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要旨 

 

【目的】北海道・福島県の薬剤師、および将来医療従事者として働く可能性の高い薬学生・看

護学生における周産期の葉酸摂取の重要性に関する認識状況を明らかにすることである。 

【方法】調査は、北海道・福島県・東海地域の薬剤師、および奥羽大学・東北大学の薬学生・

看護学生を対象に、各種薬剤師会および各大学を通して自記式調査票の送付または配布・

回収を行う形で実施した。 

【結果】葉酸が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させる効果を有していることを認識して

いる薬剤師の割合は 57.2％～72.8％であった。その情報源としては、一般雑誌・インターネッ

トが多かった。また、葉酸が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させる効果を有していること

を認識している薬学生・看護学生の割合はそれぞれ 7.6％・45.4％であった。その情報源とし

ては、講義・家族・知人が多かった。 

【まとめ】本調査の結果、薬剤師において葉酸が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させ

る効果を有していることを認識している割合は、おおむね6・7割であることが確認された。また、

薬学生・看護学生における認識は非常に低いことが明らかとなった。平成12年に厚生労働省

が葉酸摂取の推奨を開始した前後で、薬学教育および妊婦への指導が異なっていた可能性

が予想され、薬剤師の認識にも影響を与えている可能性がある。今後、医療系の学生および

資格取得後の医療従事者全体の認識を向上させ、葉酸摂取の重要性について積極的に情

報提供していく必要がある。 

 

１、調査・研究目的 

 

 葉酸は妊娠以前から十分量摂取することで神経管閉鎖障害リスクを低下させることが知られ

ており［1］、本邦においても 2000 年に当時の厚生省が周産期における葉酸摂取を推奨する

報道発表を行なっている［2］。しかしながら、我々は過去 2 年間で、産科系専門病院である宮

城県岩沼市のスズキ記念病院で行われている BOSHI 研究対象妊婦の葉酸サプリメント摂取

の割合は妊娠初期でわずか 32%であったこと、同様の妊婦集団における葉酸血中濃度は必

要量と比べると不十分であること、仙台市薬剤師会の勉強会に出席した薬剤師における妊娠



 

中の葉酸摂取の重要性に関する認識は不十分であり、医療従事者の認識の向上には、学生

時代からの積極的な情報提供が有効である可能性を明らかにしてきた［3-5］。 

 

 本研究の目的は、北海道・福島県の薬剤師、および将来医療従事者として働く可能性の高

い薬学生・看護学生における周産期の葉酸摂取の重要性に関する認識状況を明らかにする

ことである。 

 

２、調査・研究方法 

 

２－１、調査１：薬剤師の認識･実践に関する調査 

 

２－１－１、対象者 

対象者は、札幌市薬剤師会所属の薬剤師、福島県薬剤師会所属の薬剤師、第45回東海

薬剤師学術大会に参加した薬剤師である。札幌市薬剤師会所属の薬剤師および福島県薬

剤師会所属の薬剤師における調査は、各薬剤師会所属の薬剤師への会報等の送付時に、

本調査に関するカバーレター、説明書、自記式調査票、返信用封筒を同封し、自記式調査

票へ回答の上、郵送またはFAXによる返信を依頼する形で実施した。第45回東海薬剤師学

術大会に参加した薬剤師における調査は、第45回東海薬剤師学術大会の中で、愛知県薬

剤師会薬事情報部が実施した薬事情報部「妊娠・授乳中のくすりと母と子の健康」において、

自記式調査票を配布し、研修会終了後に回収する形で実施した。なお、本調査は、研究代

表者の所属する東北大学医学部倫理審査委員会の承認を得、必要に応じて研究分担者の

所属先における倫理審査委員会の承認を得た上で実施した。札幌市薬剤師会所属の薬剤

師1807名、福島県薬剤師会所属の薬剤師1350名、第45回東海薬剤師学術大会に参加した

薬剤師745名に送付または配布し、最終的に、それぞれ327名（回収率: 18.1%）、516名（回収

率: 38.2%）、406名（回収率: 54.5%）から調査票を回収した。そのうち、年齢・性別・葉酸の有用

性の認識に関して回答のなかったものを除外した、327名、513名、400名を解析対象者とし

た。 

 

