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原著論文 
 

授乳婦の医薬品使用に関する相談への 
医療従事者の認識と対応の実態調査 

 
                                                
相澤成美 1)、笠原弥恵 1)、佐々木史恵 1)、西山梢 1)、由利美希 1)、佐藤秀子 1) 

１）仙台医療センター 看護部 母子医療センター 
 
<<抄録>>                                            
目的）授乳婦の医薬品使用に関する医療従事者の認識と対応を明らかにし、課題を明確にする。方法）A

病院の医師、薬剤師、看護師・助産師を対象に、授乳婦への医薬品使用に関する認識と、その相談を受けた

際の対応に関する無記名自記式調査とした。なお、分析は単純集計とし、各職種の回答分布を検討。結果）

授乳中の医薬品使用に関する被相談経験は全職種であったが、十分な情報提供を行なえているのはわずかで

あった。情報提供の際に参考にするという回答が多かった添付文書は、授乳婦での使用は原則禁忌とされ、

添付文書のみを参考にすると使用可能な医薬品は少なく、授乳を中止するきっかけの１つとなっている。授

乳を中断した際の母児への影響を知らない医療従事者が多く、安易な授乳の中止を招いていることも懸念さ

れるため、授乳を中断した際の母児への影響を医療従事者へ周知する必要がある。また、全職種共に専用の

相談窓口等を必要と感じているため、利用できる既存の情報源を周知する必要性もあると考えられた。結語）

相談を受ける経験は全職種であるが、授乳婦への医薬品使用に関する情報提供は十分に行えていない現状に

あり、専用の相談窓口である妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師の存在や院内の情報システムの評価・改訂、

啓発活動が必要である。 
                                                
キーワード：医薬品、母乳育児、相談、医療従事者、授乳 
（2015 年 3 月 26 日受領、2015 年 5 月 8 日採用） 
 
 
 

１ はじめに 
 A 病院は BFH（Baby Friendly Hospital）認定

病院であり、産科病棟では 5 年前より授乳中の医薬

品使用に関するフローチャートを作成・使用して相

談経路を整えてきた。その中で、問い合わせを受け

る薬剤は産科以外から処方となった医薬品である

ことが多い現状がある。医学や薬理学の進歩に伴い、

医薬品を用いた治療は、感染症などの急性疾患から、

慢性疾患、精神科診療まで多岐にわたっている。 

五十里は 1)、医薬品の児への影響に関して情報提

供を行なう相談体制の整備の重要性を指摘し、妊

娠・授乳中の薬剤使用に関する不安解消のためには、

正確な情報を必要な時期に伝える相談ネットワー

ク体制が必要としている。しかしながら、妊婦、授

乳婦、薬剤師、小児科医師を対象とした授乳中の医

薬品使用に関する研究はあるが、小児科以外の医師、

看護師、助産師対象の研究は見あたらなかった。 
以上のことから、他診療科を含めた医師、薬剤師、
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看護師・助産師を対象として、授乳中の薬物療法に

関する安心かつ安全な相談体制構築に向けて、医療

従事者が行う相談への対応と授乳婦の医薬品使用

に対する認識についての実態調査を行った。 
 
２ 目的 
 授乳婦の医薬品使用に関する医療従事者の認識

と対応を明らかにし、課題を明確にする。 
 
３ 方法 
１．研究の種類：調査研究 
２．研究対象：A 病院の医師、薬剤師、看護師・助

産師 
３．研究期間：平成 26 年 5 月～12 月 
４．データ収集方法 
１）授乳婦への医薬品使用、処方経験・被相談経験、

相談を受けた際の対応に関する無記名自記式調査

とした。 
２）A 病院 BFH 推進委員会へ協力を要請し、BFH
推進委員より対象者の職場長に調査用紙の配布を

依頼した。 
３）各職場の所定の位置に設置した回収箱に調査用

紙記入者自らでの投函を依頼した。 
４）回収は研究者が行った。 
５．データ分析方法 
１）単純集計とし、各職種の回答分布を検討した。 
２）看護職については、産科勤務の助産師とそれ以

