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救急・集中ケアにおける
終末期看護プラクティスガイド
監修　日本クリティカルケア看護学会、日本救急看護学会
A4　頁120　定価：3,960円[本体3,600+税10%]
［ISBN978-4-260-04221-5］

Advance Care Planningの
エビデンス
何がどこまでわかっているのか？
森　雅紀、森田達也
B5　頁204　定価：2,640円[本体2,400+税10%]
［ISBN978-4-260-04236-9］

みんなの研究倫理入門
臨床研究になぜこんな面倒な手続きが
必要なのか
田代志門
四六判　頁308　定価：2,640円[本体2,400+税10%]
［ISBN978-4-260-04269-7］

定本　M-GTA
実践の理論化をめざす質的研究方法論
木下康仁
A5　頁400　定価：3,520円[本体3,200+税10%]
［ISBN978-4-260-04284-0］

マタニティ診断ガイドブック
（第6版）
編集　日本助産診断実践学会
B6変型　頁240　定価：2,970円[本体2,700+税10%]
［ISBN978-4-260-04329-8］

「身体拘束最小化」を実現した
松沢病院の方法とプロセスを
全公開
編集　東京都立松沢病院
B5　頁176　定価：2,420円[本体2,200+税10%]
［ISBN978-4-260-04355-7］

臨床判断ティーチングメソッド
三浦友理子、奥　裕美
B5　頁200　定価：2,860円[本体2,600+税10%]
［ISBN978-4-260-04277-2］

看護教員ハンドブック　（第2版）
編集　古橋洋子
A5　頁160　定価：2,750円[本体2,500+税10%]
［ISBN978-4-260-04304-5］

文化人類学 ［カレッジ版］　（第4版）
編集　波平恵美子
著　  波平恵美子、小田博志、仲川裕里、浜本まり子、森田久仁子、 

道信良子
B5　頁240　定価：2,530円[本体2,300+税10%]
［ISBN978-4-260-04220-8］

病期・病態・重症度からみた
疾患別看護過程　（第4版）
+病態関連図
編集　井上智子、窪田哲朗
A5　頁2016　定価：7,700円[本体7,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04245-1］

生活機能からみた
老年看護過程　（第4版）
+病態・生活機能関連図
編集　山田律子、内ヶ島伸也
編集協力　秋下雅弘
A5　頁560　定価：4,070円[本体3,700+税10%]
［ISBN978-4-260-04274-1］

根拠と事故防止からみた
老年看護技術　（第3版）
編集　亀井智子
A5　頁632　定価：4,400円[本体4,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04326-7］

根拠と事故防止からみた
小児看護技術　（第3版）
編集　浅野みどり
A5　頁564　定価：4,400円[本体4,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04325-0］

根拠と事故防止からみた
母性看護技術　（第3版）
編集　石村由利子
編集協力　佐世正勝
A5　頁544　定価：4,400円[本体4,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04324-3］

疾患別摂食嚥下障害への
アプローチ　
DVD　全6巻セット
シリーズ監修　藤島一郎
DVD　価格：198,000円[本体180,000+税10%]
［JAN4580492610315］
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■［インタビュー］ポストコロナ時代に向けた
看護系大学の針路は（山本則子）	 1 ― 2 面

■［寄稿］女性の生涯にわたる健康を見据え
たプレコンセプションケア（西岡笑子）	 3 面
■［連載］看護のアジェンダ/第9回日本医学
ジャーナリスト協会賞受賞	 4 面
■［連載］事例で学ぶくすりの落とし穴	 6 面
■［視点］医薬品副作用被害救済制度周知に
向けたPMDAの取り組み（山本晴子）	7 面

　看護職を育成する看護系大学は 2020年 4月現在，276大学 291課程ある。
約 800を数える本邦の大学の 3分の 1以上を占める。看護系大学もまた，新型
コロナウイルス感染症（COVID︲19）による教育環境の大きな変化に直面して
いる。分野別評価の開始や，保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正の中，
コロナ時代の看護系大学がめざす方向性は何か。今年 6月に日本看護系大学協
議会（JANPU）の代表理事に就任した山本則子氏にビジョンを聞いた。

――今年の 2月以降全国に広がった
COVID-19が看護学教育に与えた影響
は何ですか。
山本　最も大きな影響は，対人支援を
担う職種の育成に不可欠な臨地実習が
例年のようにはできなかったことで
す。臨地実習に代わる学内の演習でも
ソーシャルディスタンスを要するな
ど，多くの大学で例年並みの教育がで
きていません。遠隔教育の導入など教
員が工夫を凝らして取り組んでいるも
のの，今なお手探りの状況が続いてい
るのが現状です。
――COVID-19の収束が見通せない中
での代表理事就任となりました。現在
の心境はいかがですか。
山本　いまだかつて経験したことのな
い非常事態に各大学が見舞われてお
り，看護系大学を支援する責任の大き
さを感じています。学生や教員は従来
の教育手法が通用しない中でどうした
らいいのか不安を抱えています。そう
した教育現場の課題をくみ取り，対応
策を共に考えたい思いが一番にありま
した。
――JANPUの社会的な位置づけを，ど
のようにとらえていらっしゃいますか。

山本　定款にあるように，看護学教育
の充実・発展と学術研究の水準の向上
を通じて人々の健康と福祉へ貢献する
ことです。看護の役割はこの 10年，
20年で大きく変わっていくでしょう。
看護に対する社会の期待から，日本の
高等教育において看護系大学の存在感
が増しているように感じます。大学に
おいて看護学教育を行う強みを一層伸
ばせるように尽力したいと思います。

COVID︲19を契機に実習で 
得られる経験を整理する

――COVID-19の拡大を受け，看護系
大学 4年生の臨地実習に関する調査結
果 1）が 9月に公表されました。どのよ
うな実情が明らかになりましたか。
山本　国家試験の受験に必要な最低限
の教育は，先生方が工夫しておられま
すが，臨地実習への影響はやはり大き
いようでした。緊急事態宣言が発出さ
れた期間を含む，4～7月の前期期間
に当初の計画通り実習を実施できた大
学は 1.9％にとどまり，全て学内に変
更した大学が 74.1％に上りました。
　しかし，患者さんの体温や皮膚に直

