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胎児診断により家族が受ける精神的衝撃とその対応について

後藤　彰子

神奈川県立こども医療センター

What Is Important in Providing Support for Pregnant Women Coping  
with Fetal Abnormalities

Akiko Goto

Kanagawa Children’s Medical Center, Yokohama, Japan

Improvements in ultrasound technology have enabled more fetal abnormalities to be found than ever before. First of all, what 
kind of information is initially given to the family is important. The first information given to the family plays a great role in 
the family’s acceptance of unexpected incidents and its ability to later raise the child cheerfully. That fetal abnormalities can 
be diagnosed in utero is fortunate for the doctor but not for the family. But medical staff must be always aware of informing 
families of bad news. Neutral medical staff such as health nurses, psychologists, social workers and genetic counselors will 
play an important role in helping families. Their main role is to sympathize with the family and understand the family as it is, 
and to reduce the burden on the family and wait patiently by taking additional time. Neutral medical staff provide support in 
understanding and accepting a genetic disorder. Besides medical staff, peer counselors are parents who help parents in need of 
care. There will be demand for such coordinators from now on.

要　　旨
　胎児診断においては，最初にどのような告知がなされたかが大切となる．それは，最初の告知が出生後の親子
関係を大きく歪ませることも少なくないからである．告知する側は，（1）事実を伝えたい，（2）家族に診断を理解
してもらい，始まる治療をスムーズに進めたい，（3）診断できたことは，good luckである，と考えているのに対
し，告知される家族には，（1）いまだ見ぬ子どもに病気があると言われる，（2）今やれることはなく，生後の治療
は命にかかわる手術が必要かもしれない，（3）のちに障害が残るかもしれない，というように，すべてが bad news

である．そこで，伝える側には bad newsを伝えているという自覚を常に持つことが求められる．医師，看護師以
外の医療職である中立的立場のソーシャルワーカー，保健師，臨床心理士などによるサポートは現実的に必要欠
くべからざる存在となっている．彼らの役割は，医療情報を補完し，家族のありのままを理解し，家族の重荷を
軽減し，家族が時間を経て事実を受け止める助けをすることである．
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はじめに

　周産期医療の進歩により胎児の well beingを評価する
ことは日常の産科診療業務となり，羊水診断，超音波
診断ひいては遺伝子診断も可能となった．胎児異常と
しては，子宮内発育不全児や先天異常が疑われるもの
がその多くを占めている．多くは羊水診断による染色
体異常や，超音波所見による形態異常である．先天性
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心疾患の胎児診断率はまだ低いものの，技術の向上，
機器の進歩などにより診断率は確実に上がっている．
先天性心疾患（CHD）の場合も他の形態異常同様に単一
異常でなく，染色体異常や，症候群など複雑な病態を
呈することが多い．
　胎児診断という特殊な条件のもと，先天性心疾患と
診断された『家族に共感する医療』を進めるために，何
が求められるのか考えてみたいと思う1）．
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胎児診断

1．告知にあたって
　最初の告知がその後の受容に大きな影響を与える．
胎児異常が疑われる場合は，一般に妊婦検診を受けて
いる医療機関から精査を必要として周産期センターな
どに紹介されることが多いが，この最初の診断や告知
について医療機関同士の情報交換を密にしないと，胎
児の受容や出生後の育児にも大きく関係し，親子関係
を大きく歪ませることになる．
　次に，胎児診断がされたのが妊娠 22週前か後かで
大きく違う．22週前に胎児診断されても，胎児の理由
で妊娠中絶することは許されないが，現実は中絶の選
択がされていることもあると思われる．ただその実態
は不明である．22週以降になると，中期妊娠中絶は
母親にとってリスクになることから，医学的に許され
ていない．
　障害を告知するにあたっては，胎児診断とその疾患
の生命予後を含めた予後を予測するのは，出生後に比
べ非常に限界があることを家族に十分説明することが
大切である．胎児診断の精度は，技術的なものだけで
なく，在胎週数，胎盤の位置，胎位なども大きく関係
する．胎児診断は万能ではないのである．
　CHD以外の合併奇形の可能性にも十分な配慮が必
要であり，予後に大きく関係しない小さな異常につい
ては医師は軽く考えがちであるが，後になって告げた
り出生後に明らかになることなどは，医療者との信頼
関係を損なうことにもつながる．ことに口唇，口蓋裂
などの外表奇形は出生後の判明では家族の受け入れを
困難にする．
　生命予後にかかわるような胎児診断を告げる場合
は，原則として夫婦同席，入院精査のうえ行う．単な
る情報伝達でなく，告知後の引き続いた心理的援助を
原則とする．外来での告知は避ける．

