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ICU内のコンフリクトマネジメント戦略における
緩和ケア医師と集中治療医の違い



背景(1)

• ICUでの医師と代理意思決定者間のコンフリクト
は一般的で、48%の家族がICUスタッフの治療制
限の決定についてコンフリクトを感じている
（J	Gen	Intern	Med J	2001;16:283-289）



＜目的＞ICUにおいて患者の治療制限が考慮されるときに起こるコンフリクトの発生
率と性質を明らかにする
＜デザイン＞前向きインタビューの質的分析
＜施設＞6つの大学病院のICU
＜対象＞withdrawalまたはwithholdingが考慮された102名の患者に関わった406名
の医療者（医師：203名、看護師：203名）

＜結果＞
事例の少なくとも78%にコンフリクトが存在
家族間のコンフリクトは24%
医療者-家族間コンフリクトは48%
医療者間のコンフリクトは48%
延命治療の決定そのもの63%
コミュニケーションや疼痛コントロール45%
社会的問題についてが19%

（J	Gen	Intern	Med J	2001;16:283-289）



背景(2)
• コンフリクトの解決が不十分な場合
– 代理決定者に負の感情をもたらし、スタッフのモラル
の低下とバーンアウトに影響を与える

• コンフリクトの解決がうまくできた場合
– 当事者が相手の視点をより理解することを助け、建設
的なものになる

• 倫理や緩和のコンサルタントが関与すると…
– 集中治療医と代理意思決定者間のコンフリクトを解決
させる

– 家族の感情的なアウトカムやICU在室期間の改善な
どの臨床のアウトカムを改善させる
（Chest 2011;139:543-554、Crit Care	Med 2000;28:3920-3924）



＜背景＞
ICUにおいて家族と医療従事者のコミュニケー
ションは患者と家族のアウトカムと医療資源
に影響を与えていると言われる
ICUにおける医療従事者ー家族間のコミュニ
ケーションの質とアウトカムに関する介入研
究をシステマティックレビューする
＜方法＞
1995から2010年7月までのMEDLINE、
PsychInfo、Cochran、CINAHLのデータベースを
検索
＜結果＞
最終的に21の論文を分析
＜結論＞

書式を用いた情報提供や構造化されたコミュ
ニケーション、倫理カンファレンス、緩和ケア
の専門家の介入は、家族の感情的なアウトカ
ムを改善しICU滞在日数や過剰な処置を減ら
す

Chest 2011;139:543-554



背景(3)

• 専門家がコンフリクトをどのように扱うのか理解
できれば、臨床医がコミニュケーションの介入の
参考にできる

– 既存の専門家のコンフリクトマネジメント学習方法
には重要な限界がある

• シミュレーションはリスクの高いコミュニケーショ
ンを学ぶ際に安全で実現可能な方法である

– ICUの医師として家族とのコミュニケーションに関連し
た有効なコンフリクトのシミュレーションを作った

（Ann	Am	Thorac Soc 2015;12:526-532）



Ann	Am	Thorac Soc 2015;12:526-532

＜目的＞
ICUにおけるコンフリクトマネジメ
ントを調査するために開発したシ
ミュレーションをICUの医師におい
て、実現可能性、許容可能性、現
実性において査定すること
＜方法＞

ガイドラインを参考にシミュレー
ションを作成
• Med	Teach.2005;27:10–28.
• Med	Teach 2013;35:e1511–1530.
• J	Contin Educ Health	Prof. 2012;32:243–254.
• Med	Teach.2009;31:701–708.

3つの大学病院のICUで働く36名
の医師（集中治療医、緩和ケア
専門医、フェロー）にシミュレー
ションに参加してもらう
終了後に半構造化面接を行う
＜結果＞

全ての参加者にコンフリクトが生
じた
0から10のスケールで平均8以上
の現実性だった

半構造化面接において改善のた
めのいくつかの提案が得られた



目的

シミュレーションを用いてICUにおけるend-of-life	
careの決定の際のコンフリクトに対する緩和ケ
ア医師と集中治療医の対処の違いを明らかに
すること



方法

• 施設：1施設の大学病院ICU
• 対象：緩和ケア医師と集中治療医
• 手順：
– コンフリクトのシミュレーションを実施
–シミュレーションで録音された音声から逐語録を
作成しコードブックに分類