接触れたり，全身で向き合ったりする
リアルな体験は，臨地実習でしか得る
ことができません。調査結果を踏まえ
JANPUでは，「新人看護職研修の支援
に関する要望書」を厚労省医政局に提
出しました。大学や地域によって実習
の実施状況は異なるものの，例年通り
に実習できなかったことに不安を感じ
る学生が少なからずおり，そのような
状態で卒業していくことが懸念されま
す。そのような新人看護師に配慮が必
要と思います。
――COVID-19の中長期的な影響を想
定し，大学側にはどのような対応が求
められると考えますか。
山本　臨地実習を補完代替する教育方
法を検討してゆく必要があると思いま
す。例えば，シミュレーション教育の
充実はその一つだと思います。諸外国
でシミュレーション教育が積極的に展
開されてきた背景には，患者さんから
実習を簡単に受け入れてもらえない場
合が増えたことがあるように思いま
す。日本では患者さんの理解もあり，
看護実習が広く受け入れられてきまし
た。しかし，COVID-19の収束が見通
せない中，多数の学生が実習で現場に
入れ替わり訪れることにはリスクが伴
います。COVID-19によって実習に制
約が生じたことを契機に，教育方法の
新たな開発が望まれます。臨地実習だ
からこそ得られる経験と，その他の教
育方法で代替できる内容について，
データに基づいて整理することが必要
ではないかと思います。

（2面につづく）

●やまもと・のりこ氏
1986年東大医学部保健学科卒。東京白十字病
院と虎の門病院に勤務後，91年東大大学院医
学系研究科修士課程修了。米カリフォルニア
大サンフランシスコ校（UCSF）に留学し，
94年博士課程修了。2003年には同大ロサン
ゼルス校（UCLA）nurse practitioner program

を修了した。千葉大看護学部助教授，東京医
歯大医学部教授を経て 12年に東大大学院医
学系研究科教授。20年 6月に日本看護系大学
協議会代表理事に就任した。

山本 則子氏に聞くinterview 
東京大学大学院 医学系研究科健康科学・看護学専攻 教授／
日本看護系大学協議会代表理事

ポストコロナ時代に向けた
看護系大学の針路は

――データに基づいてとは，どのよう
なものを想定しますか？
山本　各大学がきちんとデータという
形でフィードバックを得ながら教育プ
ログラムをデザインする，ということ
でしょうか。臨地実習は最低何時間必
要か，どのような内容はシミュレーシ
ョン教育でよいか，など考える必要が
あるでしょう。データは必ずしも定量
データだけではなく，実習の振り返り
を文章化してまとめることなども重要
と考えます。そのようにデータに基づ
いて，新たな時代の教育プログラムを
考えていくことが必要と考えています。
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――教育のニューノーマル（新しい常
態）に対応した支援を求める声が，今
後高まるのではないでしょうか。
山本　シミュレーション教育等で学生
に臨床現場をなるべくリアルに体験し
てもらうには，単に人形を購入するだ
けではだめで，模擬的な病室環境の設
定や入念なストーリー作りなど広範囲
の取り組みが必要でしょう。このよう
な教育のニューノーマルを実現するた
めには予算措置も必要であり，JANPU
としては予算の確保なども念頭に置い
て各所に働きかけたいと思います。

地域のヘルスニーズを 
適切にくみ取り教育に反映を

――看護系大学の質保証に JANPUは
どうかかわりますか。
山本　2018年から日本看護学教育評
価機構（JABNE）が発足し，2021年
から分野別評価が正式に開始されます
ので，JABNEに期待するところが大
きくあります。どの大学も本学こそ優
れた教育を行いたいと工夫を凝らした
カリキュラムを構築していると思いま
す。一方で，看護学の学士教育を俯瞰
して，望ましい教育の実現にどのよう
な必須の要素があるかを正確に把握
し，客観的な評価をもとに，各大学の
教育力向上のための支援を組み立てて
いかなければなりません。2021年の
JABNEの本格稼働に向けて，引き続

（1面よりつづく）

き JANPUと JABNEの両組織間で密
に連絡を取り合い，全国の看護系大学
をエンパワーしていきたいと考えてい
ます。
――保健師助産師看護師学校養成所指
定規則（以下，指定規則）が改正され
ました。一方で，アドミッション・ポ
リシー（入学者受入方針）やディプロ
マ・ポリシー（卒業認定・学位授与の
方針）などに独自性が求められます。
山本　指定規則に基づいた到達目標を
大学ごとにどう設定していくかは，コ
ロナ時代になったため，今まで想定し
ていたものとは次元の違う検討が必要
になるでしょう。指定規則改正の方向
性には，①解剖生理学や薬理学の充実
による基礎的能力と臨床判断能力の強
化，②医療の場が病院から地域へ展開
されている現状を受け，「地域・在宅
看護論」の内容充実，③裁量をもたせ
た実習単位の設定――の大きく 3点が
あります。特に，②と③は，地域包括
ケアシステムを確立していく上でどの
ような教育を行うか，地域ごとの検討
が求められるように思われます。
　看護系大学は全国レベルの基準に依
拠するばかりではなく，地域のヘルス
ニーズを適切にくみ取り教育に反映す
ることも含め，独自性を追求したカリ
キュラム編成が必要になるでしょう。
地域包括ケアシステム自体も，このコ
ロナ禍において，どのように実現して
ゆくのかは変わっていくと思います。
人々の健康というゴールは変わらない
と思いますが，どうやったらそれが実
現できるかの部分にかなりの変更が必
要になってくるでしょう。そのような
地域の多様性とその変化に即応できる
教育が実現できるよう，看護系大学を
支援していきたいと思います。

医療提供体制の変化に応じた
高度実践看護師制度の役割は

――高度実践看護師育成の今後の見通
しをお聞かせください。
山本　JANPUでは，高度実践看護師
の教育に関して，専門看護師（CNS）
と JANPUナース・プラクティショ
ナー（JANPU-NP）の 2種類の教育課