2．告知する側
　伝える側は医師を中心とした医療者であるが，胎児
診断できたことは good luckであると考えがちである．
事実を正確に伝えることを何よりも優先し，家族に診
断を理解してもらい，出生直後から始める治療をス
ムーズに進めたいという気持ちが中心である．医療者
は家族に bad newsを伝えているという自覚を持つ．
決して家族を突き放さないで，他人事として話を進め
ないなどの努力とともに，『パンドラの匣』の匣の底に
ある『希望の女神』をともに捜す努力をすることが求め
られる．

3．告知される側
　母親を中心とした家族にとって，告知は bad news

そのものである．母親は長時間にわたる超音波検査を
受ける複数の医師が入れ替わり検査に立ち会う．どん
な説明が？最悪のこと？もしかしたら思い過ごし？な
ど緊張と不安の中で始まる告知である．錯綜する聞き
慣れない日本語である医学用語，思考がフリーズして
いく状況である．まだ見ぬ子に病気があり，今は何も
できないし，出生後の治療・手術は命にかかわるかも
しれない，後に障害が残る可能性も，といったことが
短時間に説明される．
　告知される側の反応は，過剰に反応する，抑圧的に
反応するなどである．一般に父親は感情の直接的表現
を避け，母親は感情だけを直接表出する傾向にある．
喜怒の表現はできるが，哀楽の表現は苦手であること
が多い．
　日本人のコミュニケーション・パターンとして，1）
相手に客観的なことを伝えるのは得意，2）自分の気持
ちを整理し，相手に伝えることは苦手，3）相手の気持
ちを推し量ることはできるが，言語化して伝えるのは
苦手，4）相手の気持ちを引き出し，整理することは苦
手などの特徴を有する．
　医療者は，伝える側も伝えられる側も，気持ちを素

Table 1　Coordinators and their roles

Nurse Offer contact with love, maintain dignity and best 
 interests, nourish mothering, promote mother-child 
 bonding and attachment

Psychologist Sympathy

Genetic counselor Understanding and acceptance of genetic disorders

Social worker, health nurse Adaptation and intervention

Peer counselor Family support
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直に言語化できない日本人のコミュニケーション・パ
ターンの特徴を理解することが重要である．

4．告知する側と告知される側の間に立つ人々
　Table 1に職種と役割を挙げた．医師以外の医療者が
中心となるが，医療者以外に，胎児診断を経験した家
族が，ピアカウンセラーまたは PHP（Parent help Parent）
として家族を支える試みも始まっている．
　既に述べたように，最初にどう伝えられたかがその
後の受容に大きく関係する．こどもに否定的感情を抱
いている両親への対応は，医療者の考えを押し付ける
のではなく，家族の感情に沿ってありのままに共感す
ることに重きを置く．手を出したり，手伝ったりでは
なく，見守る環境を作る．両親特に母親の心のよりど
ころを作る．無理していい母親を演じていると，こど
もの命が永らえるとパニック状態に陥ることもある．
　従来患者家族の心理的サポートは看護師のみで行わ
れてきた．現在も看護師が中心となることは言うまで
もないが，より専門的な援助を行っていくうえで，看
護師への生命倫理についての積極的な教育・研修も必
要であろう．また専門教育を受けた臨床心理士，遺伝

