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はじめに	

	  
	  
	  

欧米の文献を中心に	



はじめに	

	  
	  
	  

個人の意思が常に尊重	  
	  
	  

意思表示のできる患者が意思決定に加わらない	  
ということは前提にない	



	  

患者が意思表示できない場合	  
	  
↓	  
	  

家族が代理	  
患者の意思を尊重し決定	



	  
	  
	  

事前意思表示書	  
↓	  

「患者の意思」として扱われる	



	  
Advanced	  Direc,ves	  
事前意思表示	

	  



例)	  United	  Kingdom	  
	  
法制化はされていないがCommon	  Lowとして尊重される	  
	  
事前指示書に敬意が払われないような態度がとられた場合,	  
法的に罰せられることもある	  

ESF	  Exploratory	  Workshop	  Advance	  DirecIves	  InsItute	  of	  Biomedical	  Ethics,	  
University	  of	  Zurich,	  Switzerland	  18-‐22	  June	  2008	  

–  2003年3月　事前意思表示書を作成していた患者が脊髄血管障害で人
工呼吸器管理となった。人工呼吸器をはずす希望を拒否した病院に対
し,人権を侵害したとして賠償金の支払いが命じられた。	  

児玉 知子 保健医療科学2006年9月 55(3)Page218-‐224	  



	  
	  
	  

必ずしも患者の意思を	  
反映させているわけではない	



Prospec,ve	  study	  of	  health	  status	  preferences	  and	  changes	  in	  
preferences	  over	  ,me	  in	  older	  adults.	  

Fried	  TR,	  Byers	  AL,	  Gallo	  WT	  et	  al.	  Arch	  Intern	  Med.	  2006	  Apr	  24;166(8):890-‐5.	

治療介入希望の変化ついて検証	  
Methods/	  PaIents	  :	  

在宅治療中の進行した慢性疾患をもつ60歳以上の高齢者226人	  
治療介入の希望について聞き取り調査	  
追跡期間:	  4か月から2年,	  New	  Haven,	  ConnecIcut,	  U.S.A	  
慢性疾患:	  がん,慢性心不全	  ,	  COPD	  

Acceptable:	  治療を希望	  
Unacceptable:	  治療よりも自然死を希望	  介護を受けていて意思表示ができる患者	  

約20％が自然死希望から治療希望に変化	  

Results:	  



Ability	  of	  family	  members	  to	  predict	  pa,ent's	  consent	  to	  
cri,cal	  care	  research.	  

Ciroldi	  M,	  Cariou	  A,	  Adrie	  C	  et	  al,	  Famirea	  study	  group.	  Intensive	  Care	  Med.	  2007	  May;33(5):807-‐13.	  	

2つの架空の臨床研究を患者と家族，主治医に提案し，両者の意見の相違を検証	  
Methods:	  prospecIve	  mulIcenter	  study	  

10	  ICUs	  of	  the	  French,	  July	  and	  October	  2004.	  	  
Scenario	  1:	  輸液製剤の比較，　Scenario	  2:	  気管切開時期の比較	  

Objects:	  ICUに48時間以上在室した患者	  
Median	  ICU	  stay	  length;	  6	  days	  (3–12)	  
Reasons	  for	  ICU	  admission;	  
acute	  respiratory	  failure	  (n	  =	  57),	  shock	  (n	  =	  28),	  coma	  (n	  =	  20),acute	  renal	  failure	  (n	  =	  20).	  

Results:	  
患者-‐代理人での相違	  
Scenario	  1:	  32%	  
Scenario	  2:	  42%	  



Redefining	  the	  "planning"	  in	  advance	  care	  planning:	  preparing	  
for	  end-‐of-‐life	  decision	  making.	  

Sudore	  RL,	  Fried	  TR.	  Ann	  Intern	  Med.	  2010	  Aug	  17;153(4):256-‐61.	  	