程の認定と JANPU-NPの個人認定を
しています。また，高度実践看護（APN） 
グランドデザイン委員会を設置し，
CNSや JANPU-NPの育成に関する長
期的な将来計画を検討中です。CNS
は 1995年の創設から 25年になり，現
在 2500人ほどになります。JANPU-
NPはまだ歴史が浅く，2019年度に初
めての個人認定を行ったばかりです。
2014年に特定行為研修制度が創設さ
れた中で，大学院の教育を受けた看護
師の高度実践看護師制度をどう進化さ

せればよいか，多角的な検討が必要で
す。
　JANPU-NPに関連して，日本看護
協会が中心となって「ナース・プラク
ティショナー（仮称）」の制度化につ
いての意見交換をしております。今後，
日本看護協会と JANPU，そして日本
NP教育大学院協議会との話し合いの
もとで，歩調を合わせながら共同で制
度を作っていく必要があると考えてい
ます。制度創設に向けた国への働きか
けも共同で行ってゆく予定です。

 interview　ポストコロナ時代に向けた看護系大学の針路は

市民のみなさまの期待に，より一層応える看護師を
教育と研究を通じて増やしていく

　3つめは，看護の有効性や効果的な
看護師配置等に関するエビデンスを作
ることです。これについては，私たち
はこれから各種のビッグデータの解析
について習熟していかなくてはいけな
い。このような解析に長じた研究人材
を育成しなければと思っています。
　得られた知見を国内だけの発表にと
どめず世界に発信することも強く推進
したいですね。JANPUの国際交流推
進委員会では，国際学会発表の指導法
や留学経験者の報告会などを行ってき
ています。
――研究，教育に携わってきた山本先
生のこれまでの経験を，JANPUの活
動にどう生かしたいとお考えですか。
山本　市民のみなさまの期待に，より
一層応える看護師を教育と研究を通じ
て増やしていく――。日本の看護系大
学に求められるこの役割を果たせるよ
うに，私自身のこれまでの経験を全て
生かしたいと思っています。
　JANPUがより効果的に活動するた
めには，JANPUが全国の看護系大学
と共に歩む姿勢を持つことが何より大
切です。さまざまな事柄について会員
校の先生方と議論を深め，理事会とし
て説明責任をきちんと果たして透明性
ある組織運営を行っていきたいと考え
ています。
 （了）

研究知見の統合と可視化も，今後必要に
――COVID-19は看護系大学における
学術研究の実施面にも多大な影響があ
ったのではないでしょうか。
山本　看護系大学教員による研究に対
する COVID-19の影響については，
日本看護系学会協議会（JANA）との
共同で調査を実施しており，多様な場
で影響を受けていることが明らかにな
ってきました。コロナ時代の研究のあ
り方を長期的に見据えた対策と，看護
系大学における全般的な研究力の強化
を同時並行で進めていかなければなり
ません。
――質の高い看護ケアの提供に向け，
研究機関としての機能も担う看護系大
学の今後の使命と役割について伺えま
すか。
山本　看護系大学が今後取り組むべき
研究には，大きく 3つのタイプがある
と考えます。1つめに，研究に基づい
た看護の実践モデル，看護実践を高め
るための研究がまず必要だと思ってい
ます。従来の EBPの考え方に基づく
介入研究等の他に，事例研究やアクシ
ョンリサーチ，実装研究など多様な研
究方法が，看護実践を高めるために必
要と思われます。
　2つめの役割は，研究知見の統合発
信だと思います。介入研究を統合する
メタアナリシスやガイドライン作成な
どの手法を使って，実践者が参考にし
やすいように，研究知見を翻訳して提
示することが必要と思われます。定量
的な知見とともに，定性的な知見の統
合も求められると思います。大学教員
による研究といえば，個々の一次研究
をすることがミッションとして挙げら
れやすいのですが，研究知見の統合と
可視化も，今後必要と思います。

●参考文献・URL
1）日本看護系大学協議会高等教育行政対策
委員会．2020年度看護系大学 4年生の臨地
実習科目（必修）の実施状況　調査結果報告
書．2020．
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　プレコンセプションケア（Preconcep-
tion Care：PCC）とは，適切な時期に
適切な知識・情報を女性やカップルを
対象に提供し，将来の妊娠を見据えた
ヘルスケアを行うことであり，近年産
婦人科領域を中心に注目を集めてい
る。またこの話題に関連し重要なテー
マとなるのが，子どもをもつのか，も
たないのか，その目標をどう達成する
のかを考える生殖に関する人生設計，
リプロダクティブライフプラン（Re-
productive Life Plan：RLP）。つまり，
将来，子どもをもちたいとすれば「い
つ頃」「何人もちたいか」「子どもをも
つまでどのように過ごすか」という計
画だ。PCCの概念の普及が進む米国
では，PCCの開始に当たって，疾病
管理予防センターがまずは RLPの作
成を勧めており，RLPに沿った情報
提供と予防的介入を求めている。本稿
では，RLPに基づく PCCの普及の意
義について，日本の課題に触れつつ概
説したい。

より安全かつ安心な 
妊娠・出産のために

　現在，日本の PCCを取り巻く環境
は大きく変わりつつある。その要因は
いくつかあるが，注目すべき変化は二
つだ。一つは 2020年 5月に内閣府に
よって取りまとめられた「少子化社会
対策大綱」 1）の数値目標に，「人生設計
（ライフプラン）について考えたこと
がある人の割合の向上」が掲げられた
こと。もう一つは，2020年 12月に策
定される第 5次男女共同参画基本計
画 2）においても，学童期・思春期に「医
学的に妊娠・出産に適した年齢，計画
的な妊娠，葉酸の摂取，男女の不妊，
性感染症の予防など，妊娠の計画の有
無にかかわらず，早い段階から妊娠・
出産の知識を持ち，自分の身体への健
康意識を高めること（プレコンセプシ
ョンケア）に関する事項」の取り組み
の推進が掲げられたことである。
　年齢に伴う妊孕性の低下や，糖尿病，
高血圧などの慢性疾患のリスクの上昇
および健康管理の必要性についてあら
かじめ知っておくことで，妊娠前の女
性やカップルの身体的，心理的，社会
的な健康状態を改善させることが可能
となる。そのため政府が進める上述の
二つの目標が達成されれば，より安全
かつ安心な妊娠・出産につながると考
えられる。さらに，女性のみならず男
性や将来の子どもたちの長期的な健康
増進に貢献し，健康寿命の延伸にも大