カウンセラーの臨床現場への導入も不可欠となってい
く．ソーシャルワーカーの力を借りて，環境への適応を
促す，社会資源の利用により種々の問題が顕在化する前
に解決への糸口を見つける援助も必要となる．職種に
より役割，立場が違ってくるので，職種間の交流も大
切である．
　間に立つ者は，具体的に医療の内容を仲介する．自
分たちで情報が集められるように情報へのアプローチ
を示す，感情を表出する場所を作る．
　あえて現実的な諸問題や，解決すべきことを示して
クールダウンを図る，などが挙げられる．Table 2に間
に立つものの姿勢を示した．威圧的，誘導的にならない
よう配慮し，家族の自己決定を促すことが大切となる．

胎児診断についてのさまざまな思い

　Table 3は，さまざまな思いを寄せていただいたご
家族の一覧である．
　Aさんは，転座保因者で，妊娠 34週に生きていけ
ない命と大学病院で説明を受けて退院，助産所で自然
分娩を選択した．妊娠 24～36週の間の入院中，職員が
胎児のことに触れないようにしているのが寂しかった．

Table 2　Common stance of coordinators

・Promote a relationship of mutual trust with the family

・Respect the patient and family

・Strengthen family bonding

・Promote independent decision-making

・Encourage acceptance

・Provide advice without instruction

・Help ease the sense of guilt

・Promote intentional expressiveness 

・Honor obligation to maintain privacy

Table 3　Fetal diagnoses and families’ reactions

 Fetal Cardiac UCG Diagnosis GA (weeks) Result Outcome

A Done TA, cleft lip and palate 36 Good Stillbirth

B Done Polysplenia 40 Good Alive

C Done TAPVC, asplenia 40 Good Death

D Done TAPVC, asplenia 40 Not wanted Death

E Not done Ebstain 40 Wanted Death at 18 days

F Refused (amnion) CHD, IUGR 31 Good Death at 8 days

UCG: ultrasound cardiogram, GA: gestational age, TA: tricuspid atresia, TAPVC: total anomalous pulmonary venous 
connection, CHD: congenital heart disease, IUGR: intrauterine growth retardation
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　Bさんは，診断されてから，否定，悲観，受け入れ，
頑張ろうというプロセスを経たが，申し訳ないと思う
気持ちはずっと続いているしこれからも続くと思う．
これからも「お母さんの子に生まれてくれてありがと
う」と言い続けようと思う．
　Cさんは，胎児異常を前向きに考えられたのは，告
知が慎重で，的確だったこと，告知後のメンタルフォ
ローがあったこと，胎児診断がなく里帰り出産をして
いたら，夫の立ち会いもなく，我が子との豊かな 14

時間を持てなかったであろうと述べ，社会的仕事とし
て病理解剖を受け入れた．
　Dさんは，治療を受けられなかったからでなく，お
なかの中ですくすく成長してくれたあの愛しい時間に
自分が『病気』という現実に押しつぶされてしまって，
穏やかな気持ちでこどもを愛せなかったことを後悔し
ている．第 2子を妊娠したとき，心臓超音波検査を受
けようとは思わなかった．
　Eさんは，胎児診断はついておらず，出生後の新生
児搬送である．入院中の産院や，夫，実父母からこど
もの情報がなく，こどものことを考えない，かわいい
こどものはずがないとネガティブに考えることで自分
を納得させていた．術後亡くなり，看護師からこども
が頑張って治療を受けたことを聞かされ，ほめてやり
たい，かわいがってもいいんだと思いホッとした．6

年が経過した今も最初に我が子にとった冷たい仕打ち
への罪悪感は消えていない．胎児診断は納得いく状態
で赤ちゃんを迎えるために必要なことだと思う．
　Fさんは，今回検査（羊水）を受けずに出産したこと
で，我が子を抱くことができ，母親，父親になれた 8

日間は短い時間であったが，幸せなかけがえのない時
期を過ごすことができた．出産までも無事で，幸せな
妊娠生活にも感謝している．胎児に異常が見つかった
場合，ある母親が「死刑宣告を受け，執行を待ってい
る感じ」と言っていたのを覚えている．今の医学で治
せない病気がこんなにあることを知らなかった．出産
後今でも羊水検査を薦めた医師の顔が目に浮かび，し
ない選択を良かったと思っている．