外の看護職種の回答に差が予測される質問項目に

関しては分けて集計し、「産科勤務の助産師（以下、

産科助産師）」と、「産科以外に勤務する看護職種

（以下、産科以外勤務）」とした。 
 
４ 倫理的配慮 
調査用紙記入は参加者の自由意思に基づくもの

であり、特定の個人を評価するものではなく、個別

の記載内容を公表したり、目的以外に利用しないこ

とを書面と口頭をもって説明し、プライバシーに配

慮し無記名で実施した。なお、調査用紙は専用の封

筒に入れ封をしたものを投函するよう依頼し、投函

をもって同意が得られたものとした。A 病院倫理審

査委員会の承認を得た。 

 
５ 結果 
１．対象者の属性  
１）医師 
・配布部数：161 部 回収部数：30 部 回収率：

18.6% 
・12 以上の診療科の医師から回答があった。 
２）薬剤師 
・配布部数：26 部 回収部数：13 部 回収率：50% 
３）看護師・助産師 
・配布部数：506 部 回収部数：327 部 回収率：

64.6% 
・看護師 282 名（86.3%）、助産師 42 名（12.8%）、

無記載 3 名（0.9%）。 
・外来勤務 67 名（20.5%）、病棟勤務 256 名（78.3%）、

無記載 4 名（1.2%）。 
・A 病院全ての所属部署の看護師・助産師からの回

答を得た。 
 
２．授乳婦への処方経験・被相談経験・相談内容 
１）日常診療での処方経験について 
24 名（80.0%）の医師が「ある」と回答した。 
２）授乳中の医薬品使用についての被相談経験につ

いて（図 1） 
 

 
図１ 本人・家族からの被相談経験 

 
「ある」とした人は、医師 21 名（70.0%）、薬剤

師 7 名（53.9%）、看護師・助産師 104 名（31.8%）。

「産科以外勤務」63 名（22.0%）、「産科助産師」

41 名（100%）であった。 
相談を受けた件数は、薬剤師が少ない者では３年間

で 2 件、多い者では 15 件/月、平均 3.8 件/月。看護
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師・助産師では少ない者では３年間で 2 件、多い者

では 10 件/月、平均 1.4 件/月であった。 
 
３．相談を受けた内容について（複数回答）（図 2） 
・薬剤師：「母乳への移行可能性」6 人（85.7%）、

「新生児・乳幼児に与える薬剤の影響」4 名（57.1%）、

「授乳の中断・継続」2 名（28.6%）。相談を受け 
 

 
図２ 相談内容 

 

た薬剤は、向精神薬（4 件）、解熱鎮痛剤（3 件）、

感冒薬（2 件）、造影剤、抗生剤、漢方薬など（各

1 件）。 
・看護師・助産師：「母乳への移行可能性」70 名

（68.8%）、「新生児・乳幼児に与える薬剤の影響」

59 名（57.8%）、「授乳の中断、継続」56 名（54.9%）。

相談を受けた薬剤は 20 種類以上であり、解熱鎮痛

剤（36 件）、抗生剤（21 件）、感冒薬（18 件）、

造影剤（10 件）が上位に挙げられた。 
３．相談を受けた際の対応 
１）授乳を継続するよう助言したことがあるかにつ

いて 
・薬剤師：「ある」2 名（15.4%）、「ない」11 名

（84.6%）。 
・看護師・助産師：「ある」38 名（12.1%）、「な

い」277 名（87.9%）。 
「産科以外勤務」：「ある」17 名（6.2%）、「産

科助産師」：「ある」21 名（52.5%）。 
２）主治医等に授乳中の医薬品使用に関する相談を

した経験があるかについて 
・看護師・助産師：「ある」44 名（13.9%）、「な

い」272 名（86.1%）。 
「産科以外勤務」：「ある」27 名（9.8%）、「産

科助産師」：「ある」17 名（42.5%）。 
３）授乳婦の医薬品使用に関する相談時の対応につ

いて（図３A、３B） 
（１）「状況を十分検討し、有益性が安全性に勝る

と判断できれば医薬品使用を可能と説明するか」に

ついて 
・薬剤師：「説明する」7 名（53.9%）、「わから

ない」4 名（30.8％） 
 

 
図３A 薬剤師 授乳婦の医薬品使用相談時の対応 

 