	  
事前意思表示書には欠陥がありやり方を変えるべき	  
	  
	  

Step1:	  適切な意思決定者を決める	  
	  
Step	  2:	  患者の価値観を常に明確にしておく	  
	  
Step	  3:	  代理人は意思決定に柔軟性を持たせる	  



	  
Decision	  Making	  
意思決定	  
	  



	  
	  
	  

意思決定を如何に行うべきか	



意思決定思考	

•  意思決定とは	  
–  何らかの目的を達成するための行動の選択	  

	  →成し遂げたいことを明確にする	  

•  様々な情報を基に代替案を用意	  

•  制約条件を明確にする	  

•  価値判断基準	  

意思決定論　基礎とアプローチ　宮川公夫　中央経済社	  



意思決定のための視点	

長期的視野　–戦略-

•  大きく重要な問題を対象	  

•  進むべき方向を決める	  

•  決定までの過程が大事	  

意思決定はこの立場で行う	  



意思決定のための視点	

短期的視野　–戦術-

•  結果に力点	  

•  決められた道をよりよく走る	  
	  
•  細部の問題を対象	  

•  達成のための手段が大事	



意思決定の原理	

それぞれの考えは経験や記憶に基づいて作られる	  
(Schema,	  Frame)	  

	  

↓	  

	  
関わる人や組織間でのSchema,	  Frameの共有化が重要	  

	  
	  



患者	 家族	

ICU医師	 各科の医師	



各科の医師	

患者の思い描くビジョンに合わせる	  
	  
状況に応じた意思確認は常に重要	  
	  

家族	

ICU医師	

患者	



意思決定の原理	

外部から得る情報に影響力を受ける	  
	  



Factors	  that	  contribute	  to	  physician	  variability	  in	  decisions	  to	  limit	  life	  
support	  in	  the	  ICU:	  a	  qualita,ve	  study.	  

Wilson	  ME,	  Rhudy	  LM,	  Ballinger	  BA	  et	  al.	  Intensive	  Care	  Med.	  2013	  Jun;39(6):1009-‐18.	  	

ICU医療スタッフの意思決定に影響する要因を評価	  
	  

Methods:	  	  Single	  center	  Mayo	  clinic,	  ICUに勤務する医療スタッフに聴取	  
医師 17人;	  medical	  7,	  surgical	  5,	  anesthesia	  5,	  看護師 10人;	  medical	  5,	  surgical	  5	  

	  

Results:	  大きく分けて4	  category,	  11	  factorに分類	  

(1) 医師の労働環境	  
–  勤務時間と医学的な有益性とのバランス	  
–  勤務体制(職場配置)の変化	  
–  看護師からの助言	  	  

(2) 医師の経験	  
–  生存した経験がない	  	  
–  医師の家族に治療制限をした家族がいる	  	  

(3)医師の心構え	  
–  手術の予後がよい	  
–  特別な事情	  
–  信念	  	  

	  
(4)医師と患者・家族との関係	  
–  初に患者の希望を聞いた	  
–  家族とのコミュニケーションを構築	  
–  家族との交渉	  



Wilson	  ME.	  Intensive	  Care	  Med.	  2013	  Jun;39(6):1009-‐18.	  	

アンケート回答:	  医師の労働環境	  



Wilson	  ME.	  Intensive	  Care	  Med.	  2013	  Jun;39(6):1009-‐18.	  	

アンケート回答:	  医師の経験	  



Wilson	  ME.	  Intensive	  Care	  Med.	  2013	  Jun;39(6):1009-‐18.	  	

アンケート回答:	  医師の心構え	  



Wilson	  ME.	  Intensive	  Care	  Med.	  2013	  Jun;39(6):1009-‐18.	  	

アンケート回答:	  医師と患者・家族との関係	  



意思決定の原理	

意思決定に関しての家族の不満	  
	  



Using	  the	  experiences	  of	  bereaved	  caregivers	  to	  inform	  
pa,ent-‐	  and	  caregiver-‐centered	  advance	  care	  planning.	  