２－１－２、調査項目 

自記式調査票においては、年齢、性別、勤務先におけるサプリメント・一般用薬

（over-the-counter drug; 以下 OTC と略）・健康食品の取り扱い、妊婦への服薬指導頻度、妊

婦の葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを減少させるという事実の認識、認識してい

る場合の情報源、葉酸摂取の最適時期、妊婦・授乳婦における葉酸摂取の推奨量、葉酸を多

く含むもの、妊娠適齢期の女性に対する葉酸摂取の推奨等、について調査した。 

 

２－１－３、解析 



 

 対象者における葉酸が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させる効果を有していることを

認識している薬剤師の割合、適切な葉酸摂取に関する知識を有している割合を算出した。ま

たその情報源を明らかとした。 

 

２－２、調査２：薬学生・看護学生の認識に関する調査 

 

２－２－１、対象者 

対象者は、奥羽大学薬学部の薬学生、東北大学薬学部の薬学生、東北大学医学部保健

学科の看護学生である。講義終了時に、本調査の趣旨を口頭および説明書で説明し、自記

式調査票の提出が成績評価に影響しないことおよび本調査への参加は任意であることを伝

えた上で、各学生に葉酸摂取の重要性の認識に関する自記式調査票を配布し、その場で回

答してもらい、回収した。なお、本調査は、各大学の倫理審査委員会の承認を得た上で実施

した。奥羽大学薬学部の薬学生357名、東北大学薬学部の薬学生230名、東北大学医学部

保健学科の看護学生140名に配布し、最終的に、それぞれ354名（回収率: 99.2%）、184名（回

収率: 80.0％）、135名（回収率: 96.4%）から調査票を回収した。そのうち、学年・性別・葉酸の

有用性の認識に関して回答のなかったものを除外した、354名、183名、135名を解析対象者

とした。 

 

２－２－２、調査項目 

自記式調査票においては、年齢、性別、サプリメント・OTC・健康食品の使用状況、妊婦の

葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを減少させるという事実の認識、認識している場

合の情報源、葉酸摂取の最適時期、妊婦・授乳婦における葉酸摂取の推奨量、葉酸を多く含

むもの等、について調査した。 

 

２－２－３、解析 

 対象者における葉酸が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させる効果を有していることを

認識している学生の割合、適切な葉酸摂取に関する知識を有している割合を算出した。また

その情報源を明らかとした。 

 

３、調査・研究成果 

 

３－１、調査１：薬剤師の認識･実践に関する調査 

 

解析対象者の年齢、性別、出産歴、妊婦に対する服薬指導の頻度、勤務先におけるサプリ

メント・OTC・健康食品の取り扱い状況を表１に示す。札幌市薬剤師会所属の薬剤師および福

島県薬剤師会所属の薬剤師の合計、第 45 回東海薬剤師学術大会に参加した薬剤師におい



 

て、それぞれ 57.2％、72.8％が、葉酸が神経管閉鎖障害リスクを低下させる効果を有している

ことを認識していた（図 1）。第 45 回東海薬剤師学術大会に参加した薬剤師における調査デ

ータを用いた層別分析によると、若い女性でのみ出産歴があるほど葉酸が神経管閉鎖障害リ

スクを低下させる効果を有していることを認識している割合が高値であった（図 2）。葉酸摂取

が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させるのに有効であることを認識していた対象者に

おいて、その情報源として最も多かったものは、札幌市薬剤師会所属の薬剤師および福島県

薬剤師会所属の薬剤師の合計、第 45 回東海薬剤師学術大会に参加した薬剤師において、

それぞれインターネット（31.7）（次いで一般雑誌（31.7%））、当会養成講座（20.6%）（次いで一

般雑誌（18.6%））であった（図 3）。 

 

３－２、調査２：薬学生・看護学生の認識に関する調査 

 

解析対象者の学年、性別、出産歴、サプリメント・OTC・健康食品の使用状況を表 2 に示す。

奥羽大学薬学部の薬学生と東北大学薬学部の薬学生の合計、東北大学医学部保健学科の

看護学生において、それぞれ 7.6％、45.4％が、葉酸が神経管閉鎖障害リスクを低下させる効

果を有していることを認識していた（図 4）。葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下

させるのに有効であることを認識していた対象者において、その情報源として最も多かったも

のは、奥羽大学薬学部の薬学生と東北大学薬学部の薬学生の合計、東北大学医学部保健

学科の看護学生において、それぞれ大学の家族の知人（39.0%）、講義（65.6%）であった（表

4）。 

 

