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背景
• ICU患者の20％が、意味ある回復の可能性が低く
過剰なICU治療は苦痛を⻑引かせるかもしれない

• 重篤な基礎疾患の患者は、治療選択肢を⽰されると
積極的な治療より緩和治療を望むことが多い

• 重症患者のケアプランや、患者/家族・医療者間の
コミュニケーション⽅法は確⽴しておらず、
積極的なICU治療がデフォルトになっている

どうすれば不必要なICU治療を減らせるか︖



不必要なICU治療を減らす介⼊

Lancet 2019;7(7):613–625. 

Advanced Care Planning
Advanced Directive/POLST

緩和ケア
コミュニケーション

※

※POLST︓Physician Orders for Life-Sustaining Treatment



デザイン 対象 介⼊ 結果
前後⽐較研究
Am J Med. 2000

内科ICU患者
（530⼈）

コミュニケーション
介⼊

⼊院期間短縮
死亡率増加と関連なし

前後⽐較研究
J Trauma. 2008 

ICU⼊室した
外傷患者
（633⼈）

緩和ケア介⼊
治療⽬標の話し合いは増加
死亡率・DNAR・治療差し控えの割合変化なし
DNRと治療差し控えは早い段階で導⼊
死亡患者ではICU滞在時間が短縮

前後⽐較研究
Chest. 2010 

ICU患者
（481⼈）

集中的な
コミュニケーション
システムの導⼊

在院⽇数、ICU死亡率、⼈⼯呼吸期間、
治療制限の指⽰、気管切開・胃瘻の割合に
有意差なし

cluster-RCT
AM J Respir Crit 
Care Med. 2011 

ICUで死亡・
ICU退室後
30時間以内に
死亡した患者
（2318⼈）

終末期ケア改善の
のための
医療者・病院への
介⼊

家族のQODD（Quality of Dying and Death）・
満⾜度改善なし
看護師のQOOD改善なし
死亡までの⽇数・⼈⼯呼吸期間に差なし

RCT
Am J Respir Crit 
Care Med. 2016 

予想死亡率
40％以上の
ICU患者
（168⼈）

コミュニケーション
ファシリテーター
の介⼊

6ヵ⽉後の抑うつ症状の減少と関連
3ヵ⽉後の抑うつ症状・不安・PTSDに
有意差なし
ICU死亡率と関連なし、ICUコスト減少

cluster-RCT
N Eng J Med.
2018

死亡率⾼い or
機能的予後不良
と考えられた
ICU患者
（1420⼈）

家族⽀援のための
多項⽬の介⼊

代理⼈の不安・抑うつの尺度に影響なし
代理⼈とのコミュニケーションの質改善
患者中⼼のケア達成
死亡患者でICU滞在⽇数短縮



P ICUで死亡またはICU退室後
30時間以内に死亡した患者

I 緩和ケアの質向上（5要素）
C 通常ケア
O 家族のQODD改善

介⼊︓（臨床医と病院に対して）
1. 緩和ケアについての医師の教育
2. リーダーの選出と教育
3. 緩和ケアを⾏う上でのICU特有の

障壁にICU責任者が対処
4. 家族満⾜度を含むICUの質に関する

データのフィードバック
5. システムサポート

対象︓
・シアトルとタコマの12病院のICU

▶病院を介⼊群とコントロール群
にランダムに分けた

・データを集めた患者は以下
ICUで死亡 or 
ICU退室後30時間以内に死亡

Am J Respir Crit Care Med.2011,183(3):348–355.

※QODD︓Quality of dying and death



Am J Respir Crit Care Med.2011,183(3):348–355.

