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introduction 



Physician staffing patterns and clinical outcomes 
in critically ill patients: a systematic review.  
Pronovost PJ, Angus DC, Dorman T, Robinson KA, Dremsizov TT, Young TL.  

JAMA. 2002; 288(17):2151-62. 

 

【方法】 
26のobservational studiesからのmeta-analysis 
ICUをLow-Intensity ICU(集中治療医へのconsultは自由、または集中治療医不在)と 
High-Intensity ICU(集中治療医へのconsult必須、またはClosed ICU)に分類し、 
両群におけるICU死亡率、病院死亡率、ICU滞在日数、病院滞在日数を比較。 
 
【結果】 
High-Intensity群で病院死亡率・ICU死亡率は有意に低くなった。 
病院滞在日数、ICU滞在日数もHigh Intensity ICUで短縮された。 
 



集中治療専門医がICU患者をみることで患者の
予後が改善する。 

 

このスタディの結果は集中治療専門医の人員
配置モデルを拡大する傾向へとつながっていっ
た。 

 



最近では、集中治療医をICUに24時間常駐させ
ることを提案する論文もいくつかでている。 

これらの提唱者は、夜間の集中治療医の配置
は様々な面でメリットがあると想定している。 

・治療計画の早期立案 

・不安定な状態からのより適切な蘇生 

・ベッドサイドでのより密接な治療   etc… 

 



Effect of 24-hour mandatory versus on-demand critical care 
specialist presence on quality of care and family and provider 
satisfaction in the intensive care unit of a teaching hospital 

crit care medicine 2008; 36: 36-44 

 

 

 

オンデマンドから24時間勤務へ体制をシフト 

対象患者 シフト前：1301人    シフト後：1321人 



【結果】 

• ＩＣＵ死亡率、院内死亡率、合併症の頻度は
変わらなかった。 

• スタッフ満足度は高くなったが、患者家族は
どちらの場合でも満足度が高かった。 

• evidence-based careが実施されていなかった
日数が24％→16％へ減少した（p=0.002） 

• 入院日数が短くなった 

 (95%CI -0.3to-2.5days, p=0.017) 





Study design 

• 2009～2010年の間、APACHE臨床情報システ
ムに参加したICU患者（17歳以上）を対象 

• 後ろ向きコホート研究 

• APACHEデータはそれぞれ各地域のコーディ
ネーターによって集められた 

• specific data elements: 

入院時診断、年齢、ICU入室前はどこにいたか、ICU
入室時までの入院期間、ICU入室してから２４時間
以内の変化 

 



• primary outcome: 

 院内死亡率 

 

• primary exposure variable(主要暴露変数): 

 夜間にICU専門医を配置する 

 （ICU常駐 or 院内にいてすぐに駆けつけられる） 

 



• Covariates（予測因子） 
— 年齢 
— 人種 
— 性別 
— APS（acute physiology score） 

— 合併症の有無（免疫不全症候群、リンパ腫、骨髄腫、肝硬変、
肝不全、免疫抑制、転移性癌） 

— ICU入室前はどこにいたか 
— ICU入室までの入院期間 
— 年間ICUにどれだけいたか 
— 入室時診断 
— 入室時人工呼吸器が必要だったかどうか 
— その病院の教育の度合（レジデント数とベッド数から算出） 
— 日中の集中治療医の配置モデル（Low or High） 
— 地域 
— ICUの種類 

 



• 夜間集中治療医配置と院内死亡率を５つのサ
ブグループ間で評価： 

①ICU入室時積極的な治療が必要となった患者 

②ICU入室時人工呼吸器使用となった患者 

③夜間ICU入室患者（午後７時～午前７時） 

④APS(acute physiology score)が高い患者 

⑤敗血症患者 



追加検証 

他データに基づく後ろ向きコホートスタディを施行 

【方法】 

• 米国ペンシルバニア州地方自治体に所属する
病院の退院データ（PHC4）を使用 

• 2004.7.1～2006.6.30の成人の退院記録 

• 夜間集中治療医配置と院内死亡率をロジス
ティック回帰分析で評価 

• 予測因子：年齢、予測死亡率、ICU入室までどこ
にいたか、人種、ICUの種類、病院の教育の度
合、合併症の有無 



Statistical analysis（統計学的分析） 

• 連続変数に対してはマン・ホイットニー検定を、カテゴリー変
数に対してはχ二乗検定もしくはフィッシャーの正確確率検定
を施行 

• 夜間集中治療医配置モデルと院内死亡率との関係の多変
量モデルは、リスク調整のもと、ロジスティック回帰分析で評
価された 

• 患者年齢とAPS（acute physiology score）は限定的線形スプラ
インでモデリングされた 

• カテゴリー変数は指示共変数を使用しモデリングされた 

• ICU患者のクラスター解析を計算する際には、ロバスト分散
推定を用いた一般化推定方程式が用いられた 

• 全ての解析にはStata software ver 11.0が用いられた 



results 



Characteristics  
of  

Hospitals and Patients 
（二変量解析） 









Nighttime intensivist staffing 
and 

mortality 
（多変量解析） 



• 多変量モデルにおいて、夜間集中治療医の
配置と死亡率に関連は認められなかった。 

  （Odds ratio for death:1.02、95%CI:0.73～1.41、P値：0.92） 

 