４、考察 

 

我々は以前、仙台市薬剤師会主催の学術講演会に自発的に参加した薬剤師を対象に同

様の調査を実施しているが、以前の調査［4］は、平均的な薬剤師よりもあらゆる面において認

識が高い対象であり、対象者数も非常に限られていたため、一般的な薬剤師を対象とした大

規模な調査の実施が必要であった。そのうえで実施された本調査の結果、葉酸が出生児の神

経管閉鎖障害リスクを低下させる効果を有することを認識している薬剤師・薬学生・看護学生

の割合は、それぞれ約 6・7 割、約 1 割、約 4 割であることが明らかにされた。 

 

日本人の様々な対象者において、葉酸の神経管閉鎖障害リスク低下効果の認識状況を経

時的に調査・報告している Kondo らは、薬剤師における葉酸の神経管閉鎖障害リスク低下効

果の認識状況は少しずつ改善されている可能性を示唆しているが［6-9］。本調査および我々

の過去の調査結果からも、薬剤師における葉酸の神経管閉鎖障害リスク低下効果の認識状

況は少しずつ改善されていると考えられるが、我々の過去の調査において、妊娠可能期の女

性に対して葉酸摂取を推奨する薬剤師の割合は全体の 19.9％であり、葉酸の重要性を認識



 

している薬剤師であっても 26.0%と非常に少ないことを明らかにしている［4］。我々はこれまで

に、妊婦コホート参加者において、妊娠初期に必要とされている血中葉酸濃度である 13μ

g/dl以上の値を示した妊婦の割合はわずか5.5%であったことを明らかにしている［3］。また、妊

婦の葉酸摂取状況に関する過去の調査においても妊娠初期からの葉酸摂取量の不足が報

告されている［10-12］。さらに、日本における神経管閉鎖障害の発生率は年々上昇傾向を示

している［13］。したがって、本邦の社会全体として、妊娠以前からの葉酸摂取の重要性に関

する認識を普及させることは急務である。 

 

本調査においては、薬剤師のみならず、薬学生および看護学生における葉酸の重要性に

関する情報の源が明らかにした。薬剤師における情報源としては、過去の調査と同様、雑誌、

テレビ、インターネット、講演会、その他には学生時代の授業が比較的多くあげられた。したが

って、薬剤師会を通して、薬剤師に情報伝達する最適なツールとしては、積極的に葉酸の重

要性に関するテーマを会報や研修会で取り上げることが有効であるかもしれない。また、医療

系学生の教育においては、授業において葉酸の重要性を強調することが重要である。このよう

に、薬剤師への生涯教育および医療系学生に対する教育の徹底が必要である。 

 

５、まとめ 

 

本調査の結果、薬剤師において葉酸が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させる効果

を有していることを認識している割合は、おおむね 6・7 割程度であることが確認された。また、

薬学生・看護学生における認識は低いことが明らかとなった。平成 12 年に厚生労働省が葉酸

摂取の推奨を開始した前後で、薬学教育および妊婦への指導が異なっていた可能性が予想

され、薬剤師の認識にも影響を与えている可能性がある。今後、医療系の学生および資格取

得後の医療従事者全体の認識を向上させ、葉酸摂取の重要性について積極的に情報提供し

ていく必要がある。 



 

６、調査・研究発表（口頭又は誌上発表） 

なし（日本医療薬学会第 23 回年会にて発表予定） 
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表、図 

 

 

 



 

 

図 1.薬剤師における葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させるのに有効であ

ることを認識している割合 

 

図 2.性別・年齢別の薬剤師における葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させ

るのに有効であることを認識している割合 



 

 

図 3.葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させるのに有効であることを認識して

いるものにおける情報源（薬剤師） 

 

 

図4.薬学生・看護学生における葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させるのに

有効であることを認識している割合



 

 

図 5.葉酸摂取が出生児の神経管閉鎖障害リスクを低下させるのに有効であることを認識して

いるものにおける情報源（薬学生・看護学生） 