家族や看護師の評価する死の質の改善につながらず
ICU滞在⽇数や⽣命維持治療の中⽌までの時間にも影響なし

緩和ケアに関する医師・病院への介⼊

家族の終末期ケアの評価を改善するためには組織的な
⽀援だけでは不⼗分で、個々の患者・家族ケアへ直接
関与する介⼊が必要かもしれない

※QODD︓Quality of Dying and Death

primary 
outcome



PARTNER trial
対象︓
・18歳以上のICU患者
・意思決定能⼒⽋如
・以下少なくとも1つを満たす

ü 連続4⽇以上の⼈⼯呼吸
ü ⼊院中死亡確率が40％以上
ü ⻑期的な重度機能障害の

確率が40％以上
介⼊︓
①PARTNERナースのトレーニング
②看護師が毎⽇家族⾯談、

登録後48時間以内と5〜7⽇毎に
臨床医との家族⾯談をアレンジ

③品質向上の専⾨家がICUへの
家族⽀援導⼊を集中的にサポート

N Eng J Med.2018,378(25):2365-2375. 



HADS︔0〜24点、⾼いほど悪い
（Hospital Anxiety and Depression Scale)
IES︔0〜88点、⾼いほど悪い
（Impact of Event Scale ）
QOCスコア︔0〜100点、スコアが⾼いほど良好
（Quality of Communication）
PPPCスコア︔1〜4点、ケア良い
（Patient Perception of Patient Centeredness）

家族⽀援の介⼊ 代理⼈の⼼理的負担は軽減しなかったが、
コミュニケーションの質や患者・家族中⼼のケアに対する
代理⼈の評価向上、ICU滞在期間が短縮

介⼊は代理⼈の⼼理的負担
に影響を与えなかった
ü ICU⼊室中の介⼊で、
ICU退室後の負担への
介⼊はない

ü 「他⼈のために意思決定
を⾏うストレス」は
思っていたより⼩さいかも

ü 介⼊前の⼼理的負担は
それほど⼤きくはなく
介⼊の効果が不明

primary 
outcome

家族⽀援の介⼊

N Eng J Med.2018,378(25):2365-2375. 



Time limited trial（TLT）とは

Crit Care.2005,9:226–229. 

JAMA.2011,306:1483–1484. 

Intensive Care Med.2018,44:1369–1377. 

• Vincentらが2005年に ”ICUテスト” として提案

• あらゆる治療が適応
• 治療のwithdrawが認められる前提が必要

QuillとHollowayが提案したTLTの定義QuillとHollowayが提案したTLTの定義︓
決められた期間に特定の治療を⾏い、同意された臨床結果
に基づいて患者が改善・悪化するかどうかを判断するという
臨床医と患者・家族の間の合意

患者が改善 ▶ 治療を継続
患者が悪化 ▶ 治療を差し控え、緩和治療に⽬標を変更
不確実な要素が残った場合 ▶ 新たなTLTを相談



TLTの例
患者 介⼊ 期間 評価例

認知症＋
嚥下障害・栄養障害 ⾷事介助 ⽇〜週単位 誤嚥性肺炎をおこさず

⼗分に経⼝摂取

低酸素脳症 ⼈⼯呼吸 72時間 対光反射・⾓膜反射

末期⼼不全 ⼈⼯呼吸 3〜7⽇ うっ⾎解除
⼈⼯呼吸器離脱

重症脳梗塞 ⼈⼯呼吸 7〜14⽇ 脳幹反射、意識的な運動

COPD（DNR/DNI）
＋呼吸困難 NIV 4〜7⽇ NIV忍容性、呼吸困難の改善

腎不全＋認知症 透析 1〜3ヶ⽉ 透析忍容性
⾝体・認知機能の回復

咽喉頭腫瘍 経胃栄養 3〜6ヶ⽉ 経⼝摂取の獲得

JAMA.2011,306:1483–1484.



TLTを⾏う意義
•重症患者の予後は不確実

予後以外の不確実な要素︓
⻑期転帰、治療への反応、合併症リスク、患者・代理⼈の価値観

•急性疾患は、患者だけでなく家族や代理⼈にも
影響し、慎重な判断ができなくなることも

Intensive Care Med.2018,44:1369–1377. 

