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妊娠と薬情報センター事業について
１．妊娠と薬情報センター事業について
厚生労働省では，平成17年10月より，国立成育医療研究センター（旧国立成育医療センター）に「妊
娠と薬情報センター」を設置し，妊婦あるいは妊娠を希望している女性に対し，最新のエビデンスに基
づく相談業務を実施しています。さらに相談者を対象として妊娠結果の調査を行い，新たなエビデンス
を確立する調査業務も合わせて行っており，医薬品医療機器等安全性情報No.268及びNo.279でご紹介し
ているところです。
・妊娠と薬情報センターホームページ：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html
・医薬品医療機器等安全性情報

No.268：

http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/268.pdf
・同No.279：http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/279.pdf

２．現在の状況
（１）相談状況
これまで，服薬による胎児への影響を心配する妊婦又は妊娠を希望する女性に対し，主治医を通じた
相談，センター又は協力医療機関での対面による相談及びセンターでの電話相談を実施しており，平成
24年度は2,386件の相談に応じました。
また，センターでは授乳期間中の医薬品の使用について情報を提供しています。母乳の重要性や医薬
品使用のリスクについての考え方を説明するとともに，
「安全に使用できると思われる薬」
「授乳中の治
療に適さないと判断される薬」の表を作成し，ホームページ上に掲載しています。これらは，国内外の
様々な最新の医学的研究報告に基づいて作られています。
・授乳とお薬：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/lactation/index.html

（２）リウマチ治療薬と妊娠に関する調査
調査業務の一環として相談者から出産後の情報を提供していただく出生児に関する調査（妊娠結果調
査）を行っておりますが，平成24年６月からは，新たにリウマチ治療薬を使用した妊婦の症例の登録調
査（妊娠結果調査）を実施しています。これは，リウマチ治療薬を使用している妊婦に，服薬状況や出
産後の出生児に関する情報を提供していただき，妊娠中に妊婦が使用したリウマチ治療薬が出生児に及
ぼす影響に関する情報を効率的に集積し，評価し，今後妊娠中にリウマチ治療薬を適切に使用するため
の調査です。また，ご協力いただいた患者さんの妊娠・授乳中の薬のご相談も承っています。
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（3）抗甲状腺薬と妊娠に関する調査
平成20年１月から，センターと全国の甲状腺専門医などが中心となり，妊婦の協力を得て，
「妊娠
初期に投与された抗甲状腺薬の妊娠結果に与える影響に関する前向き研究（Pregnancy Outcomes of
Exposure to Methimazole Study: POEM Study）
」を実施しています。本研究は，バセドウ病の治療に
使用される抗甲状腺薬チアマゾ−ル（MMI）について，MMI奇形症候群（MMI曝露と関連の疑われて
いる先天異常）の頻度が妊娠初期のMMI曝露により増加するかどうか明らかにすることを目的にして
います。平成23年には中間結果として，妊娠初期のMMI継続服用はMMI奇形症候群の発生と密接な関
連性があることが強く示唆されたことを報告しました。妊娠中の抗甲状腺薬使用に関する母体・胎児双
方の安全性についての情報は現在もなお不十分であり，早急に確実なエビデンスを確立することが必要
と考え，本調査業務を進めています。
・POEM Study 中間報告：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/images/report_2011111.pdf

（妊娠と薬センターホームページより転載）

３．医療関係者へのお願い
医療関係者におかれましては，妊娠中に使用した医薬品の影響について不安をもつ妊婦等に対して
本相談業務の紹介をお願いするとともに，リウマチ治療薬を使用されている妊婦に対してリウマチ治
療薬の登録調査の紹介をお願いします。また，甲状腺診療を専門とされている医師におかれましては，
POEM Studyへのご協力をお願いします。
・相談内容・手順：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/process/index.html
・リウマチ治療薬の登録調査：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/ra.html
・POEM Study：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/poemstudy1.html

2013年９月

−8−

医薬品・医療機器等安全性情報

No.305

４．協力医療機関について
妊娠と薬情報センター事業については，更なる利便性の充実を図るため，本年度新たに４病院の協
力を得て，妊娠と薬に関する相談・情報収集体制の充実・強化を図ることとしました。以下に，27 の
協力病院を紹介します。
医療機関名
１

連絡先，受付時間等

妊娠と薬情報センター

住所：〒157−8535

東京都世田谷区大蔵2−10−1

国立成育医療研究センター内
TEL：03−5494−7845
FAX：03−3415−0914
受付時間：10 〜 12時，13 〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html
協力医療機関 （◎：平成25年度からの協力）
２

北海道大学病院

住所：〒060−8648

北海道札幌市北区北14条西5丁目

TEL：011−716−1161（内線7723又はPHS82943）
FAX：011−706−7616
受付時間：９〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
３

岩手医科大学附属病院

住所：〒020−8505

岩手県盛岡市内丸19−1

TEL：019−624−5263（「妊娠とお薬相談室」直通）
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
４

東北大学病院

住所：〒980−8574

◎

宮城県仙台市青葉区星陵町1−1

TEL：022−717−7000（病院代表番号）
受付時間：９〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.hosp.tohoku.ac.jp/

５

筑波大学附属病院

住所：〒305−8576

茨城県つくば市天久保2−1−1

TEL：029−896−7171
FAX：029−896−7170
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
６