Fried	  TR,	  O'Leary	  JR.	  J	  Gen	  Intern	  Med.	  2008	  Oct;23(10):1602-‐7.	  	

終末期医療に参加した家族への聞き取り調査,	  コミュニケーションの問題点を検証	  
Design:	  QualitaIve	  cross-‐secIonal	  study.	  
ParIcipants:	  

60歳以上で進行がん,	  COPD,	  心不全の長期加療の後亡くなった患者の家族	  
Approach:	  患者の死後6か月に面倒を見ていた家族64人に聞き取り調査	  
	  
Results:	  

1)  終末期医療にかかわる意思決定の場で,他の選択肢の提案がない	  

2)  終末期での希望する方向性の変更ができない	  

3)  予後に関する情報提供が足りない	  

4)  患者と家族の間でのコミュニケーションが足りない	  
	  



Risk	  of	  post-‐trauma,c	  stress	  symptoms	  in	  family	  members	  of	  
intensive	  care	  unit	  pa,ents.	  	  

FAMIREA	  study	  
Azoulay	  E,	  Pochard	  F,	  KenIsh-‐Barnes	  N,	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2005	  May	  1;171(9):987-‐94.	  	

ICUに滞在した患者の家族の心的外傷後ストレス障害(PTSD)について検証	  
	  
	  Methods:	  	  
21	  medical-‐surgical	  ICUs,	  France,	  
March	  and	  November	  2003,	  
ICUから退室または死亡から90日後に電話で
インタビュー	  

	  
PaIents:	   	  意思決定の中心となった家族	  

Measurement:	  　ICU退室または死亡90日後，主な意思決定をした家族の心的評価,	  
PTSDのリスクファクターを検証	  
Impact	  of	  Event	  Scale	  IES　(post-‐traumaIc	  stress	  reacIonsの重症度評価)	  
Hospital	  Anxiety	  and	  Depression	  Scale	  HADS	  
36-‐item	  Short-‐Form	  General	  Health	  Survey	  



Risk	  of	  post-‐trauma,c	  stress	  symptoms	  in	  family	  members	  of	  
intensive	  care	  unit	  pa,ents.	  

Azoulay	  E,	  Pochard	  F,	  KenIsh-‐Barnes	  N,	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2005	  May	  1;171(9):987-‐94.	  	

Results:	  	  
	  
PTSDと評価されたのは全体の33.1%	  
	  
No	  PTSD	  vs.	  PTSD	  
意思からの情報提供に関して	  

聞く時間が不十分だった	  
12.1%	  vs.	  21.3%,	  p=0.04	  

理解するのが難しかった。	  
11%	  vs.	  25.5%,	  p=0.003	  

情報が不完全だった	  
25.8%	  vs.	  48.9%,	  p=0.0002	  

	  

不十分な情報は家族にとって強い
ストレスになる	  
	  
	  



	  
Quality	  Improvement	  
終末期医療でのカイゼン*	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  カイゼン:	  トヨタ方式において,質の良い製品を効率よく生産す

るために,業務の作業手順を見直して無駄を省いた
り,従業員を教育したりすることを意味する言葉	



Effect	  of	  a	  quality-‐improvement	  interven,on	  on	  end-‐of-‐life	  
care	  in	  the	  intensive	  care	  unit:	  a	  randomized	  trial.	  

Integra,ng	  Pallia,ve	  and	  Cri,cal	  Care	  (IPACC)	  Study	  
CurIs	  JR,	  Nielsen	  EL,	  Treece	  PD	  et	  al.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2011	  Feb	  1;183(3):348-‐55	

End	  of	  Life	  careに対するカイゼン活動の評価	  
Seing:	  Cluster	  -‐	  Randomized	  trial,	  15	  Hospital	  (level	  I	  trauma	  center),	  Washington,	  U.S.A	  	  
IntervenIon:	  カイゼン活動　(下記)	
Outcome:	  家族のQOL	  

Quality	  of	  Dying	  and	  Death	  (QODD),	  Family	  SaIsfacIon	  in	  the	  ICU	  (FS-‐ICU)	  

Crit	  Care	  Med.	  2006	  Nov;34(11	  Suppl):S380-‐7.	