TLTにより確実な情報を得られ
不必要な治療を防ぐことができる

その他の利点として
患者中⼼の医療、患者・家族へ時間の猶予



TLTの適応・ポイント

Intensive Care Med.2018,44:1369–1377. 



TLTの適応・ポイント
いつ︓
⼊院時
・機能回復の可能性やQOLに対する治療効果が不明なとき
・患者・家族と意⾒が合わないとき
・患者の⽬標が不明なとき

ICU⼊院中
・予期せぬ合併症で転機やQOLへの影響が不明なとき
・ケアチームと患者・家族の間で意⾒の相違があるとき

誰に︓
予後や好みが不明な患者

Intensive Care Med.2018,44:1369–1377. 



TLTの適応・ポイント

期間︓
患者毎に設定

コミュニケーション︓・明確で簡潔に
・価値観や⽬標、優先事項を理解

5 step framework

Intensive Care Med.2018,44:1369–1377. 



5 step framework

1. 臨床的な問題と予後を定義

2. 患者の⽬標と優先事項を明確に
3. 改善・悪化の客観的マーカーを決定

4. 再評価の時間枠を提案

5. TLT終了時の⾏動の決定

JAMA.2011,306:1483–1484.



TLTの適応・ポイント

⽬標︓
・必要に応じて狭い⽬標設定（APACHEⅡ、SOFA、乳酸値、⾎管作動薬など）
・患者・家族が改善を認識することに焦点をあてる
・⼊院前のQOLを⽤いて、ICU⽣存後に期待されるQOLと機能的予後を知る

評価︓
・改善→治療継続
・不変・悪化→TLT開始時の話し合いによる

（TLTの延⻑、緩和ケアへの変更・臓器補助の差し控えを検討）
Intensive Care Med.2018,44:1369–1377. 



TLTによる望ましい効果の例
• 救命できたはずの患者で「救命できないので治療を⾏わない」と
誤って判断する可能性が減る

• 患者・家族、医療者は、限られた時間や急かされた状況で判断を
迫られずにすみ、経時的に Shared decision making できる
• 家族が治療による負担を⽬の当たりにして理解し、それらの治療に
より患者が求めるゴールを得られるかどうか熟考する時間ができる
• 患者の利益に基づいた意思決定を⽬指すため、医療者間の意⾒の
不⼀致が起こりにくい
• 患者の価値観に基づいたゴールが達成できないときは完全緩和となる
ため、「患者を無駄に苦しめる延命治療に⼿を貸している」という
倫理的苦悩でコメディカルがバーンアウトする事を回避できる

則末先⽣のスライドより

JAMA 2012, 307(1):33-34.
JAMA 2011, 306(13):1483-1484.
Ann Intern Med 2009, 151(5):345-349.
Med Health Care Philos 2021, 24(2):227-233.



TLTによる望ましくない効果の例

•少なくともTLTの間、治療の精神的・⾁体的負担を患者に
我慢してもらう必要がある

•ゴールが達成できないとわかり、延命治療を中⽌する際
医療従事者と家族にとって精神的な侵襲が⾼い可能性

Ø治療を “初めからしない” ことと “中⽌する” ことは
倫理的には同義でも、精神的な侵襲は同じではない

•ある程度コミュニケーションが取れる状態で、静かに
家族と過ごせていたかもしれない最後の時間（死の質）
が損なわれる可能性

則末先⽣のスライドより

JAMA 2012, 307(1):33-34.
JAMA 2011, 306(13):1483-1484.
Ann Intern Med 2009, 151(5):345-349.
Med Health Care Philos 2021, 24(2):227-233.