前橋赤十字病院

住所：〒371−0014

群馬県前橋市朝日町3−21−36

TEL：027−224−4585（薬剤部：内線7709）
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.maebashi.jrc.or.jp/
７

埼玉医科大学病院

住所：〒350−0495

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

TEL：049−276−1297（「妊娠と薬外来」とお伝えください）
受付時間：15 〜 17時（祝日を除く月〜土曜）
８

千葉大学医学部附属病院

住所：〒260−8677

千葉県千葉市中央区亥鼻1−8−1

TEL：043−226−2628（薬剤部

医薬品情報室）

受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
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９

国家公務員共済組合連合会虎の門

住所：〒105−8470

東京都港区虎ノ門2−2−2

病院

TEL：03−3588−1111（内線3410）
FAX：03−3505−1764
受付時間：８時30分〜 17時（祝日を除く月〜金曜）

10

聖路加国際病院

住所：〒104−8560

東京都中央区明石町9−1

TEL：03−5550−2412
FAX：03−5550−2563
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
11

公立大学法人横浜市立大学附属病院

住所：〒236−0004

神奈川県横浜市金沢区福浦3−9

TEL：045−787−2800
（「妊娠と薬外来の件」とお伝えください）
受付時間：９〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.fukuhp.yokohama-cu.ac.jp/
12

新潟大学医歯学総合病院

住所：〒951−8520

新潟県新潟市中央区旭町通1−754

TEL：025−227−2895（「妊娠と薬外来」とお伝えください）
FAX：025−227−2791
受付時間：13時30分〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
13

信州大学医学部附属病院

住所：〒390−8621

長野県松本市旭3−1−1

TEL：0263−37−3022（「妊娠と薬外来」とお伝えください）
FAX：0263−37−3072
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
14

独立行政法人国立病院機構金沢医療

住所：〒920−8650

センター

TEL：076−262−4161

石川県金沢市下石引町1−1

受付時間：９時〜 16時30分（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.kanazawa-hosp.jp/pv/preg.htm
15

独立行政法人国立病院機構長良医療

住所：〒502−8558

センター

TEL：058−232−7755（「妊娠と薬外来」とお伝えください）

岐阜県岐阜市長良1300−7

FAX：058−295−0077
受付時間：10 〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
16

名古屋第一赤十字病院

住所：〒453−8511

愛知県名古屋市中村区道下町3−35

TEL：052−481−5111（薬剤部：内線38167）
FAX：052−482−7733
受付時間：13 〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
17

京都府立医科大学附属病院

住所：〒602−8566

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

TEL：075−251−5862（薬剤部

医薬品情報室）

FAX：075−251−5859（同上）
受付時間：９時〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
18

地方独立行政法人大阪府立病院機構

住所：〒594−1101

大阪府和泉市室堂町840

大阪府立母子保健総合医療センター

TEL：0725−56−5537（妊娠と薬外来）
受付時間：10時〜 12時，14時〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.mch.pref.osaka.jp/hospital/department/
pharmacy/pharmacy03.html
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19

神戸大学医学部付属病院

住所：〒650−0017

兵庫県神戸市中央区楠町7−5−2

TEL：078−382−5111
（
「妊娠と薬相談外来」とお伝えください）
受付時間：13時〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
20

奈良県立医科大学附属病院

住所：〒634−8522

奈良県橿原市四条町840

TEL：0744−22−3051（薬剤部：内線3565）
FAX：0744−29−8027
受付時間：８時30分〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://www.naramed-u.ac.jp/~gyne/kusuri.html
21

独立行政法人国立病院機構岡山医療

住所：〒701−1192

岡山市北区田益1711−1

◎

センター

TEL：086−294−9556（「妊娠と薬外来」とお伝えください）
FAX：086−294−9557
受付時間：８時30分〜 18時（祝日を除く月〜金曜）
HP：http://okayamamc.jp/04_bumon/04-04_bumon/04-04_0302yakuzai.html

22

広島大学病院

住所：〒734−8551

広島県広島市南区霞1−2−3

TEL：082−257−5079
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）
23

独立行政法人国立病院機構四国こども

住所：〒765−8507

香川県善通寺市仙遊町2丁目1番1号

とおとなの医療センター

TEL：0877−62−1000
FAX：0877−62−6311
受付時間：８時30分〜 17時（祝日を除く月〜金曜）

24

徳島大学病院

住所：〒770−8503

◎

徳島県徳島市蔵本町2丁目50−1

TEL：070−6586−0831
受付時間：９〜 16時（祝日を除く月〜金曜）

25

九州大学病院

住所：〒812−8582

福岡県福岡市東区馬出3−1−1

TEL：092−642−5900
受付時間：14 〜 17時（祝日を除く月〜金曜）
26

鹿児島市立病院

住所：〒892−8580

鹿児島県鹿児島市加治屋町20−17

TEL：099−224−2101（薬剤科：内線2603）
（「妊娠と薬外来」とお伝えください）
FAX：099−224−9916
受付時間：8時30分〜 17時15分（祝日を除く月〜金曜）
27

沖縄県立中部病院

住所：〒904−2293

◎

沖縄県うるま市宮里281

TEL：098−973−4111
（「妊娠／授乳とくすり外来」とお伝えください）
受付時間：火・木・金曜日（祝日を除く）
13：00 〜 16：00
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