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Introduction
•北アメリカの医療制度の継続において、無報酬の
介護者（主に家族や親友）は欠かせない存在であ
る。介護者の労働はカナダでは年間270億ドル、ア
メリカでは6420億ドルに換算される。

• ICUで長期間人工呼吸器管理を受けて退室した患
者の半数以上は、その後1年にわたり継続した介
護者のサポートが必要とされる。



Introduction
•介護者のサポートは患者にとっては有益である。
しかし、介護者にとっては、健康に関連したQOLの
低下、感情的苦痛、精神的な負担感、PTSDなど否
定的な結果をもたらす可能性がある。



Introduction
今回の研究の前段階として行われたもの

Crit Care	Med	2006;34:81-6.
目的：①介護者の精神的苦痛と心理的な安定に関連する

ケア場面を明らかにする

②ARDS生存者の介護者の健康関連QOLを、年齢と
性別でマッチさせた健常者と比較する

研究デザイン：横断的研究



Introduction
Outcome:①精神的苦痛→CES-Dで評価

②心理的安定→Positive	Affect	Scaleで評価
③健康関連QOL→SF-36で評価

Results:最終的に47人の介護者のデータを分析

患者によりよいケアをすると、身体・精神面の健康に関す
る予後が悪くなり、介護者自身のライフスタイルが崩壊し
てしまうことを示唆。



Introduction

しかし、サンプルサイズが47と小さい上、患者と介
護者を同時に評価している研究ではない。

The	RECOVER(Rehabilitation	and	Recovery	in	Patients	
after	Critical	Illness	and	Their	Family	Caregivers)プロ
グラムは、これらの研究に基づき、ICUで人工呼吸を
7日以上受けた全てのICU生存者とその家族を対象
に行われた。



Introduction
今回の研究の仮説：より重症な患者の介護、よりよいケ

アをする介護、個人的な活動の制
限、ソーシャルサポートがない、自
分の生活をコントロールしている感
覚がないことが、介護者の精神的・
身体的健康に関連している。

今回の研究の目的：介護者の健康に関する予後の特徴
と予後に悪影響を与える因子を明
らかにすること



Methods
研究デザイン：多施設前向き研究

カナダの大学附属病院10のICUが参加
研究期間：2007.2～2014.3
対象：最低7日間人工呼吸管理を受けたICU生存者の介護者

18歳以上で英語またはフランス語の読み書きができ
る

一患者につき、一人の介護者

介護者の定義：無報酬で退院後の患者ケアに責任を

負う家族、または友人

各施設の倫理委員会で研究プロトコールの承認を受け、

参加者から研究同意を得た。



Methods
データ収集：ICU生存者の介護者の研究で使用された

Pearlin’s Stress	Process	Modelを使用
ICU退室7日後、3か月後、6か月後、1年後
にアンケートを実施

介護者・患者背景因子、ストレッサー、介護者の精神・身体的健康、

社会心理的資源を含めた包括的なモデル



Methods
介護者の予後の測定

①うつ症状：疫学的研究用うつ病尺度 20項目
Center	for	Epidemiologic	Studies	Depression[CES-D]

②心理的な安定：感情測定スケール 10項目
Positive	Affect	Scale	of	the	Positive	and	Negative
Affect	Schedule[PANAS]

③身体的健康状態：身体的側面のQOLサマリースコア
Physical	Component	Summary[PCS]

④精神的健康状態：精神的側面のQOLサマリースコア
Mental	Component	Summary[MCS]

＊③④はMedical	Outcomes	Study	36-Items	Short-Form
Health	Survey[SF36]のサマリースコア



Methods
介護者の予後に関わる独立因子の測定

①Medical	Outcomes	Study	Social	Support	Survey	20項目
②Pearlin’s and	Schooler’s	Mastery	Scale	7項目
自分で生活をコントロールする感覚を調査

③Caregiver	Assistance	Scale	17項目
患者への援助の程度を調査

④Caregiving	Impact	Scale	14項目
介護者の社会生活への影響度を調査

⑤Personal	Gain	Scale	4項目
介護の結果、人として成長を感じているかを調査



Methods
患者の予後に関わる独立因子の測定
①生活の自立度：機能的自立度評価法

Functional	Independence	Measure[FIM]
②歩行能力

6-minute	walking	test
③うつ症状:ベック抑うつ評価尺度

Beck	Depression	Inventory-Ⅱ[BDI-Ⅱ]
④心的外傷後ストレス症状：出来事インパクト尺度

Impact	of	Event	Scale[IES]
⑤精神的健康状態：精神的側面のQOLサマリースコア

Mental	Component	Summary[MCS]
⑥身体的健康状態：身体的側面のQOLサマリースコア

Physical	Component	Summary[PCS]
＊⑤⑥はMedical	Outcomes	Study	36-Items	Short-Form
Health	Survey[SF36]のサマリースコア