きな役目を果たすだろう。

多様性を意識した 
性教育のスタンダードとは

　翻って，世界における PCCの在り
方はどうか。国際連合教育科学文化機
関（UNESCO）は，若者のリプロダク
ティブヘルスの増進を目的として，世
界各国のセクシュアリティ教育にかか
わる専門家の研究と実践を踏まえた
「国際セクシュアリティ教育ガイダン
ス」（以下，ガイダンス）を作成して
いる。このガイダンスは，包括的性教
育のためのプログラムや教材の開発・
実践を行う，各国の教育および保健当
局，関連機関を支援するための手引書
になっている。2009年に初版が出版
され，2018年に改訂版が出版された。
欧米諸国だけでなく，韓国，台湾，中
国においてもガイダンスが参照されて
おり，まさに性教育の世界のスタン
ダードとも言えるだろう。日本語版は
初版が 2017年に出版され，改訂版は
2020年 8月に出版された 3）。
　ガイダンスの中心となる考え方の主
題として，①人間関係，②価値・権利・
文化・セクシュアリティ，③ジェン
ダーの理解，④暴力と安全の確保，⑤
健康と幸福のためのスキル，⑥人間の
からだと発達，⑦セクシュアリティと
性的健康，⑧性と生殖に関する健康が
ある。2018年の改訂時に，持続可能
な開発目標（SDGs）を意識した内容
に変更され，③ジェンダーの理解，④
暴力と安全の確保の主題が追加された。
　ガイダンスでは，対象を 4つの年齢
区分（レベル 1：5～8歳，レベル 2：9～
12歳，レベル 3：12～15歳，レベル 4：
15～18歳）に分け，学習内容と学習
目標をそれぞれに設定し，発達段階に

合わせた教育を提唱する（註）。教育
内容は，性行動そのものだけではなく，
人間関係（家族，友情，結婚など），
価値観，文化，人権など多岐にわたり，
多様性が前提とされている。

国際標準からみた日本の現状

　では実際，日本における女性の健康
知識も含めた包括的性教育のレベルは
国際標準からみてどうなのだろうか。
筆者が，ガイダンスと文科省の学習指
導要領との比較を女性の健康に焦点を
当てて実施した結果，国際標準より大
きく遅れていることが明らかとなった 4）。
例えば，妊娠を例にとってみる。ガイ
ダンスではレベル 1（5～8歳）の段階
で受精などの子どもが生まれる過程に
ついて学び , 意図しない妊娠による身
体的，社会的な影響と避妊方法はレベ
ル 2（9～12歳）の段階で取り上げら
れている。一方，学習指導要領では家
族計画や避妊について，高等学校で扱
う内容と規定されていた。また，学習
指導要領ではがんについての教育は記
載されているものの，女性特有の乳が
んや子宮頸がんについては焦点が当て
られていない。例えばヒトパピローマ
ウイルス感染およびそのワクチンに関
しては，ガイダンスにおいてレベル 2
（9～12歳）で教育すべきとの記載が
ある一方で，学習指導要領には記載が
なかった。
　月経に関する教育も世界と大きな開
きがある。ガイダンスでは月経中に女
性が快適に過ごすためのサポートが記
載されていたが，学習指導要領では月
経について小学校で紹介された後は，
月経による心身への影響や月経中の過
ごし方に関する記述がない。さらには
婦人科等へのアクセスについて，ガイ

ダンスでは詳細に記載されている一
方，学習指導要領では中学校，高校の
タイミングにおいて一般的な医療機関
の利用に関する記述にとどまってお
り，婦人科等の利用についての特徴的
な記載はなかった。
　これらの結果から，現時点において
日本では教育機関での性教育環境が整
っていないことは明らかである（図）。
そのため社会人女性が将来を見据えた
健康知識を得る機会は極めて重要であ
り，今後，PCCの概念の早期普及は
必至と考える。筆者は働く女性の健康
とキャリアをサポートするプログラム
を企業と連携し行っている（
bit.ly/3euFCCW）。ぜひ参考にしてい
ただきたい。

＊
　新しい概念という印象が強い PCC
であるが，特に助産師はこれまで地域
に根差し，小中高校生に対し PCCの
一部である「いのちの教育」「思春期
の性の健康教育」を行ってきた。助産
師はセクシュアル・リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツへの支援者である
という職業の専門性から考えても，産
婦人科医師とともに PCCの普及に貢
献し得る人材であると言える。今後は
多職種連携により，医療，教育，地域，
職域などをターゲットとし，多方面か
らのアプローチを行っていくことが必
要である。
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女性の生涯にわたる健康を見据えた
プレコンセプションケア

■ ■

■ ■

●にしおか・えみこ氏
1999年東大医学部健康科
学・看護学科卒。東大大
学院医学系研究科修士課
程，順大大学院医学研究
科博士課程修了。博士（医
学）。聖路加国際病院，
順大医療看護学部助教，
神戸大大学院保健学研究
科准教授を経て，2015年よ
り現職。産後うつ予防，包括
的性教育，働く女性の健康と
キャリア支援（右記 QRコー
ド参照）の研究に従事する。

註：現在，厚労科研「保健・医療・教育機関・
産業等における女性の健康支援のための研
究」（荒田班）において「レベル 1（5～8歳）」
4種類，「レベル 4（15～18歳）ジェンダー」
「40代からの女性のヘルスケア」のテーマご
とにテキストを開発中。2021年 3月に完成
予定である。