カイゼン活動	
Clinician	  EducaIon,	  	  
Local	  Champion,	  	  
Academic	  Detailing,	  
Clinician	  feedback	  of	  quality	  
data,	  
System	  support	  



Interven,on群とControl群でQODD, 家族の満足度に有意差なし	  
Interven,on群で有意に施行率上昇:	  

	   	  Family	  conference,	  Prognosis	  discussed,	  Social	  work	  assistance	

Effect	  of	  a	  quality-‐improvement	  interven,on	  on	  end-‐of-‐life	  
care	  in	  the	  intensive	  care	  unit:	  a	  randomized	  trial.	  

Integra,ng	  Pallia,ve	  and	  Cri,cal	  Care	  (IPACC)	  Study	  
CurIs	  JR,	  Nielsen	  EL,	  Treece	  PD	  et	  al.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2011	  Feb	  1;183(3):348-‐55	



Hospital	  varia,on	  and	  temporal	  trends	  in	  pallia,ve	  and	  
end-‐of-‐life	  care	  in	  the	  ICU.	  

Integra,ng	  Pallia,ve	  and	  Cri,cal	  Care	  (IPACC)	  Study	  
DeCato	  TW,	  Engelberg	  RA,	  Downey	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med.	  2013	  Jun;41(6):1405-‐11.	

施行した割合が低かった項目	  
PalliaIve	  consultaIon: 	   	  8.4	  %	  
Social	  worker	  consultaIon: 	   	  43.1%	  	  
Spiritual	  consultaIon:	   	   	  46.5%	  
Prognosis	  discussed	  in	  the	  72hr: 	   	  37.8%	  

施行した割合が高かった項目	  
Do	  not	  ResuscitaIon: 	   	  81.4%	  
Withdraw	  /	  withhold	  life-‐sustaining	  therapy:	  72.6%	  
Pain	  assessed	  in	  the	  last	  24hr: 	  81.9%	  
No	  Cardiopulmonary	  ResuscitaIon	  in	  the	  last	  24hr:	  83.3%	  
Family	  conference	  in	  the	  first	  72hr:	   	  73.1%	  	  

病院間でOutcomeに有意差を認めた:	  family	  QOD-‐1	  (p=0.031)	  
FS-‐ICU	  score	  (p<0.001)	  
nurse	  QOD-‐1	  (p=0.031)	  

→病院の特性がEnd	  of	  Life	  careの質に影響を与える可能性を示唆	  



Hospital	  varia,on	  and	  temporal	  trends	  in	  pallia,ve	  and	  
end-‐of-‐life	  care	  in	  the	  ICU.	  	  

Integra,ng	  Pallia,ve	  and	  Cri,cal	  Care	  (IPACC)	  Study	  
DeCato	  TW,	  Engelberg	  RA,	  Downey	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med.	  2013	  Jun;41(6):1405-‐11.	

□研究期間を通じて改善	  
Pain	  assessed	  in	  the	  last	  24hr 	   	  p<0.001	  

□研究期間を通じて全体的に減少	  
Family	  conference	  in	  the	  first	  72hr	   	  p<0.001	  
Prognosis	  discussed	  in	  the	  72hr 	  p=0.02	  

Family	  conference	

Pain	  assessment	

Average	

Average	

•  Pain	  assessmentは全体的に改善	  

•  Family	  conferenceの施行は全体として低下	  
ただしいくつかの病院では増加	  



	  
Family  Conference



	  
	  
コミュニケーションについて	  



コミュニケーションの4つの原則	

	

相手の言葉を使う	

	

コミュニケーション　≠　情報	

(感情が伴う)	

	

相手のしたいことを知る	

	

相手に何かを要求する	

コミュニケーションの4原則	  
Peter F. Drucker	

プロフェッショナルの条件: Peter F. Drucker 著, 上田 惇生 訳　(ダイヤモンド社)　	

Peter	  F	  Drucker	  	



Prac,cal	  guidance	  for	  evidence-‐based	  ICU	  family	  conferences.	  
CurIs	  JR,	  White	  DB.	  Chest.	  2008	  Oct;134(4):835-‐43.	