–課題焦点型と関係構築型の二つのカテゴリーに
分類し、統計学的に分析



方法

【シミュレーションのケースの説明】

• 患者は転移性の悪性腫瘍で重症疾患によって生じる急
激な出来事に苦しんでいる

• 患者は先進の生命維持治療の使用をしない旨の最近記
載された事前指示書を持っていた

• 代理意思決定者は患者の意思に従うことを拒絶し、代わ
りに回復し自宅に戻ることを望みに生命維持を続けるこ
とを選ぶ

–経験豊富な俳優を雇い、娘を演じてもらい、ロールプ
レイを通して俳優をトレーニングした



方法

【研究参加者と手順】

• ICUの家族カンファレンスに日常的に参加している医師を
募集した：集中治療医、フェロー、レジデント、緩和ケア医師

• 全ての参加者に同意を得て25ドルの支払いをした
• 施設の倫理委員会の承認を得た
• シミュレーションを受ける前に属性に関するアンケートを
行った

• 事前に患者の診療録と事前指示書をレビューしてもらい、
家族カンファレンスのシミュレーションを行い録音した

• カンファレンスは30分までとした
• 録音された音声から逐語録を起こし、分析した



方法
【データ分析方法】

コードブックの開発

• 帰納的方法と演繹的方法を両方使って開発した
Ø 帰納的アプローチは２つ

– 関連文献：一般的な解決スキルを特定
– 専門家に聞く：一般的な文献のコンフリクトの解決方法ではなく臨床で大切な
コンフリクトを管理するスキル

Ø 演繹的方法はシミュレーションを質的に分析
– 修正版グランデッドセオリーアプローチを使って質的に分析した
– 5つのシミュレーションからコンフリクトマネージメントの声明を特定
– 継続比較分析を通した包括的コードブックについてのすべてのコンフリクトの
声明を合わせた

– すべての新しいデータが現存するテーマに簡単に分けられることで理論的飽
和に至った

• 理論的飽和に達し、すべての逐語化されたインタビューを
コーディングされたフレームワークに当てはめた



方法

【コーディングプロセスと評価者間妥当性】

• 二人の評価者すべての逐語録からコードを生成した
• 評価者は医師が緩和ケア医師か集中治療医かどうかわから
ないようにした。

• まず、二人の研究者が代理者とのコンフリクトを同定するた
めにすべての逐語録を独立して読んだ

• 次に、研究者はカンファレンスで用いられたコンフリクトマネジ
メントを同定するために前述のコードを適用した

• コーディングの信頼性を保証するために、幾つかの差異は
ディスカッションを通して解決し、一致したコードのみ最終的
なコードブックに含めた



方法

【フレームワーク内のテーマの構成】

• ステートメント間の潜在的な違いを査定するために、ス
リーファンクションモデルに従ってコードテーマを組織化
した

• このモデルは3つのインタビュー機能を含んでいる。

1）問題を理解するための「データ収集」
2）情報を提供するための「教育とカウンセリング」
3）信頼と感情への反応を通しての「関係性の構築」



方法

【フレームワーク内のテーマの構成】

• ステートメント間の潜在的な違いを査定するために、ス
リーファンクションモデルに従ってコードテーマを組織化
した

• このモデルは3つのインタビュー機能を含んでいる。

1）問題を理解するための「データ収集」
2）情報を提供するための「教育とカウンセリング」
3）信頼と感情への反応を通しての「関係性の構築」

課題焦点型

関係構築型



方法
＜課題焦点型コミュニケーションが含むテーマ＞

1)予後についての情報を与える
2)事前指示はどのように適用されるべきか伝える
3)代理意思決定者としての考え方の説明
4)患者の臨床状況の誤解を正す
5)説明を繰り返す

＜関係構築型コミュニケーションが含むテーマ＞

1)共感の表現
2)個人としての患者についての質問
3)患者の価値観について問う
4)サポートの申し出
5)関心の共有を確認すること



＜医学的事実と予後の理解＞

＜代理意思決定者の役割に関する教育＞

＜患者の価値観の理解の共有＞

＜代理意思決定者への支援＞

＜対立の解決への試み＞

•	予後について
•	悪い予測の言及
•	情報提供の反復

•	利害を共有していることの明示
•	患者の価値観の追求
•	個人としての患者についての議論

•	事前指示書の適用についての強調
•	代理意思決定者の原則についての
議論

•	感情を理解し支えること
•	代理意思決定者の視点の探求
•	サポートサービスの提供
•	利用可能なスタッフの提供
•	尊敬すること/称賛すること
•	感情的な支援
•	感情の確認

•	不確実性の認知
•	誤解の修正
•	理解度のチェック

•	感情の探求

•	意思決定への猶予
•	方針を維持する
•	治療の助言

•	オプションを作る
•	意思決定者に従う



＜医学的事実と予後の理解＞

＜代理意思決定者の役割に関する教育＞

＜患者の価値観の理解の共有＞

＜代理意思決定者への支援＞

＜対立の解決への試み＞

•	予後について
•	悪い予測の言及
•	情報提供の反復

•	利害を共有していることの明示
•	患者の価値観の追求
•	個人としての患者についての議論

•	事前指示書の適用についての強調
•	代理意思決定者の原則についての
議論

•	感情を理解し支えること
•	代理意思決定者の視点の探求
•	サポートサービスの提供
•	利用可能なスタッフの提供
•	尊敬すること/称賛すること
•	感情的な支援
•	感情の確認