不必要なICU治療を減らすために…
• ACP、事前指⽰、緩和ケア、コミュニケーション介⼊は

効果はっきりせず
• 医師の教育や組織⽀援といった、直接的に患者・家族に

介⼊しないものだけでは効果は限定的かもしれない

▶TLTはパッケージ介⼊であり効果ありそう

ここまでのまとめ

患者への介⼊

期限付きの
治療

コミュニケーション介⼊

繰り返しの
家族会議

TLTTLT



本⽇の論⽂

P 進⾏した重症疾患のため集中治療の効果がないと
考えられる患者 （SCCM Priority3）

I TLTあり（介⼊後）
C 通常のケア（介⼊前）
O ICU滞在⽇数が短縮するか︖ 家族⾯談の質が向上するか︖

JAMA Intern Med. 2021;181(6):786-794.



Study design
• カリフォルニア州、３つの学術的公⽴病院のICU
• インターン・レジデント・フェローで運営、
医療の質向上を促す役割の医師と看護ディレクター
がマネジメントするICU

• 研究期間︓2017年1⽉1⽇〜2019年12⽉31⽇
• 前向き、前後⽐較、質改善研究



Study population 
SCCM guidelines for admission and triage

Priority1 重症で不安定な状態
ICU以外では提供できない集中的な治療やモニタリングが必要

Priority2 集中的なモニタリングが必要
即時の介⼊が必要となる可能性がある

Priority3 重症で不安定だが基礎疾患や急性疾患の性質上
回復の可能性が低い

Priority4
⼀般的にICU⼊室が適切でない
A︓⼀般病床でも可能なケアで⼗分な状態
B︓死が差し迫っている末期で不可逆的な状態

Exclusion criteria 
ü ICU⼊室後に悪化してPriority3になった患者
ü 代理意思決定者がいない患者



Usual care︓介⼊前の４ヶ⽉データを測定
TLT︓２ヶ⽉の教育期間後に４ヶ⽉データを測定



1. ⾃⼰紹介
2. 臨床状況の説明
3. 急性期治療の必要性と

予後の確認
4. 患者の価値観や好みの

確認
5. TLTの計画
6. フォローアップ会議

の計画

step1

TLT使⽤の障壁を

特定するための

グループワーク

step2

step3

4〜6週間の医師へのトレーニング TLT conversation guide

Quality improvement intervention

※Vital talkを改変して作成

TLT使⽤の障壁を
特定するための
フォーカスグループ

TLTの定義・プロトコル
を確認するための講義

TLTプロトコルを
使⽤した家族会議
シミュレーション



介⼊アルゴリズム
eFigure 1.



介⼊アルゴリズム
ケアマネが患者を特定
家族会議のスケジュールをたてる

医師主導で家族会議を⾏い、
予後、ICUケアのリスク・ベネフィット、
家族の価値観や好みを議論する

家族と意思決定者が
緩和ケアを希望

緩和ケアへ移⾏

患者と意思決定者が
積極的なICU治療を希望

TLTを⾏う

TLTの結果や新しい臨床情報を
検討するための家族会議を⾏う

患者が横ばいもしくは悪化 患者が改善︓
積極的なICUケア継続

eFigure 1.



Date collection
• 患者特性、ICU・病院滞在期間、退院後転帰などの
情報は電⼦カルテから収集

• ICU医師は家族会議の⽇程を研究担当者に通知
▶研究担当者は平⽇⽇中の勤務時間中に⾏われる
家族会議に出席し、フォームを⽤いてデータ収集

• The Family Satisfaction in the Intensive Care Unit 
(FS-ICU) を使⽤した家族の満⾜度調査

-時間の制限で3病院中2つで調査
-ICU⼊院の72時間以降、匿名で



The Family Satisfaction in the ICU (FS-ICU)

医学的ケア（14項⽬）
意思決定に関する満⾜度（10項⽬）



Outcome
Primary outcome︓ICU滞在期間

Secondary outcome︓
• 全⼊院期間
• ⽣命維持のための治療を受けた⽇数（⼈⼯呼吸、⾎管拡張剤使⽤、腎代替療法）
• CPRの回数
• 侵襲的処置の回数（中⼼静脈カテーテル、胸腔・腹腔穿刺、腰椎穿刺、内視鏡検査）
• 病院での死亡率