 
図３B 看護師・助産師 授乳婦の医薬品使用相談時の対応 

 
・看護師・助産師：「説明する」102 名（31.2%）、

「わからない」135 名（41.3%）。 
（２）「添付文書に従って処方するか」について 
・医師：「はい」18 名（60.0%）、「いいえ」6 名

（20.0%）、「わからない」4 名（13.3％）。 
（３）「添付文書に従って説明するか」について 
・薬剤師：「はい」9 名（69.2％）、「いいえ」4
名（30.8％）、「わからない」0 名（0%）。 
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図４A 薬剤師 授乳中の医薬品使用についての情報源と

利用頻度 

 

 

図４B 看護師・助産師 授乳中の医薬品使用についての情

報源と利用頻度 

 

・看護師・助産師：「はい」123 名（37.6%）、「い

いえ」82 名（25.1%）、「わからない」93 名（28.4%）。 
 

４）授乳婦の医薬品使用に関する情報源の種類と利

用頻度について（図４A、４B） 
・ 薬剤師：「添付文書」及び「インタビューホー

ム」を「利用する」各 11 名（84.6%）、次いで「メ

ーカー情報」を「利用する」8 名（61.5%）。 
・看護師・助産師：「処方医の判断・指示を利用す

る」176 名（53.8%）、「産科医の判断・指示を利

用する」139 名（42.5%）。 
５）総合医療情報システム「授乳中の女性への薬物

治療」の閲覧経験について 
看護師・助産師：「ある」30 名（11.7%）、「ない」

225 名（87.9%）。 
 
４．授乳婦の医薬品使用 
１）「妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師」資格の知

識について 

・医師：「知っている」12 名（40.0％）、「知ら

ない」18 名（60.0%）。 
・薬剤師：「知っている」12 名（92.3%）、「知ら

ない」1 名（7.7％）。 
・看護師・助産師：「知っている」93 名（28.4％）、

「知らない」231 名（70.7%）、無記載 3 名（0.9%）｡ 
２）授乳婦への薬物療法に関する情報提供の実施状

況について（図５） 
医師は「十分とは言えないができる」11 名（36.7%）、

薬剤師は「不十分とまではいかないがある程度はで

きる」7 名（53.9%）、看護師・助産師は「不十分

でありできない」143 名（43.7%）であった。 
３）授乳婦への薬物療法で不足している情報につい

て（複数回答） （図６） 
・医師：「新生児・乳幼児に与える薬剤の影響」21
名（72.4%）、「授乳の中断・継続」15 名（51.7%）、

「母乳への移行可能性」「授乳中断後の再開のタイ 
 

 
図５ 授乳婦への医薬品使用に関する情報提供の実施 

 

 
図６ 不足している情報 

 

ミング」各 14 名（48.3%） 
・薬剤師：「授乳中断後の再開のタイミング」10
名（83.3%）、「新生児・乳幼児に与える薬剤の影

響」「授乳の中断・継続」各 9 名（75.0%）、「頓

服薬の場合の使用回数を減少した方が良いかの調
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整」6 名（50.0%） 
・看護師・助産師（有効回答 302 名）：「新生児・

乳幼児に与える薬剤の影響」239 名（79.1%）、「母

乳への移行可能性」228 名（75.5%）、「授乳中断

後の再開のタイミング」227 名（75.2%）、「授乳

の中断・継続」218 名（72.2%）。 
不足している情報として、「新生児・乳幼児に与え

る薬剤の影響」「授乳の中断・継続」「授乳中断後

の再開のタイミング」「母乳への移行可能性」が共

通していた。 
４）日常業務で利用できる授乳中の医薬品使用に関

する専用の相談窓口や施設の必要性について（図 7） 
「必要であると思う」とした人は、医師 24 名

（80.0%）、薬剤師 11 名（84.6%）、看護師・助産

師 240 名（73.4%）であった。 
５）薬剤使用のために授乳を中断した場合の母児へ

の影響について（図 8） 
 

 

図７ 利用できる専用窓口の必要性 

 

・医師：「知らない」15 名（50.0%）。 
・薬剤師：「知らない」10 名（76.9%）。 
・看護師・助産師：「知らない」209 名（63.9%）。 
 
６ 考察 
１．医師 
医師については本研究では、回収率が乏しく有効な 

 

図８ 授乳を中断した場合の母児への影響の認知 

 