●図　  日本のプレコンセプションケアを取り巻く現状（国立成育医療研究センタープレ
コンセプションケアセンターウェブサイトより）

日本のプレコンセプションケアの問題は，性と生殖に関する教育レベルが国際標準に満たないこ
とをはじめ，さまざまな要因が影響しあうことで複雑化している現状がある。
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聖路加の看護教育100周年
　鈴木大介氏の『「脳コワさん」支援ガイド』（医学書院）が第 9回
日本医学ジャーナリスト協会賞の大賞を受賞し，贈呈式が 11月 26
日，日本記者クラブ（東京都千代田区）にて開催された。同賞は質
の高い医学・医療ジャーナリズムを日本に根付かせることを目的に
創設され，「オリジナリティ」「社会へのインパクト」「科学性」「表
現力」を選考基準に，大賞・優秀賞・満美子賞を贈り，顕彰する。
　社会派ライターの著者は，41歳の時に右脳に発症した脳梗塞に
より，高次脳機能障害を抱えることになった。本書は，脳梗塞発症
後からの著者自身の障害認識を言語化したもの。同協会が発表した
受賞理由では，病名ではなく困りごとに着目することで援助職と当事者とが協力して
問題解決する道筋を提案していると，支える側と支えられる側との相互理解を深めた
点が評価された。
　受賞のあいさつに立った氏は，「自分と同じ障害を抱える方々の中には，脳卒中な
どの既往歴があるにもかかわらず未診断の方や長年支援がないまま苦しむ方，その結
果うつ病などの二次障害を発症し社会的孤立する方が多くいる。このような脳機能障
害全般の当事者の苦しさ，すなわち『見えない障害』を代弁したいと思った」と執筆
に至る経緯を語った。さらに氏は，「当事者でなければ発信できないエビデンスがあ
ると思う。医療者の方には当事者の声を『まともな話』として受け取ってもらいたい」
と，医学と当事者学との連携の重要性を訴えた。

鈴木大介氏『「脳コワさん」支援ガイド』が
第 9回日本医学ジャーナリスト協会賞受賞

●鈴木大介氏
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年次）を開始するとともに，看護学研
究科博士後期課程（看護学専攻）に
DNP（Doctor of Nursing Practice）コー
スを開講した。

聖路加の歴史と伝統

　「看護教育 100周年記念礼拝」は，
新型コロナウイルス感染症の世界的拡
大のなか，規模を縮小して 2020年 10
月 24日に行われた。堀内成子学長は，
かみしめるように次のようなあいさつ
をした。
　「1920年秋，聖路加国際病院附属高
等看護婦学校が開設されました。当時，
すでに日本で看護教育は始まっていま
したが，（病院の創立者である）ルド
ルフ・B・トイスラー博士は“医学の
水準は十分でありながら，患者が回復
できないのは看護が不十分だからであ
る”と，新たな学校をつくりました。
学生の要件として，それまでの高等小
学校卒業で十分とされていた資格を，
高等女学校としました。学校評議員の
多くの有識者たちは，それは無理，失
敗に終わるからと，その資格要件を下
げるように進言しました。しかし，ト
イスラー博士は頑として主張を曲げま
せんでした。博士はミセス・アリス・
C・セントジョン女史と共に，日本の
看護婦の教養と社会的地位の向上を願
い，理想実現のために小学校卒業資格
だけでは不十分であると主張したので
す。1920年 10月に 80人が応募し，
25人の入学を許可しました。これは
日本の看護教育史上，画期的な出来事
であります。この挑戦は，その後の大
学化，大学院教育の道へとつながって
いきます」。
　続けて堀内学長は，入手した“セピ
ア色の英文資料”をもとにトイスラー
博士による新病院の設計図と，米国に
住む人々に向けた日本再建基金の趣意
書に言及した。次に，看護教育 100周
年記念事業として編纂された「聖路加
の看護 100のエピソード」を引用して，

　『看護管理学習テキスト　第 3版第
3巻　人材管理論』（監修＝井部俊子，
日本看護協会出版会）の第 3章に「看
護管理の歴史」がある。故・高橋美智
氏が渾身の力を込めて執筆された章で
ある。

わが国の病院看護管理の範

　その「論点 3：看病婦取締・看護婦
長養成の始まり」では，「1896（明治
29）年に初めて官立病院で各科の病室
ごとに婦長を置く構想が見られ，看病
婦長講習規則がつくられ，後に高等看
病法講習規則と改正された」とある。
続けて，「看護界における指導者を多
く輩出した学校といえば，聖路加国際
病院附属高等看護婦学校であり，第 2
次世界大戦終結時，唯一の文部省認可
看護専門学校であった。聖路加国際病
院が設立されたのは 1902（明治 35）年，
学校が開学したのは 1920（大正 9）年
のことである」。脚注にはこう記述さ
れる。「聖路加国際病院は，戦後真っ
先に西洋式近代病院管理・看護管理の
実践病院として脚光を浴びた。1902年
の病院設立時には，1900年からアメ
リカに留学していた荒木イヨが帰国し
て初代の看護婦長となり，以来，西洋
式近代看護管理が継承され，常にわが
国の病院看護管理の範とされてきた」。
　1920年に開学した聖路加国際病院
附属高等看護婦学校にルーツを持つ聖
路加の看護教育は，2020年に 100周
年を迎えた。1953年に学校法人聖路
加看護学園を設立し，翌年に戦後 3番
目の看護系短期大学の設立を経て，
1964年に 4年制私立大学としては日
本初の看護系大学となる聖路加看護大
学が発足した。
　1980年に大学院看護学研究科修士
課程，1988年に博士課程を設置した。
2014年に学校法人聖路加国際大学と
して聖路加国際病院と一体化する組織
変革が行われた。2017年に大学院公
衆衛生研究科を設置，学士編入制度（3

十字架みさとしは　かしこにぞあり　
いざ友よ心みがかん　世の人に　この
身ささげて　美しく　はげしく生き
ん」（キリストの教えは，ここにある。
献身的に，美しく，品位を持って積極
的に生きる）。

100年後の賜物

　聖路加看護教育 100周年の具体的な
成果を，糸魚川順理事長は冒頭のあい
さつのなかで報告した。建学精神の実
現のために限りない努力を注ぎ続けて
きた先達の偉業をたたえたあと，「具
体的に申せば，短大卒業生 303人，4
年生大学になり 3677人，修士 931人，
博士 195人，合わせて 5958人を世に
送り出して」いること，さらに，「現在，
大学の学長，学部長，研究科長を務め
ている方が 28人，教員が 470人，ま
た有名病院で看護部長等の要職を務め
ている方が多数活躍して」いること，
「また，発展途上国の看護，母子衛生，
健康の質的向上のため，教育研究，実
践面に携わり大いなる貢献を行って」
いること，そして，「100年の歴史は
単に過去の記録ではなく，生まれた生
命の成長の流れであり，歴史と伝統の
上に日々新たなる歴史を刻み続ける努
力が不可欠である」と述べた。
　まさに，「情熱を込めて撒かれた一
粒の種が今日の姿に成長，神様からい
ただいた 100年の賜物」にひれ伏す時
であった。

