薬剤についての問い合わせも多く、医療従事者間で

表を利用していない者が少なくないことが判明し

た（表２）。母親学級におけるアンケート調査の結

果ならびに2011年版「授乳と薬剤の表」の運用状況から 
 

 
図４A 2014年版「薬剤と授乳の表」通常量において授乳婦に安全に

使用できると思われる薬剤 
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得られた情報を基に、2014 年版「授乳と薬剤の表」を作

成した（図４A、４B、５、６）。 

作成するにあたって、各種薬剤の情報源としては添付文

書、インタビューフォーム、及び母乳と薬剤に関 
する各種資料 2-7)を参考にした。「通常量において授乳

婦に安全に使用できると思われる薬」、「注意を要

するもの＊授乳時は、乳児に異変がないかよく観察

すること＊」、「（一般的に）授乳禁忌のもの」、

「一時授乳中止のもの」に評価を分類した（図４）。

「注意を要するもの＊授乳時は、乳児に異変がない

かよく観察すること＊」については、参考資料で推

奨されている注意事項等を簡易的に記載した（図４

B）。また、「商品名早見表」を作成した。商品名を50 
 

 

図４B 2014年版「薬剤と授乳の表」授乳婦への使用時に注意を要す

る薬剤 

 

音順に記載し、簡易的にどの授乳評価の分類に属する薬剤

かすぐ分かるようにした。（図５） 
抗精神病薬の問い合わせ件数が多いことから、「注意

を要するもの＊授乳時は、乳児に異変がないかよく

観察すること＊」に記載された抗精神病薬について

は、注意点をより詳しく記載した一覧を新たに作成した。

（図６）閲覧方法については、2011 年版と同様に電

子カルテから閲覧可能であるため、全ての職種が参

照できるシステムであると評価している。 
改訂に伴い、記載薬品数は2011版の129薬品から、161

薬品と増加した。2014 年版「授乳と薬剤の表」は、

病院全体として薬剤使用時の母乳育児支援への理

解を深めるために推奨・運用された。薬剤科への問

い合わせ件数は、2014 年版の表を運用開始した 
 

 
図５ 商品名早見表 

 

 

図６ 抗精神病薬に関する注意点の詳細 

 

2014 年 5 月から 8 月の 3 か月間で 7 件となり、例

年に比べ明らかに減少していた。その要因として、

院内全体で表の活用がなされ、情報の共有化が推進

されていることと推測された。 
以前、病棟担当医師、看護師・薬剤科と放射線科

において、造影剤使用と授乳について授乳婦への説

明に違いが生じる事例を経験した。多職種間での対

応の違いは、授乳婦に混乱を生じさせる事となった。

その際、薬剤科では造影剤の母乳移行情報を調査し、
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放射線科と意見交換を行った結果、統一した見解を

得ることができた。その後、現在までのところ造影

剤を含む薬剤と授乳に関する多職種間の対応の違

いによる問題は生じていない。このことは、多職種

間における連携の重要性と、薬剤と授乳に関する問

題においては薬剤師の関与の必要性が強く示唆さ

れた。 
今後、妊婦・授乳婦への情報提供はもちろんのこ

と、他職種への啓発活動、多職種間との連携・協力

の強化、「授乳と薬剤の表」の情報更新や運用につ

いての評価・検討を続けることで、更なる母乳育児

支援への貢献ができると考えられた。 
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