	  

VALUE	  
5	  -‐step	  Approach	  to	  Improving	  
CommunicaIon	  in	  ICU	  with	  Families	  
	  
•	  V…	  Value	  family	  statements	  
•	  A…	  Acknowledge	  family	  emoIons	  
•	  L…	  Listen	  to	  the	  family	  
•	  U…	  Understand	  the	  paIent	  as	  a	  person	  
•	  E…	  Elicit	  family	  quesIons	



A	  communica,on	  strategy	  and	  brochure	  for	  rela,ves	  of	  
pa,ents	  dying	  in	  the	  ICU.	  

Lautrepe	  A,	  Darmon	  M,	  Megarbane	  B	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2007	  Feb	  1;356(5):469-‐78.	

	  
終末期医療における家族とのコミュニケーションの取り方について検証	  
Seing:	  22	  ICU	  (medical	  10,	  surgical	  3,	  mixed	  9),	  May	  -‐	  Oct	  2005,	  France	  
Methods:	  prospecIve	  RCT	  

Control群:	  ICUスタッフと家族で通常通りの終末期医療カンファレンス	  
IntervenIon群:	  詳細に作成したガイドラインに則してカンファレン

ス“VALUE”を用いる	  
家族には終末期についての冊子を配布	  

Objects:	  患者の代理で意思決定をした家族126人 (上流階級)	  
	  
Primary	  Outcome:	  IES	  Impact	  of	  Event	  Scale	  (PTSDのスクリーニングスケール)	  

0	  (no	  symptom	  PTSD)	  –	  75	  (severe	  symptom	  PTSD)	  
Secondary	  Outcome:	  HADS	  	  Hospital	  Anxiety	  and	  Depression	  Scale	  

	  0	  (no	  distress)	  –	  21	  (severe	  distress)	  



A	  communica,on	  strategy	  and	  brochure	  for	  rela,ves	  of	  
pa,ents	  dying	  in	  the	  ICU.	  

Lautrepe	  A,	  Darmon	  M,	  Megarbane	  B	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2007	  Feb	  1;356(5):469-‐78.	

Results:	  control群 vs.	  IntervenIon群	  
	  
カンファレンス時間(median),	  

30分 [19	  to	  45]	  vs.	  20	  分 [15	  to	  30]	  (P<0.001)	  
	  
IES	  score	  (median):	  27	  vs.	  39	  (P=0.02)	  	  

PTSD-‐related	  symptoms:	  45%	  vs.	  69%	  (P=0.01)	  	  
	  
HADS	  score	  (median):	  11,	  vs.	  17(P=0.004),	  	  

anxiety,	  45%	  vs.	  67%	  (P=0.02)	  
depression,	  29%	  vs.	  56%	  (P=0.003)	  

	  
Interven,on群	  
カンファレンスは長くなる	  
家族の死別による精神的負担は緩和	  



周術期コミュニケーション技法　第11章　　集中治療 
小林秀嗣,	  讃井將満　訳	

GREAT	  
	  
Gree,ng	  挨拶:	  相手に自己紹介→感情や力関係を知るきっかけ	  
	  
Rapport	  信頼関係:	  相互に納得できる話し方や雰囲気を構築する	  
	  
Explana,on	  説明:	  情報過多の状態を避ける。どの程度話すか決めておく	  
	  
Asking	  and	  Answering	  ques,on	  質疑応答:	  	  
「質問はありますか？」「特にありません」→伝えた情報が理解されて伝わっていない	  
	  
