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症例報告 
 

進行胃癌により出産後早期に死亡した妊婦と 
その家族との関わり 

 
                                                  
渡邉美紀江 1)、加賀元宗 2)、工藤多佳子 3)、吉川郁江 1)、中山恵里香 1)、渡邉浩司 2)、明城光三 3)、佐藤秀子

1) 
１）国立病院機構仙台医療センター 母子医療センター 看護部 
２）同 新生児科 
３）同 産婦人科 
 
<<抄録>>                                             

妊婦が妊娠中に悪性腫瘍を疑われ、出産後早期に死亡することは稀であるが、告知された妊婦や家族およ

び死亡後の家族へのケアは重要である。患者である母は 33 歳。妊娠 34 週 2 日から背部痛と軽度の腹痛が

出現。妊娠 34 週 6 日に腹痛が増悪し、造影 CT 検査と内視鏡検査で進行胃癌と診断され、帝王切開術後に

化学療法を開始した。産科、新生児科、消化器内科、腫瘍内科、各病棟看護スタッフで協議を重ね、母の予

後を考慮し、少しでも長く母と児が共に過ごせる様に配慮した。母の全身状態は急激に悪化したため、各部

門との継続した緊密な連携が必要だった。早産児であったが、母の状態を考慮し面会は腫瘍内科病棟の病室

で行った。児が新しい家族の一員として受容されることはその後の発育や発達に重要と考えたため、母の状

態を見ながら可能な限り家族で過ごす機会を提供した。母が死亡した後も、児と父親や同胞を含めた家族の

関わりを支援した。父親や同胞の児への受容は良好であった。退院後の児の養育の中心は父であり、父へ哺

乳や沐浴などの育児指導を継続し、生後 48 日目に自宅退院した。退院後は外来を定期的に受診し、児の発

育・発達のフォローと共に父への育児支援を継続している。以上の経過から、悪性腫瘍合併妊娠では、母や

児、家族をサポートするために各部門や多職種による緊密な連携が必要であり、残された家族の新生児への

受容や育児の支援も重要であると考えられた。 
                                                  
キーワード：胃癌、早産低出生体重児、多職種連携、臨床心理士、育児支援 
（2015 年 2 月 21 日受領、2015 年 3 月 15 日採用） 
 
 
 
１ はじめに 
妊婦が妊娠中に悪性腫瘍と診断され、出産後早期

に死亡することは稀であるが、告知された妊婦や家

族および死亡後の家族へのケアは重要である。今回

我々は妊娠 34 週に胃癌と診断され、帝王切開術後

に化学療法が施行されたが、出産後 3 週で死亡した

症例を経験したので報告する。 
 
２ 症例 
母の経過：33 歳 2 回経妊 2 回経産。 
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家族歴：父が 40 歳台に胃癌で死亡。 
既往歴：特記事項なし。喫煙歴なし。 
現病歴：妊娠31週1日に右腓腹筋部痛が出現し、

近医整形外科を受診し当院に紹介となった。精査の

結果右下肢深部静脈血栓症の診断で循環器科に緊

急入院し、未分画ヘパリン治療 15000 単位/日の投

与を開始した。症状改善みられ、妊娠 33 週 2 日に

産科に転科し産科病棟に移動した。妊娠 34 週 2 日

から背部痛と腹痛が出現し、妊娠 34 週 6 日から著

しく増悪したため、妊娠中は通常行わない造影 CT
検査を同意のもとに施行した。画像所見では、肺野

に小葉隔壁肥厚、粒状影が認められ、原発巣は不明

だが、癌性リンパ管症が疑われた（図１）。 
 

 
図１ 胸部造影 CT 検査：肺野に小葉隔壁肥厚、粒状影を認

める。 

 

 

図２ 腹部造影 CT 検査：胃壁に広汎な肥厚と造影効果の増

強を認める。 

また、胃壁に広汎な肥厚と造影効果の増強が見ら

れ（図２）、胃大網動脈域の腫大リンパ節を著明に

認めたため進行胃癌が疑われた。緊急上部消化管内

視鏡検査を施行し、潰瘍性病変とひだ肥厚、スキル

ス進展を認めたため進行胃癌が強く疑われた（図

３）。消化器内科、腫瘍内科、産科、新生児科で協

議し、母の早期治療の為同意を得て分娩を試みるも、

進行せず同日帝王切開術を施行した。胃生検病理組

織検査では、印環細胞癌と低分化型腺癌の増殖を認 
 

 
図３ 上部消化管内視鏡検査：潰瘍性病変とひだ肥厚著明、

スキルス進展を認める。 

 