胎児死亡・新生児死亡への配慮

　胎児診断の結果には致死的なものや生命予後不良な
ものが多く含まれる．胎児期からのターミナルケアの
必要性がある．悲嘆の過程を踏んでいかないと抑うつ
状態が長引く．また次子を得た時に悲しみが噴き出し
たり，亡くなったこどもとの比較で次子の虐待やネグ
レクトにもつながる．

1．我が子の死に直面して家族は
　母親はちゃんと生んであげられなかったという自責
の念を抱くことが多い．常に治療で痛々しい我が子の
姿が目に浮かぶ．父親は予想のできなかった喪失感に
包まれ，周囲は，時に医療者も「死」を敗北または忌む
ものまたはタブーとして扱う．母親に対しては周囲が
気を使って赤ちゃんのこと，今回のお産のことを話題
にしないし，そして母親は皆が会ったこともない我が
子を話題にもできない．

2．家族への配慮
　医療職の間で十分予後の認識を持つことが前提であ
る．胎児死亡が予想される場合は紹介医との情報の共
有が大切となる．妊娠中から胎児死亡，新生児死亡へ
の受け入れの準備を始める．受け入れには十分な時間
が必要である．

3．グリーフケア
　Fig. 1に神奈川県立こども医療センターで日常的に
行っているグリーフケアの実際を挙げた2，3）．1992年
周産期医療部併設とともに少しずつ積み上げてきたケ
アであり，先天性心疾患に限らず胎児死亡，死産，新
生児死亡など産科，NICUで死亡したすべての児が対
象である．
　Fig. 2は，亡くなった超低出生体重児用のドレス
で，300～400 gの赤ちゃんでもぴったりである．こど
もを亡くされ，胎児診断に思いを寄せてくれたお母さ
んの多くがこの天使のブティックで小さなこどもの洋
服を作るボランティアに参加している．こどもを亡く
したお母さんにとっては天使のブティックの仲間は，
心のよりどころとなり，亡くしたこどものことを自由
に話せる場所でもある．医療者にとっても，癒されて
いく母親を見て治療の敗北感から救われる場所であ
る．
　Fig. 3は，天使のブティックのお母さんたちが，毎
年，日本未熟児新生児学会や日本周産期・新生児学会
にブースを出し，日本全国の新生児を扱う医師，看護
師に喪の仕事の重要性の理解を促している．
　Fig. 4は，弟や妹を亡くしたきょうだいを対象にし
た本である．きょうだいのケアとして当センター
NICUの看護師が手作りした本である．周産期の「死」
はまるでなかったもののように扱われることがあるの
もまた事実である．そして，その陰で，小さな心を痛
めているきょうだいがいる．家族の一員としてきょう
だいを含めたケアを深めていくことも必要である．
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Fig. 4 Bereavement care for the siblings Picture Book. Published by Kana-
gawa Children’s Perinatal Center staff.

Fig. 2 For the tiny babies who were lost, made by Angel’s 
Boutique.

Fig. 3 Activities of self-support group.

Fig. 1 Mourning flowchart.
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おわりに

　CHDを中心にした胎児診断について日頃の経験か
ら述べてみたが，手記を寄せてくれた 6名の方々から
の思いはそれぞれであるように，個々の胎児診断に寄せ
る家族の思いは異なる．Dさんや，Fさんのように胎
児診断を受けたくない，これからも受けないという人々
をこれからどう守っていくのか，課題は多い．診断告
知，治療へと進めていく過程で，医師もそれ以外の医
療者もなにより家族に共感することを第一としたい．
訪れる死に対するグリーフケアも胎児診断の一環と考
え，十分な配慮が必要である．

　本論文の要旨は，第 44回日本小児循環器学会総会・学術

集会（2008年 7月，福島県）のシンポジウムにおいて講演した．
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