Tacit	  agreement	  暗黙の了解:	  家族関係を把握し,情報提供の仕方に気を配る	  
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SPIKES	  
	  
Se_ng	  準備:	  環境を整える(静かな場所,個室など)	  
	  
Percep,on	  認識:	  「今までの話でどんなことが分かりましたか？」	  

初に応える人は，家族全体への情報伝達役	  
	  
Invita,on	  提案:	  知りたいことがどの程度のことかを聞く→話のスタート地点が明確
化	  
	  
Knowledge	  知識:	  情報伝達。情報伝達役が理解しているか確認する。	  
	  
Emo,on	  感情:	  情報提供によって生じた反応に理解や共感を示す	  



End-‐of-‐life	  family	  conferences:	  rooted	  in	  the	  evidence.	  
Lautrepe	  A,	  Ciroldi	  M,	  Ksibi	  H	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med.	  2006	  Nov;34(11	  Suppl):S364-‐72.	



End-‐of-‐life	  family	  conferences:	  rooted	  in	  the	  evidence.	  
Lautrepe	  A,	  Ciroldi	  M,	  Ksibi	  H	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med.	  2006	  Nov;34(11	  Suppl):S364-‐72.	



	  
　　日本では	



日本の文化	 

個人よりも全体が	 

尊重される文化？	 



日本の文化	 

議論をしたがらない文化？	 



日本の文化	 

他者に配慮	 

	 

自己主張しない？	 



日本の文化	 

	 

刑事罰に怯える医師	 



Interna,onal	  Differences	  in	  End-‐of-‐Life	  A_tudes	  in	  the	  
Intensive	  Care	  Unit	

Arch	  Intern	  Med.	  2005	  Sep	  26;165(17):1970-‐5.	

l  各国での終末期医療に対する考え方の違い	  
l  21国、1961人の医者に5つの終末期に関する質問に答えてもらう	

【症例】55歳、女性。虚血性心疾患による心肺停止後蘇
生。低酸素脳症でICU入室。24時間後、徐脳硬直、自発
運動消失。神経内科から予後としては植物状態であろ
うとのこと。患者は家族もおらず、事前指示書もない。	  
【質問】状態はICUにて5日間安定。自発呼吸はあるもの
の人工呼吸器は必要。今後の治療方針は？	

l  法律・宗教・文化・医師間の考えの違
いなど影響する因子は数多い	  

l  少なくとも各国同士の違いは大きい	  
l  日本の医者は治療制限に関して消極

的な結果	

ICU勉強会　Chronic	  cri,cal	  illnessとend-‐of-‐life	  care	



日本における「尊厳死」の現状について	  
野口 海,	  松島 英介,	  松下 年子 他.	  保健医療科学(1347-‐6459)55巻3号 Page208-‐212(2006.09)	

日本における告知の現状	  
2004年10-‐11月　「2004年版病院総覧」8171病院から無作為に抽出	  
50-‐300床の病院1,000病院へ尊厳死に関するアンケートを実施	  
結果:	  145病院より解答 (平均病床数 164.5床,	  終末期患者の占める割合 9.1%	  )	

　　　　病名告知率 	  　　　治療方針決定確認　　　余命告知率　　　延命処置希望確認	  

家族 	  95% 	   	  83.4% 	   	  90.8% 	   	  86.8%	  
本人 	  45.9% 	   	  47.2% 	   	  26.6% 	   	  15.2%	  

圧倒的に家族の意思が尊重されている	



我々がすべきこと	

	  

患者の意思を常に尊重	 

	 

残される家族に配慮	 

	 

医師たちの思いを明確に提示	 



	

	

	

	

There is only one person who really knows 
:the customer 

	

	

	

	

Peter F. Drucker	



	

	

	

	

There is only one person who really knows 
:the Patient 

	

	

	

	

Peter F. Drucker	
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