 

図４ 病理組織検査胃生検：印環細胞癌と低分化型腺癌の増

殖を認める（HE 染色）。 

 
めた（図４）。胸水及び腹水細胞診は陽性、
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adenocarcinoma であった。帝王切開術後 3 日目に

進行胃癌に対する治療のため主治医は腫瘍内科に

交代した。緩和ケアチームの協力のもと、モルヒネ

40 mg/日にて疼痛コントロールを開始した。呼吸状

態は徐々に悪化し、胸水穿刺と持続的な酸素投与を

要した。その後腫瘍内科病棟に移動し、術後 7 日目

より化学療法（毎週パクリタキセル療法）を開始し

たが、呼吸状態は更に悪化し、術後 22 日目に永眠

した。 
 
児の経過：児は妊娠 34 週 6 日に帝王切開で出生

した。出生体重 2256g。Apgar scoreは 1分値 9点、

5 分値 9 点。出生直後より、多呼吸、陥没呼吸みら

れ酸素投与を開始した。早産低出生体重児より新生

児集中治療室（NICU）に入院となった。早産児で

あったが呼吸窮迫症候群には至らず、酸素投与のみ

で呼吸状態は徐々に改善し、生後 2 日目に酸素投与

を中止した。呼吸状態良好なため生後 5 日目に保育

器から離床した。児は全身状態良好で体重増加も順

調であることから、生後 48 日目に退院となった。

退院後は当院外来で発育・発達をフォローしている。 
家族との関わり：母子医療センター看護スタッフ、

NICU 看護スタッフ、腫瘍内科病棟看護スタッフ、

産婦人科医師、新生児科医師、腫瘍内科医師と協議

し、母の状態が比較的安定している場合、少しでも

長く母と児を含めた家族が共に過ごせる様に配慮

した。母が死亡した後も、児と父親や同胞を含めた

家族との関わりを支援した。父親や同胞の児への受

容は良好であった。退院後の児の養育の中心は父で

あり、父へ哺乳や沐浴などの育児指導を継続して行

った。 
 
３ 考察 
本邦で妊娠中に胃癌を合併する妊婦の頻度は 10

万人に 7 人以上で、欧米に比べて高率であり 1)、予

後不良である 2-5)。妊娠中に予後不良の悪性腫瘍を

告知された妊婦や家族、また、妊婦が死亡した後の

家族の精神的苦痛は大きく、そのケアは重要である。 
上田は「悪性腫瘍を合併した妊婦では、悪性腫瘍

に対する不安に加えて、母親として患者が受ける精

神的苦痛が大きいことが予想され、産婦人科医師の

みならず、疾患関連科医師・助産師・看護師・緩和

ケアチームなどで患者や家族をサポートしていく

体制が必要であると考える。また、出生する児に対

して新生児科における管理が必要となり、様々な職

種によるチーム医療が重要である」6)と述べている。

また、Falkenberry も「精神科やソーシャルワーカ

ー、法律の専門家、宗教家を含めた、多くの専門家

がチームを組む必要がある」7)と述べている。本症

例は妊娠 34 週に悪性腫瘍と診断され、母の診断や

治療、分娩時期、母や家族への精神的サポートに関

して、母子センター看護スタッフ、NICU 看護スタ

ッフ、産科医師、新生児科医師、腫瘍内科医師、腫

瘍内科病棟スタッフで協議を重ねた。出産後は母と

父の希望に沿って、母の状態が安定している場合は

可能な限り児や家族との面会が出来るように支援

した。その際、早産児であるため無呼吸の危険性が

高いことから、SpO2 モニター装着のもとに NICU
スタッフが付き添った。児の面会時、母に笑顔が見

られ表情は明るくなり、呼吸苦や痛みの訴えが減少

した。母の全身状態は急速に悪化したため、緊急の

化学療法開始や病室の移動に関しては母子センタ

ーと腫瘍内科病棟との緊密な連携が重要であった。 
本症例は妊娠 34 週に内視鏡で進行胃癌と診断さ

れ、父に病状説明が行われ、その後、母本人や家族

にも説明が行われた。母方祖母は大きな精神的ショ

ックを受けて来院出来なくなったため、状態が悪化

していく母に寄り添いながら年少の同胞（9 歳兄と

5 歳姉）の育児や医療者側との対応を行なっていく

父の精神的負担は非常に大きいと考えられた。その

ための精神的サポートとして、主治医や病棟スタッ

フは少しでも多く父の思いを引きだすように接し

た。また、年少の同胞も、母の病状の悪化や、その

後の母の死は大きな精神的負担であったと思われ

る。そのような状況の中でも、児が新しい家族の一

員として受容されることはその後の児の発育や発

達に重要と考えたため、母の状態が安定している場

合は、可能な限り家族で過ごす機会を提供した。同

胞も児を抱いて話しかけるなど、受容は良好であっ

た。また、退院後の児の養育の中心は父であるため、

哺乳や沐浴などの育児指導を継続したところ、父は

積極的に質問する様になり、表情は次第に明るくな
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った。退院後も、毎月の予防接種や定期健診は父が