Pre-specified outcome︓
家族会議でdecision-makingの鍵となる内容が話し合われた割合
（内容︓医学的問題、予後、治療のリスク・ベネフィット、患者の価値観や好み、
改善の臨床マーカー、次のステップへの推奨）

サブグループ解析︓⽣存者 vs ⾮⽣存者



Statistical design
• サンプルサイズの計算▶各期間に130名ずつの患者

üα＝0.05、検出⼒＝80％、効果量︓1.3⽇のICU滞在期間減少

• 連続変数にはｔ検定とWilcoxonの順位和検定
• ⼆値変数には χ2 乗検定
• 多変量解析には線形回帰分析

事前に規定した共変量︓年齢、併存疾患、重症度、ICUの主診断、病院

• 時系列モデルには中断時系列解析を⾏った
• 調査期間中のICU滞在期間分布を、累積分布関数で
調べ、Kolmogorov-Smirnov検定を⽤いて⽐較



Result



Patient enrollment
Figure 1.



Figure 1.

Patient enrollment
介⼊前 介⼊後

725⼈がICUに⼊室

144⼈でICUケアが不利益の可能性

Exclude︓
23⼈が緩和ケアへ
9⼈が代理⼈不在

96⼈の患者がInclude113⼈の患者がInclude

Exclude︓
23⼈が緩和ケアへ
11⼈が代理⼈不在

130⼈でICUケアが不利益の可能性

704⼈がICUに⼊室



患者背景︓
•平均年齢63.6歳
• 男性6割、⼥性4割
• ⽩⼈ 2割
⿊⼈ 2割
ヒスパニック 5割
アジア系 1割

•性別、⼈種/⺠族
併存疾患（Charlson Comorbidity Index）

重症度（APACE IIスコア）
の分布は介⼊前後でほぼ同じ
•併存症も介⼊前後でほぼ同じ

• ICU⼊院時の診断︓
急性呼吸不全 3〜4割
⼼肺停⽌ 3割
ショック 2〜3割

Table 1.



• ICU滞在期間の中央値は介⼊後で有意に減少
（8.7⽇ vs 7.4⽇︔P=0.02）

•多変量解析の結果でも介⼊後のグループでは
ICU滞在期間が24.9％減少
（95％CI、8.6％〜38.2％）

結果︓Primary outcome

Table2.

結果の解釈︓
ICU死亡率は両群で変わらないため、ICU滞在期間が減少したのは
結果的に⽣存できなかったであろう⼈がTLTの結果で、より“早期にwithdrawを選択した”



• 家族会議の開催が介⼊後に増えた
• 最初の会議が開催されるまでの⽇数も介⼊後に短縮

• 介⼊前はdecision-makingの鍵となる内容の多くが
あまり話し合われていなかったが
介⼊後はこれらのほとんどが90％以上取り上げられた

Table 2.

結果︓Pre-specified outcome



•全⼊院⽇数の中央値は介⼊後の⽅が短縮
（14.2⽇ vs 10.7⽇︔P=0.01）

• ⽣命維持のための治療を受けた⽇数
⾎管作動薬︓６⽇→４⽇と減少
⼈⼯呼吸︓８⽇→７⽇と減少

結果︓Secondary outcome

Table2.



多くのICU⼿技は介⼊後に頻度減少

結果︓Secondary outcome
Table 2.



ICU死亡率、病院死亡率は介⼊前後で変化なし

結果︓Secondary outcome

Table2.



Table 3.

サブグループ解析︓
• ICU滞在期間の中央値の減少は、⽣存者より⾮⽣存者で⼤きかった
• ICUでの治療強度の低下も、⽣存者より⾮⽣存者で⼤きかった



FS-ICU調査による家族の満⾜度は
介⼊前後で差なし

Table 2.