「聖路加の看護は，“いざというときに
協力を惜しまず身を挺して働く，献身
的に奉仕するチームであった事実”が
記されていました」と語る。
　さらに，「未来の 100年」に言及する。
「（前略）私は，人工知能と共に生きる
時間と，人工知能なしで離れて生きる
時間とを，人間が意図的に使い分ける
時代になると思います。その選択力が
必要になってきます。（中略）どんな
に人工知能が発達しても，技術を使う
のは人間であり，ぬくもりのある人と
人のつながりは決してなくならない，
大切な時間です」と述べ，巨大 IT企
業の集まる米国シリコンバレーで実践
されているマインドフルな時間を持つ
活動に言及した。
　そして，オンライン開催されている
国際ヘルスヒューマニティーズ学会の
基調講演においてポール・クロフォー
ド博士（英国ノッティンガム大学）が
述べた Mutual Recovery（相互回復）
を引用した。専門家が病む人を回復に
導くという一方向だけではなく，ケア
を受ける者が医療者に与えるものがあ
り，共に回復していく，患者が看護師
の人生を助けるという考えを紹介し，
「相互回復という現象は，人工知能と
人間の間には起こりにくい，まさに人
と人との間で生じる予想外の創造的な
行為」であるとした。
　最後に，礼拝で共に歌うことの価値
と，卒業生が大好きな校歌の一節に触
れてスピーチを終えた。「輝かし金の
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薬中止によって，母体の状態が悪化す
ることも考えられます。この場合，発
作の発生リスクと薬剤による妊娠・出
産への影響のバランスをとることが大
事であることを説明した上で，自己判
断で服薬を中止しないこと，また，て
んかんを診てもらっている主治医に挙
児希望を伝えておくのがよいでしょう。
　Bさんのように偶発的に薬剤を使用
したことで，胎児への影響を懸念する
場合もあります。Bさんの場合は，内
服時期が「All or None」の時期だと考
えられるため，妊娠が継続しているこ
とが 1つの安心材料だと伝えましょ
う。ただし，内服した薬剤によっては
効果が長期間持続するものもありま
す。一部の薬剤では「All or None」の
法則に当てはまらない可能性もあるこ
とを念頭においてください。
　薬の服用は胎児への影響を考え，不
安や心配が絶えないものです。薬剤の
使用による不安を少しでも解消できる
よう，患者と一緒に考えられる医療者
をめざしましょう。

押さえておきたい基礎知識

　病気もなく薬剤の使用もない健常妊
婦においても，先天異常（奇形）の自
然発生率は約 3％，流産の自然発生率
は約 15％存在すると言われています 1）。
これらの値はベースラインリスクと呼
ばれ，薬剤による胎児への影響を考え
る際には，薬剤の使用がこのリスクを
上回るか否かで評価・検討を行う必要
があります。
　では，薬剤の使用は先天異常（奇形）
や流産にどのくらいの影響を与えるの
でしょうか。先天異常（奇形）を引き
起こす原因は，内因因子（染色体異常，
遺伝子異常等）と外因因子（母体疾患，
薬剤，化学物質，放射線等）の大きく
2つに分けられます。内因因子による
ものが 10～25％，外因因子によるも
のが 5～10％，残りの 65～75％の先天
異常は原因がわかっていません 2）。そ
の中で薬剤による先天異常は，発生率
全体の 1％程度と言われています。た
だし全ての薬剤に催奇形性があるわけ
ではありません。ほとんどの薬剤には

ベースラインリスクを何倍にも高める
ようなリスクはなく，注意すべき薬剤
はごく一部です。
　また，薬剤の胎児に与えるリスクは
薬剤自体の毒性のほかに，妊娠中のど
の時期に使用したかによっても変わり
ます。妊娠週数と胎芽・胎児の器官発
生時期を図 3）に示します。妊娠中の薬
剤使用による胎児への影響は，催奇形
性と胎児毒性に分けて考える必要があ
ります。妊娠 3週までは，「All or None」
（全か無か）の時期と呼ばれ，この時
期に胎児に影響を及ぼす可能性のある
薬剤を使用し，有害な影響があった場
合には，受精卵が着床しない，もしく
は流産となります。逆に流産にならな
かった場合には，薬剤の影響が残るこ
とはないと考えられています。妊娠
4～15週までは妊娠初期と呼ばれ，重
要な臓器が形成される時期です。その
ため，催奇形性に対して最も過敏な時
期になります。妊娠 16週～分娩まで
は，薬剤による催奇形性の心配は少な
くなりますが，胎児毒性が問題となる
時期です。ぜひ覚えておいてください。

こんなところに落とし穴

　母親の薬剤の使用が胎児にどの程度
影響を及ぼすかという判断は容易では
ありません。添付文書に記載される妊
婦への投薬の可否は，動物実験の結果
をもって判断されますが，動物実験で
の結果がヒトにそのまま当てはまるわ
けではないからです。そのため，偶発
的な妊娠時の内服症例や継続内服の必
要があった症例のデータを集め，疫学
的に解析を行うことで催奇形性等のリ
スク判断がなされています。
　その一方で，ヒトにおいて明らかな
催奇形性や胎児毒性が認められている
薬剤もあります。表に示すような薬剤

　妊娠・授乳期の薬物療法では，胎児・
乳児への影響を考慮する必要がありま
す。母親自身も胎児・乳児への影響を
考えると不安や心配が絶えないもので
す。今回は 2つの事例を通して，妊娠
と薬について一緒に考えてみましょう。