• 日中の集中治療医の働きと夜間集中治療医
の配置の有無との間には関連が認められた。
（Table 4） 







Resultまとめ 

• 日中Low-intensity ICUでは、夜間の集中治療医
の配置は、リスク補正後の死亡率の低下と関連
していた。（オッズ比 0.62、P＝0.04） 

• 日中High-intensity ICUでは、夜間の集中治療医
配置は、リスク補正後の死亡率に関して利益を
もたらさなかった。（オッズ比 1.08、P＝0.78） 

 

検証コホートにおいても、日中の配置、夜間の配
置、院内死亡率に、同様の関係が認められた。結
果の傾向は APACHE コホートと同様であった。 



Discussion 

 



このスタディの結果は、 

日中の集中治療医の役割に依存して、夜間集
中治療医がいることが死亡率の低下に関係性
があることを示している。 

 

しかし、この関係性は 

リスク補正した場合にのみ認められた。 



夜間対応する医者が集中治療専門医であるほうが、 

• 不安定な患者への適切な蘇生 

• 素早い初期対応 

• より効果的な複合的治療 

といった面で、優れていると考えられる。 

実際、素早い抗生剤投与と蘇生対応が予後を改善する
というevidenceのあるSepsis患者のサブグループ解析で
はその傾向がある(table 4) 

 

⇒日中のＩＣＵのシステムよりも夜間集中治療医配置と
死亡率に関係している要因がほかにあるかもしれない。 



また、今回のスタディでは日中High-intensity 
ICUにおいて死亡率の改善は認められなかった

が、夜間に集中治療医を配置することは死亡
率以外に他になにか利点があるかもしれない。 



Twenty-four-hour intensivist presence: a pilot 
study of effects on intensive care unit patients, 
families, doctors, and nurses. 
Garland A, Roberts D, Graff L. 
Am J Respir Crit Care Med. 2012 Apr 1;185(7):738-43. Epub 2012 Jan 12.  

 
 24時間ICU集中治療医が常駐することの集中治療医、患者、家族、 
 看護師、施設スタッフに対する効果を検証する。 
 



【方法】 
 
・カナダにおける2つのclosed-ICUで検証。 
（10-bed medical ICU in a 753-bed、 6-bed medical–surgical ICU in a 231-bed） 

・交叉パイロット試験で２つの勤務体系を合計32週間検討。 
 
勤務体系 
・標準勤務：１人の集中治療医が７日間勤務。夜間はオンコール対応。 

・シフトワーク勤務：１人の集中治療医が７日間勤務。夜間は他の集
中治療医がＩＣＵ待機。 
 
参加者とprimary outcome 
24人の集中治療医：バーンアウト 
119人の患者家族：満足度 
74人の看護師：共同勤務・コミュニケーションの満足度 
34人の施設スタッフ：自主性、学習機会、監視されている気分 
501人の患者：死亡率、在院日数、資源消費 

 



【結果】 

シフトワーク勤務(夜間集中治療医常駐)において 
• 集中治療医のバーンアウトが少なかった。(p＝ 

0.04) 

• 看護師との間で役割分担上での衝突が多かっ
た。(P < 0.001) 

• 施設スタッフ(レジデント等)は、学習機会に差は
なかったが、自主性の減少を感じ、監視されてい
る気分が増した。 

 
• 院内死亡率(P = 0.44)、ＩＣＵ在室日数(P = 0.46)、
患者家族満足度(P = 0.79)に有意差は認めな
かった。 

 



Conclusion 

 



今回のスタディからは、日中の医師の役割に
よって、患者予後と夜間集中治療専門医を配
置する関係に影響があることがわかった。 

 

そして、今日の集中治療専門医の人員配置モ
デルを拡大する傾向に疑問が残る結果となっ
た。 

 



なにか患者予後と夜間集中治療専門医配置と
の関係に影響があるものがほかにあるかどう
か、今後さらなる検討が必要である。 

 

しかし、患者に与える影響はもちろん、医師、看
護師、施設スタッフ、患者家族等それぞれへの
影響があるため、個々の病院・ＩＣＵに最適な方
法をそれぞれの病院が模索してくことが求めら
れる。 