児を連れて来院している。その際も父から育児に関

する質問が多数みられ、主治医や NICU 看護スタ

ッフ、外来看護スタッフがアドバイスしている。 
本症例は、患者や家族への支援の為、周産期看護

スタッフ、NICU 看護スタッフ、産婦人科医師、新

生児科医師、腫瘍内科医師、緩和ケアチームが連携

したが、最期かもしれない貴重な時間をさらに有意

義に過ごすためには臨床心理士などのメンタルケ

アを行う職種の早期介入も必要と考える。また、告

知されショックで通えなくなった患者の母や、父

（患者の夫）を含めた家族への臨床心理士によるカ

ウンセリングも必要であったと考えられる。また、

担当看護スタッフの精神的負担も大きいと思われ、

医療者側へのカウンセリングも考慮すべきだった

かもしれない。自験例のように臨床心理士が常駐し

ない施設に入院している場合、如何に迅速にカウン

セリングへと繋ぐかも検討課題である。 
妊娠中に悪性腫瘍を合併した場合、胎児において

は妊娠週数や発育、母体においては悪性腫瘍の病期

と疾患の根治性、予後などを考慮して妊娠継続の可

否、分娩時期について検討することが重要である 5, 

6)。胃癌合併妊娠は予後が不良であり 2-5)、診断後は

速やかに児を娩出後、母の治療を行うことが推奨さ

れている 1)。妊娠週数が早い場合は、近年は妊娠を

継続しつつ治療を行う報告もある 8)。本症例は悪性

腫瘍が疑われたのが妊娠 34 週であり、自然分娩を

試みたが進行せず、帝王切開により分娩となった。

現在、児は生後 6 カ月であり、発育・発達は良好で

ある。 
 
５ 結語 
 悪性腫瘍合併妊娠では、母や児、家族をサポート

するための各部門や多職種による緊密な連携が必

要である。また、残された家族の新生児への受容や、

育児サポートの支援も重要である。臨床心理士など

の精神的なサポートを行う職種の早期導入も必要

と考えられた。 
 

６ 謝辞 
母の診断や治療をして頂きました、国立病院機構

仙台医療センター 消化器内科 岩渕正広先生、同

院臨床検査病理診断科 鈴木博義先生、同院腫瘍内

科 鈴木貴夫先生、安田勝洋先生、秋山聖子先生、

腫瘍内科病棟看護スタッフ、産科病棟看護スタッフ、

児の治療や家族への育児支援をして頂いた NICU
スタッフ、小児科外来スタッフに深謝致します。 
 
５ 文献 
1) 中井章人：周産期看護マニュアル よくわかる

リスクサインと病態生理 東京：東京医学社 
2008;pp152-155 

2) 石田和子、河村正成、三浦忍、他：非婦人科領

域悪性腫瘍合併妊娠 3 例の予後 日本周産期・

新生児医学会雑誌 2008;44:121-125 
3) 佐藤理恵、佐藤祥子、佐藤喜根子：悪性腫瘍合

併妊娠の分析  東北大医短紀要  2002; 
11:207-214 

4) Ueo H, Matuoka H, Tamura S, et al. Progno-
sis in gastric cancer associated with preg-
nancy. World J Surg 1991;15:293-298 

5) 鈴木俊治、土居大裕、澤倫太郎、他：胃癌合併

妊娠 産婦人科治療 1999;79:434-436 
6) 上田恭子：腎癌合併妊娠の 1 例を通して悪性腫

瘍合併妊娠において 2つのいのちを考える 死

の臨床 2009;32:219 
7) Falkenberry SS. Cancer in pregnancy. Surg 

Oncol Clin N Am. 1998;7:375-397 
8) Yoshida M, Matsuda H, Furuya K. Successful 

treatment of gastric cancer in pregnancy. 
Taiwan J Obstet Gynecol 2009;48:282-285 

 
 
 
 
 
 
 

 


