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CQ12．バルプロ酸を服用する妊娠可能年齢の女性に対する対応は？

推奨
1. 妊娠が可能な年齢の女性に対しては、バルプロ酸服用を必要とする原
疾患（てんかん、双極性障害等の精神疾患）の重篤度や日常生活への
影響を妊娠前から評価し、妊娠出産が現実的か否かについて本人及び
家族に十分に検討させ、判断を求めることを強く推奨する。(I)
2. 胎児への影響を考慮し、妊娠可能年齢の女性にはバルプロ酸の使用を
避けることを推奨する。(I)
3. すでに服用しているバルプロ酸を中止する場合は、経験のある医師の
下で十分に配慮しながら実施する。(I)
4. やむを得ずバルプロ酸を妊娠中も継続して使用する場合は、その影響
が用量依存的であることを考慮し、可能な限り少量に留めることを勧
める。(II)
5. 一般的に、神経管閉鎖障害予防のために、葉酸投与を推奨する。(I)

解説
バルプロ 酸は 抗てん か ん薬とし て開 発され 、 その後気 分安 定薬と し ても使
われるよ うにな った薬 剤である 。バル プロ酸 開発以前 から使 われて いた抗て
んかん薬 である フェニ トイン、 フェノ バルビ タール、 カルバ マゼピ ンなどに
比べ、安 全性が 比較的 高いため 広く用 いられ るように なった 。例え ば同じく
抗てんか ん薬・ 気分安 定薬とし て用い られる カルバマ ゼピン は、生 命に関わ
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る皮膚症 状や無 顆粒球 症といっ た重篤 な副作 用を時に 発生さ せうる が、バル
プロ酸に はその ような リスクが 少ない 。しか し、バル プロ酸 は催奇 形性を有
すること や児の 発達に 影響を及 ぼすこ とが知 られてお り、妊 娠可能 な年齢の
女性や妊産婦に用いる際には注意を要する。

1.

バルプロ酸を服用する必要があるようなてんかん患者や双極性障害等

の精神疾 患患 者が、 安 全な妊娠 出産 を行う 要 点は、妊 娠前 の準備 に ある。
家族の状 況や 本人の 問 題解決能 力も まちま ち であり、 薬剤 の効果 も 個体に
よるばら つき がある こ とから、 原疾 患の治 療 に当たる 主治 医によ る 個別の
対応を要 する 。リス ク の少ない 薬剤 への切 り 替えも可 能で あるが 、 切り替
え期間中 は妊 娠を防 ぐ よう指導 する 必要が あ る。妊娠 出産 の最終 的 な決断
は本人に 委ね ること に なるが、 事前 にパー ト ナーや家 族に 対して 十 分イン
フォームし、検討した上で行われるべきである。

2.

バルプロ酸服用と先天奇形、先天性の大奇形の発生については、多数

のてんか ん患 者およ び 比較的少 数の 双極性 障 害患者の 前方 視的観 察 研究の
結 果 か ら 得 られ た デ ータ が あ る 。 NICE （ Nati onal Institute for Health and
Care Excellence）ガイドラインで採用されているデータでは、患者同士の先
天奇形のオッズ比の合計は 4.07 (95% 信頼区間 [2.41, 6.88])
形発生では 2.60 ( 95% 信頼区間 [1.18, 14.03])

2 ) 3 ) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

1) 2) 3)

、大奇

とされている。

神経管閉鎖障害との間に有意な関連があるという前向き研究も NICE に採
用されており、そのオッズ比は 10.41 (95% 信頼区間 [3.85, 28.14] ) である 10) 。
結果の重 要性 を考え る と妊娠可 能女 性に対 す るバルプ ロ酸 の新規 の 使用は
避け、す でに 服用し て いる場合 は奇 形に対 す るリスク が低 いとさ れ る薬剤
への置換などを推奨する。
また、バルプロ酸を服用していた母親から出生した児の IQ 値と言語性 IQ 値
が、有意に低いという前向き観察研究の結果がいくつかある。NICE による
メタアナリシスの結果では有意差があり、総 IQ 値の標準化平均差は -0.35
(95% 信頼区間 [-0.60, -0.10])である

11) 12) 13) 14)

。また、9年後のフォローア

ップ時に 自閉 スペク ト ラム症と 診断 される 者 が有意に 多い という デ ータも
NICE では取り上げられており、そのオッズ比は 3.82 (95% 信頼区間 [2.15,
6.80])である

15)

。IQ 値低下の程度は少ないが有意差があり、単一の研究で
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はあるが 自閉 スペク ト ラム症と 診断 される 比 率も高ま るこ とから 、 バルプ
ロ酸服用 中の 妊婦か ら 出生した 児に 対して は 、小児科 医、 小児神 経 科医に
よる定期的な心身の発達検査を考慮すべきかもしれない。

3.