データが得られなかったため、考察に及ぶことがで

きず参考値にとどまることとなった。しかしながら、

授乳婦への処方経験は 8 割もの医師が経験してお

り、本人・家族から授乳中の医薬品使用に関して相

談を受けた経験も 7 割にのぼっていた。さらに看護

師・助産師対象の調査結果では、「処方医及び産科

医の判断・指示」をその情報源として「利用する」

との回答が多く得られたことより、今後改めて医師

を対象とした調査を行うことの有用性は確かであ

ると考えられ、調査方法を検討する必要性があると

考える。 
 
２．薬剤師 
 薬剤師では、授乳中の医薬品使用について本人・

家族から相談を受けた経験のあるものは半数を超

え、多い人では 15 件/月の相談を受けていることが

わかった。しかし、その一方で情報提供について「十

分行うことができている」と回答するものはわずか

に留まり、十分な情報提供が困難な現状であると考

察された。また、現在わが国の添付文書では原則禁

忌とされており、詳しい母乳と薬物療法についての

記載はなく、添付文書のみを参考にすると授乳婦が

使用可能な薬はほとんどなく、薬の使用が授乳を中

止するきっかけの一つとなっており問題となって

いる 2)。添付文書に従って説明すると回答している

薬剤師は約 7 割と多い。さらに授乳を中断した場合

の母児への影響について知っているものは少ない

結果となったため、安易な授乳の中止を招いている

ことが懸念された。しかし授乳中は基本的に医薬品

を使用できないと考える薬剤師は約 3 割で、授乳中

でも医薬品の使用が可能であるという考えも持っ
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ていることがわかった。これは、A 病院が BFH で

あることや、妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師が常

駐することで必要な情報が得られていることも大

きく影響していると考えられた。 
 
３．看護師・助産師 
 本人・家族からの相談を受けた経験は、産科勤務

助産師に比べ少ないが、産科勤務以外の看護職種で

も 2 割は相談を受けている。そのような状況で情報

提供を「十分に行うことができている」とするもの

はわずかであり、授乳婦への対応が十分にできてい

ないことが分かった。現在、添付文書では原則禁忌

とされており、詳しい母乳と医薬品使用についての

記載はなく、他の情報収集手段もわからず、適切な

指導ができていないことが推測された。 
また、A 病院には常駐する妊婦・授乳婦薬物療法

認定薬剤師がおり、母乳と医薬品について相談でき

るがその存在を知らない看護職種が多いことも明

らかとなった。そのため、専用の相談窓口や施設を

必要と感じる看護職種が多く、こういった窓口や相

談経路を設置し、A 病院の院内共通で各職種へ周知

していく有用性が高いと考えられる。 
直接母乳を中断した場合の母児への影響を知っ

ていると回答したのは産科助産師では、約 8 割に及

ぶのに対して、産科以外勤務の看護職種者では約 2
割と差が表れた。水野 3)は、いくら科学が進歩して

も人工乳は母乳にかなわない部分がたくさんあり、

不必要に授乳を中断する事はお母さんにとっても、

赤ちゃんにとってもよい事とは言えないと述べて

おり、安易な授乳の中断を防ぐために母乳がもたら

す母児への影響を全ての医療従事者に周知してい

くことが重要であると考える。 
A 病院では院内全ての PC で閲覧可能な「授乳中

の女性への薬物治療」というページを掲載している

が、閲覧したことがない人が多数いたため、その現

在ある情報源を周知していく必要がある。また、今

回の調査で明らかになった不足情報を加えながら

情報源の改訂を行っていくことも今後の課題であ

る。 
最後に、本研究において無記載回答が多くみられ

たことは、専門的アンケート内容であったために、

その経験をしたことのないスタッフも多くいたこ

とが要因として挙げられ、今後の課題としていきた

いと考える。 
 
７ 結論 
相談を受ける経験は職種に関わらずあるが、授乳

婦への医薬品使用に関する情報提供は十分に行え

ていない現状にある。新生児・乳幼児に与える薬剤

の影響、母乳への移行可能性については職種に関わ

らず情報が不足していると感じており、合わせて授

乳を中断した場合の母児への影響の理解も深めて

いく必要がある。妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師

の存在や専用の相談窓口、総合医療情報システムの

啓発活動及び総合医療情報システム「授乳中の女性

への薬物治療」の評価・改訂が必要である。 
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