•	不確実性の認知
•	誤解の修正
•	理解度のチェック

•	感情の探求

•	意思決定への猶予
•	方針を維持する
•	治療の助言

•	オプションを作る
•	意思決定者に従う課題焦点型 関係構築型



方法

【統計分析】

• 緩和ケア医師と集中治療医によって用いられるコミュニ
ケーションの声明の比較を作るためにt検定を行った

• 課題焦点型と関係構築型のどちらを使うかnegative	
binomial	modelingを使用し、医師が緩和ケア医師である
か関連を査定した

• 過分散のため、ポアソン分布を選択した（分散が平均よ
りも大きかったため）

• 最初の分析からトレーニングレベルのために混乱するの
を減らすためにレジデントは除外した



結果
【研究参加者の特性】
集中治療医36名：
専門医22人（61%）、フェロー9名
（25%）、レジデント5名（14%）
– レジデントのデータはトレーニン
グレベルによる混乱を避けるた
めに除外

– すべてのフェローはコンフリクト
の解決のトレーニングを受けて
いた

緩和ケア専門医11名：
ホスピスや緩和ケア医師に登録を
されている専門医

平均年齢37歳
平均臨床経験8年
様々な性別や人種が含まれた

カンファレンスの時間に差はな
かった。



結果

【コンフリクトマネジメントスタイルの比較】

課題焦点型 関係構築型

緩和ケア医師は集中治療医と比較すると、関係構築型のコミュニケーションを多くを
用い、課題焦点型のコミュニケーションを少なく使用していた

緩和ケア医師 緩和ケア医師ICU医師 ICU医師



結果

緩和ケア医師は集中治療医に比べて
課題焦点型のコミュニケーションの利用が45%少ない（P=0.002）
関係構築型のコミュニケーションの利用が54%多い（P=0.095）

課題焦点型

関係構築型



結果

カンファレス毎の平均使用頻度（緩和ケア医師：集中治療医）
予後についての情報を与える 1.6回：3.9回（P=0.007）
説明を繰り返す 0.3回:1.1回（P=0.03）
共感の表現 7.1回:4.6回（P=0.03）

課題焦点型

関係構築型



考察
• 緩和ケア専門医は集中治療医に比べて課題焦点
型のコミュニケーションが少なく、関係構築型のコ
ミュニケーションが多い傾向にあった

• 外来における事前のケアプランについて話す場合、
倫理や緩和ケアのコンサルタントは他の内科医と
比べ、患者の話をより聞くことに時間を費やす

（Arch	Intern	Med 2000;160:3477-3485）

緩和ケア専門医は環境に関係なく、難しい会話を管理
する際に、一般とは異なる独自のスキルを持つことが
示唆された



考察
• 医師のコミュニケーションにおける振る舞いは重
要な臨床における意味を持つ

• End-of-lifeの会話における能力は患者満足度の
向上と訴訟率の低下に関係している（Ann	Intern	Med
1996;125:640-645、N	Engl J	Med 1984;311:49-51、N	Engl J	Med
1985:313;1422-1424）

• コミュニケーションにおける医師のより同情的な
振る舞いは、患者の不安を減らすことに関係して
いる（J	Clin Oncol 1999;17:371-379）
コンフリクトマネジメントをする際に、情報伝達の強調を
減らし関係構築に焦点を当てることは、戦略として有効
かもしれない



考察

• 緩和ケア専門医がどのようにコンフリクトマネ
ジメントするか理解することは、臨床医にコン
フリクトマネジメントスキルを教える教育プロ
グラムの構築に役立つかもしれない

• コンフリクトのような難しい状況をシミュレー
ションすることは、一般の医師を訓練する安
全で効果的であり、感情的な苦悩のリスクを
減らす方法である



考察
＜研究の限界＞

1. 関係構築型のコミュニケーションにおいて有意差が出な
かった
– サンプルサイズが小さい

– 緩和ケア医師は臨機応変に活用できる手立てが多い

– 集中治療医の中にも関係構築により長けたものがいた

2. シミュレーションであるため実際の結果につながるかは
わからない

3. 集中治療医はトレーニングレベルにばらつきがあったが、
緩和ケア医師はすべて専門医だった

4. １つのタイプのコンフリクトにおける研究であるため、今後
は他のタイプのコンフリクトでやる必要がある



結論

• 緩和ケア医師は集中治療医と比較してより少ない課
題焦点型のコミュニケーションとより関係構築に向け
た傾向に行動することを明らかにした

• これらの結果は、ICUにおける緩和ケア医師のコンフリ
クト事例のコンサルテーションの背景にある利点の幾
つかのメカニズムを説明する助けになるかもしれない

• これらの熟練されたコンフリクトマネジメント戦略は将
来、集中治療医の質の高いコミュニケーションスキル
のトレーニングとして取り入れられる可能性がある



私見

• 「救急・集中治療における終末期に関するガイドライン」な
どにより、終末期の判断や対応の方向性は示されている

• 予後についての情報提供や誤解をただし、事実を伝えて
いくことはとても重要に感じる

• しかし、患者・家族は危機状態にあり、決定をした後も揺
らぎやすく、コンフリクトが生じやすい環境にある

• 家族ケア用紙の活用、長期患者への早期の看護チーム
化、家族との話し合いの際にICU医師や看護師が同席す
ること

• 患者の価値観についての議論や、家族の感情を理解し
支える意思を伝えていくことを意識的に取り入れたい