バルプロ酸で発作抑制が得られているてんかん患者に対して他剤への

切り替え を行 うと発 作 が再発な いし 増加す る 場合があ る。 特にバ ル プロ酸
の有効性 が高 い大発 作 は、無酸 素、 事故な ど につなが りや すく、 胎 児に危
険な影響 を及 ぼす可 能 性がある 。さ らにい っ たん発作 が起 きてし ま うと自
動車運転 免許 失効な ど の処分を 受け ること が あり、生 活に 大きな 影 響を及
ぼすこと があ る。代 替 薬を使用 すれ ば催奇 形 性の面で は安 全性が 高 まると
しても、 他の 重篤な 副 作用等の ため に抗て ん かん薬の 切り 替えが 行 えない
ケースも しば しば経 験 される。 また 、薬剤 変 更を行う にあ たって バ ルプロ
酸のリス クを 強調す る と、服薬 アド ヒアラ ン スそのも のが 悪化し 発 作を誘
発する可 能性 がある 。 したがっ て、 てんか ん 患者の妊 娠に 際して バ ルプロ
酸を中止 ない し変更 す る場合は 、て んかん 診 療に経験 のあ る医師 の 下でむ
やみに不 安を 持たせ な いよう説 明の 仕方に 配 慮しなが ら実 施する こ とを推
奨する。

4. EURAP(European and International Registr y of Antiepileptic Drugs and
Pregnancy) の報告では、バルプロ酸単剤治療の場合 1日服用量が1500 mg
を超えると奇形の発生率は24％に上るが、700 mg 未満では5.9％であった 16) 。
兼子らの国際共同研究では、1日服用量が1000 mg 以上では47.6% と高値で
ある一方1000 mg 未満では3.6%であったと報告されている 17）。やむを得ず
妊娠可能 年齢 の女性 に バルプロ 酸を 継続す る 必要があ ると きは、 バ ルプロ
酸による 奇形 発生が 用 量依存的 であ ること を 考慮し、 服用 量を可 能 な限り
少量に留める。

5.

従来から妊婦に対して神経管閉鎖障害予防の意味で葉酸の投与が行わ

れている 。バ ルプロ 酸 をはじめ とす る抗て ん かん薬服 用中 の患者 を 対象と
した十分 なエ ビデン ス はないが 、全 ての妊 婦 を対象と した 大規模 調 査によ
る神経管閉鎖障害への予防効果が示されている

18, 19)

。また、バルプロ酸服

用中の母 親か ら生ま れ た児に対 する 発達へ の 影響を軽 減し たとい う データ
もある 20) 。葉酸は、安価で顕著な副作用も起こらないことを考慮し、過剰摂
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取に留意 した 上での 葉 酸の投与 を推 奨する 。 葉酸の投 与量 につい て は、厚
生労働省 が都 道府県 、 政令市、 日本 医師会 な どに対し て行 った通 知 におい
て、「妊娠の1ヶ月以上前から妊娠3ヶ月までの間、食品からの葉酸摂取に加えて、
いわゆる栄養補助食品から1日0.4mg の葉酸を摂取すれば、神経管閉鎖障害の発症
リスクが集団としてみた場合に低減することが期待できる」ことを情報提供する
よう求めている

21)

。ただしこれは、てんかんのある女性を念頭においたものでは

ない。てんかんのある女性については、American Academy of Neurology および
American Epilepsy Society による報告で、妊娠前から少なくとも1日0.4mg の葉
酸投与を行うことが提案されている22)。なお、厚生労働書の通知では「葉酸摂取量
は１日当たり１㎎を越えるべきではないことを必ずあわせて情報提供する」とい
う記載もあり、医療用の葉酸製剤では過剰摂取になることにも留意する。
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