●参考文献
1）村島温子（編），他．飲んで大丈夫？　やめ
て大丈夫？　妊娠・授乳と薬の知識（第 2版）．
医学書院；2017．
2）林昌洋（監），他．今これだけは知っておきた
い！　妊娠・授乳とくすりQ＆A（第 2版）．じほう；
2013．
3）山内愛．FAQ　助産師・看護師による妊婦
への服薬指導．週刊医学界新聞．2905．2010．

事例 1　20代女性の Aさん。てんかん
の既往があり，発作予防に抗てんかん
薬を内服している。妊娠を考える場合，
内服は中止したほうがよいか，との相談
があった。
事例 2　妊娠 5週の Bさん。2～3週間
前に妊娠に気が付かず市販の頭痛薬と
胃薬を内服した。胎児への影響がない
かを心配している。 は，基本的に妊娠中の使用は禁忌です。

例えばワルファリンは，軟骨の発育不
全による奇形と中枢神経系への影響が
知られています。軟骨の発育不全は，
妊娠初期での薬剤使用との関連が，中
枢神経系の異常は妊娠中期以降との関
連が考えられています。このため妊娠
中に血液凝固のコントロールを行う場
合には，ワルファリンの継続使用では
なく，ヘパリン類が選択されます（註1）。
　また，高血圧治療薬として用いられ
るアンギオテンシン変換酵素阻害薬
（ACE阻害薬）やアンギオテンシン II
受容体拮抗薬（ARB）は，妊娠中の
使用により胎児の腎機能障害を引き起
こし，羊水過少症，腎不全，胎児・新
生児死亡等を引き起こす可能性がある
とされ，妊娠中には禁忌です。そのた
め妊娠中の高血圧治療における第一選
択薬は，妊娠 20週未満ではメチルド
パ，ラベタロール，ヒドララジンの 3
剤，妊娠 20週以降ではこの 3剤にニ
フェジピン（註 2）を加えた 4剤が挙
げられます。
　表に挙げたような薬剤は，基本的に
は妊婦へ使用は禁忌ですが，妊娠にお
いて母体の健康を保つことは重要であ
り，十分なインフォームドコンセント
の上，使用される場合もあります。薬
剤の催奇形性・流産・死産，その他の
悪影響ばかりに注目するのではなく，
薬剤の効果を十分に評価することが重
要です。

今回のまとめ

　妊娠・出産に当たり影響のある薬剤
について勉強している妊婦は数多くい
ますが，ただ漠然と「妊娠中は薬を飲
んではいけない」と考えている方も少
なくありません。例えば冒頭に挙げた
Aさんのように持病を抱えている場合，
児への影響を懸念し自己判断による服

註 1：ヘパリン類は添付文書上，妊娠中の投
与に関する安全性は確認されていませんが，
分子量が大きく，胎盤移行性は低いと考えら
れています。また，これまでに妊娠中のヘパ
リン使用と先天異常発生率の上昇を関連付け
る報告はありません。
註 2：カルシウム拮抗薬（ニフェジピン等）
の妊娠初期の使用に関しては，疫学研究の結
果から，安全に使用できる可能性があると言
われていますが，添付文書上は禁忌となって
います。

●表　妊娠中の投与が禁忌，もしくは慎重投与が必要な薬剤例（添付文書をもとに筆者作成）

薬剤名 代表的な商品名 胎児への影響

催
奇
形
性

エトレチナート チガソン ®
頭蓋顔面欠損，脊椎欠損，四肢欠損，骨格異
常等の奇形発生等

高用量のビタミン A チョコラ ®A 頭蓋神経堤を中心とする奇形発生等
ワルファリン ワーファリン ® 軟骨形成不全，中枢神経系の異常等
ダナゾール ボンゾール ® 女児の外陰部の男性化等
フェニトイン アレビアチン ® ヒダントイン症候群等
バルプロ酸ナトリウム デパケン ® 二分脊椎，心奇形，外表奇形等

胎
児
毒
性

アミノグリコシド系抗菌薬 ゲンタシン ® 第 VIII脳神経障害等
テトラサイクリン系抗菌薬 ミノマイシン ® 歯牙の着色，エナメル質形成不全等
ACE阻害薬（エナラプリル等）レニベース ® 羊水過少症，腎不全，胎児・新生児死亡等
ARB（オルメサルタン等） オルメテック ® 羊水過少症，腎不全，胎児・新生児死亡等

器官

各器官の臨界期

各器官の
機能的発達期

中枢神経

心臓

目

耳

上下肢

口唇

口蓋・歯

外生殖器

絶対過敏期

催奇形性 胎児毒性

相対過敏期

妊娠週数 0‒2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16以降

●図　  胎生時期の器官形成と薬物の影響（文献 3より）

くすりの落とし穴
事例で学ぶ

萩原 櫻子，池田 龍二 宮崎大学医学部附属病院薬剤部第６回 薬剤の胎児に与えるリスク 今回の執筆者
監修 柳田 俊彦

与薬の実践者である看護師は「患者さんを守る最後の砦」です。
臨床現場で安全かつ有効な薬物治療を行うために必要な与薬の知識を，一緒に考えていきましょう。
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●やまもと・はるこ氏／1988年阪大医学部
卒。精神科，神経内科領域で研修後，スイス・
ローザンヌ大病院神経内科留学。2000年国
立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査
センター（当時）にて新薬審査業務に従事。
03年より国立循環器病研究センター先進医
療・治験推進部長，臨床研究管理部長，理事
長特任補佐等を務める。20年 10月より現職。