Figure 2.

時系列解析では、介⼊後の期間の開始時に
ICU滞在⽇数が3.3⽇に減少
（95％CI、-6.52〜-0.08⽇、P = 0.045）



介⼊後ではICU滞在期間のばらつきとICU⻑期⼊院患者数が減少

eFigure 3.



介⼊後の⽅がICUでの⻑期⼊院の確率が低い
（ICU滞在期間が14⽇未満の⼊院は、介⼊前後で 65.5％対81.3％、P=0.03）
ICU滞在7⽇⽬までは患者の割合は介⼊前後でほぼ同じ、8⽇⽬以降で介⼊後の⽅が
滞在期間短縮
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• これまでの研究▶誰が⾒ても死亡リスク⾼い
今回▶医師は不必要な治療と考えても患者・家族が希望

• TLTは、実際に⼀定期間治療することで家族に安⼼感を
与え、信頼関係を構築、受け⼊れるための時間も提供

• 多様な⼈種、貧困層の患者が対象（これまであまりとりあげられていない）

⇔ TLTは⾔語やヘルスリテラシーによらず使⽤可能

• 介⼊対象となったICUでは、元々はあまり家族会議が
⾏われておらず、教育機関であり変化に柔軟であった

Discussion



• TLTの⽬的が重要︓
医師が患者・家族の価値観や優先事項を理解
ICU治療のリスク・ベネフィットを検討
ICU治療を価値観や優先事項に合わせていく

• 話し合いを重ねることで
侵襲的治療が⽬的を達成できないことを認識
効果のない治療の制限が可能になった

Discussion



Limitation
• before-and-afterデザインを採⽤

患者の選択や研究結果にバイアスとなる時間的傾向の影響を受けやすい

•多項⽬にわたる介⼊のうち、どの要素が
医師の⾏動や臨床結果の変化を促したか不明

• FS-ICUの調査は、TLTや家族会議に対する
不快感や不満に鋭敏な指標ではない可能性

•持続性に関して評価できていない



Conclusion

TLTは

Ø効果のないICU治療の期間を減らす
Ø家族⾯談の回数が増え、内容も改善した
Ø ICU治療の強度は減らすが、

病院死亡率や家族の満⾜度は変えない



Limitationとして
ü代理⼈への影響の評価が不⼗分

（FS-ICU回答率低い、⻑期的な不安・うつ・PTSDなどの評価なし）

üICU使⽤状況の評価は重要だが、患者・家族の
希望や⽬標に沿ったケアを反映していない可能性

TLTで家族会議を繰り返すことで
Ø臨床医は治療効果や予後などを明確にでき

悪い知らせを家族に時間をかけて知らせることができる
Ø医師・家族で信頼関係が構築され、

⼀貫性のないメッセージのリスクが軽減される可能性
Ø家族が悪い結果へうまく適応できる可能性



批判的吟味
内的妥当性
• ランダム化・盲検化されていない

▶介⼊の期⽇は決められておりそこに実施者や測定者の意図は含まれない
介⼊前後の患者の特徴はほぼ同じ

• サンプルサイズは予定よりやや少なめ

外的妥当性
• ⽂化・宗教、保険システムなど背景が⽇本と異なる
• 実際の運⽤も問題（教育や家族会議の時間確保、withdraw可能か）



私⾒
• 論⽂の結果に違和感はない

▶実際にTLTを⾏っている施設としては、
医療者の不安感軽減などLOS以外の効果も実感

• ⽇本ではそのまま実践できない施設も多いと思われる
病院、主治医、家族が withdraw を受け⼊れられるかどうか⼤きな問題

▶TLTの研究を⽇本でも⾏い、実践・普及すべき

• TLTをそのまま使⽤するのは難しくても
▶その中のコミュニケーション技法

（5 step framework）は明⽇の臨床から使える