　医薬品は疾病の治療に必要不可欠な
ものだが，有効性がある一方，一定の
確率で副作用も起こり得る。医薬品の
使用に当たって万全の注意を払って
も，誰にどのような副作用が起こるか
を確実に予測することはできず，副作
用の発生を完全に防ぐことは難しい。
過去にはサリドマイドやスモンなどの
痛ましい薬害事件も起こっている。こ
のような歴史の教訓を踏まえ，医薬品
の副作用によって一定限度を超える健
康被害（入院治療，生活に支障を来す
程度の障害等）を受けた方に対し，医
療費，医療手当，障害年金等の給付を
行うことで健康被害者の迅速な救済を
図ることを目的に，1980年に医薬品
副作用被害救済制度（以下，本制度）
が創設された。
　しかしながら創設から 40年を経た
今なお，本制度の認知度が高いとは言
えない。医薬品医療機器総合機構
（PMDA）が 2019年度に行った認知度
調査では，本制度について「知ってい
る」「聞いたことがある」と答えた医
療関係者は 83.5％，一般の方は 30.2％
であった 1）。本制度は医薬品の副作用
によって健康被害を受けた本人が請求
する制度のため，制度を知らなければ
請求もできない。そのため，PMDA
では毎年 10～12月を本制度の集中広
報期間として広報活動を行っている。
以下，概要を紹介したい。
◆本制度の請求から決定までの流れ
　本制度の流れを図に示す。本制度で
は健康被害を受けた本人または遺族が
PMDAに直接請求を行う。その際，
発現した症状および経過，原因とみら
れる医薬品との因果関係等を評価する
ための資料として医療機関の作成する
診断書等が必要になる（請求者から文
書作成の求めを受けた医療機関はぜひ
ご協力いただきたい）。PMDAでは提

出された書類をもとに，その健康被害
が医薬品の副作用によるものであるか
どうか，医薬品の使用状況，疾病の程
度などの医学的薬学的判断について，
厚生労働大臣に判定の申し出を行う。
その後，厚生労働省薬事・食品衛生審
議会で審議され，厚生労働大臣の判定
結果をもとに，PMDAにおいて支給
の可否が決定される。

＊
　PMDAでは専門の職員を配置して
フリーダイヤル（0120︲149︲931）によ
る相談窓口を設けている。また，本制
度の特設サイト（  
jp/kenkouhigai_camp/index.html）に申請
の流れや給付内容，申請様式などさま
ざまな資料を掲載している。
　本稿の読者の多くは看護師として医
療機関等で日々患者さんに接している
と想像する。多くの患者さんにとって
看護師は，医師に聞きにくいことや，
ちょっとした困りごとを相談しやすい，
最も身近な医療者である。患者さんや
ご家族の相談，同僚との打ち合わせ等
の際，医薬品の副作用を少しでも疑っ
たらこの制度のことを思い出していた
だきたい。副作用で困っている患者さ
んに本制度をご紹介いただくことで，
医薬品の副作用により健康被害を受け
られた方が一人でも多く救済されるよ
うご協力いただければ幸いである。
●参考文献・URL
1）PMDA．救済制度に関する認知度調査．
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◇第 40回日本臨床薬理学会 3356

◇第 23回日本病態栄養学会 3360

◇第 34回日本がん看護学会 3364

◇2019年度保助看国家試験合格発表 3369

◇ 医学書院主催「看護管理者のための診療報酬改定
セミナー」 3369

◇第 8回看護理工学入門セミナー 3376

◇緩和・支持・心のケア合同学術大会 2020 3385

◇ 医学書院主催「看護管理者のための 1 on 1ミーテ
ィング」 3397

◇第 9回日本医学ジャーナリスト協会賞 3400
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◇ テレナーシングが拓く看護の未来（亀井智子）  

 3381
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り方（堀田聰子，金山峰之，猿渡進平，山岸暁美）
 3385

◇  DELTAプログラムで見直すせん妄ケア（小川朝
生） 3389

◇ データで強みを可視化する（岩本大希，友滝愛） 
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 3376

◇ 看護研究におけるリアルワールドデータの活用
（仲上豪二朗，横田慎一郎，真田弘美） 3381

◇  COVID︲19に対応する医療者支援のリモートガイ
ドライン開発（萱間真美） 3381

◇  AIによる過程評価支援とケアの質改善（新居学）  
 3385

◇ 看護師に求められる心リハへのかかわり（宮脇郁
子） 3389

◇  COVID︲19と認知症ケア（中西三春） 3393

◇ ヘルス・エスノグラフィの可能性（道信良子）  

 3393

◇ 国際学会での発表に挑戦しよう！（池田真理）  

 3397

◇ 女性の生涯にわたる健康を見据えたプレコンセプ
ションケア（西岡笑子） 3400

◇ 医薬品副作用被害救済制度周知に向けた PMDA

の取り組み（山本晴子） 3400

◇看護のアジェンダ（井部俊子）
⃝１8１ 息子の手術と父親の経験…3356，⃝１82 バーガンデ
ィチームとピーコックグリーンチームの効用…
3360，⃝１83 臨地実習ことはじめ…3364，⃝１84 2つの要諦
…3369，⃝１85 学長はかく語りき…3372，⃝１86 不要不急
について…3376，⃝１87 ジヒキシャ…3381，⃝１88 看護の
スキル　父の足浴…3385，⃝１89 Yの病気退治の旅…
3389，⃝１90 キャリアから抽出したエキス…3393，⃝１9１
バーチャル・ユーラシア紀行…3397，⃝１92 聖路加の
看護教育 100周年…3400

◇一歩進んだ臨床判断（谷崎隆太郎）
⑦インフルエンザの基礎知識 その②…3356，⑧入
院中の患者に新たに出現した皮疹，これって薬疹？
…3360，⑨肺結核疑いの患者が入院したら……？…
3364，⑩高齢者に勧められるワクチンは…3369，⑪
末梢静脈カテーテル関連血流感染症…3372，⑫多様
な性と性感染症…3376

◇未来の看護を彩る（新福洋子） 
⑦セクシュアルヘルス…3356，⑧若手研究者支援の
これから…3360，⑨国連本部でのスピーチ…3364，
⑩新型感染症に対する若手科学者の動き…3369，⑪ 

遠隔教育と信頼…3372，⑫点をつなぐ…3376

◇事例で学ぶくすりの落とし穴
①看護師に求められる与薬の知識とは（柳田俊彦）
…3381，②CYPからみた睡眠薬（柳田俊彦）…3385，
③NSAIDsに起因するアスピリン喘息（柳田俊彦）
…3389，④インスリン製剤による正しい血糖コント
ロール（田﨑智也，池田龍二）…3393，⑤注射薬に
おける配合変化の影響（椎木ありさ，池田龍二）…
3397，⑥薬剤の胎児に与えるリスク（萩原櫻子，池
田龍二）…3400

ニュース・ルポ

●図　  救済制度の仕組みと請求の流れ
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