Methods：統計学的分析
•患者および介護者の背景を平均（SD）およびパーセント
で表記し比較。

• CES-Dが15点（うつのリスク）と21点（うつ症状）を閾値と
して分類。

• Latent	class	linear	mixed	modelを用い、介護者のうつ症
状が同じ方向に向かっている群を同定。

•介護者の予後に関連した因子を検討するため、mixed-
effects	modelを使用。
•欠損値に対しては、R	softwareを用いてmultivariate	
imputationを行った。



Results: Caregiver	recruitment	and	
retention	for	one-year	follow-up	

280人を登録
し、1年間の
follow-upで
解析した介護
者は、238人
(85%)



Results: Characteristics	of	the	caregiver	
at	baseline

介護者全体で平均年齢53.2±13.4歳、70%が女性。61%が配偶者の
介護。年収70万カナダドル以上38%、被介護者と同居は69%



Results: Two	groups	of	caregivers	
about	depressive	symptoms

Latent	class	linear	mixed	modelを使った分析では、うつ症状が時間
の経過と共に改善する群と強く残った群を認め、16%の介護者で
は1年後もうつ症状が強く残っていた



Results: Characteristics	of	the	caregiver	
at	baseline

うつ症状が時間の経過と共に改善する群と強く残った群で、
介護者の年齢、性別、配偶者の介護であるか、年収、被介護
者と同居であるかという特性に有意差なし



Results: Characteristics	of	the	caregiver	
at	baseline

うつ症状が時間の経過と共に改善する群と強く残る群で
PANAS以外すべての項目で有意差あり
うつ症状が改善する群で精神的・身体的健康状態は良く、自
分で生活をコントロールしている感覚を持っていた。

また、援助の程度が濃厚で社会との関わりを維持、ソーシャ
ルサポートを受けている傾向が強かった



Results: Caregivers	with	CES-D	score
0-60点で評価
16点以下は正常
＝うつ症状がない

16-21点うつのリスク
を示唆

21点以上うつ状態を
示唆

16点以上が7日目67%、3か月49%、6か月と12か月は43%
介護者の多くにうつのリスクがあった



Results: Caregivers	with	PANAS	score	
and	MCS	score	and	PCS	score

PCS、MCSは0-100点で評価

ハイスコアほど身体的・精神的に健康

PANAS、MCSのハイスコアの割合は徐々
に増加＝時間の経過と共に安定化

PCSは、時間の経過に左右されず安定

＝身体的健康はあまり変化がない

10-50点で評価
ハイスコアほど
心理的に安定



Results: Patient	Demographic and	
6-minute	walking	test	

介護者がいる患者の平均年齢55.6±16.2
歳、40%が女性、ICU在室日数25±16.9日
APACHE	Ⅱスコア21.5±8.1
FIM	62.8±29.8点
介護者がいない患者とも大きな差はない

介護者のうつ症状が改善した群と強く残っ
た群の患者背景の有意差はない

患者の機能的能力は1年間の
フォローアップ期間中に改善した
が、6分間歩行テストでは一般と
比べて歩行距離は75%以下にと
どまっていた



Results: Mixed-Effect	Modeling	for	
Caregiver	Outcome	Variables

うつ症状がでやすく、心理的に不安定・精神的健康を害しやすいのは、若い介
護者。一方、身体的健康と有意に関連があるのは、年齢が高い介護者。



Results: Mixed-Effect	Modeling	for	
Caregiver	Outcome	Variables

介護により他の活動に影響を与えていること、ソーシャルサポートがないこと、
生活をコントロールしている感覚がないことがうつ症状、心理的安定、精神的・
身体的健康と関連が深い。また、年収が5万カナダドル以下の介護者も予後が
悪くなる傾向にあった。しかし、患者背景は介護者の予後とは有意に関連してい
なかった。



Discussion
• ICUで7日以上人工呼吸管理を受けた患者の介護
者は、精神的な健康に関する予後が悪かったが、
身体的な健康状態は一般の人とあまり差がなかっ
た。

•介護者の予後は、患者背景、患者の機能的およ
び心理的予後の変化と関連性がなかった。一方で
介護者自身の背景が予後を左右している可能性
があった。

•ほとんどの介護者のうつ症状は時間とともに改善
したが、うつ症状が強い群ではその傾向は認めら
れなかった。



Discussion
• ICU退室後12ヶ月の時点で43%の介護者にうつの
症状があった。

• この頻度は、一般的なカナダ人（12%）や、認知症
の介護者（32%）よりも高かった。
•過去の研究においても、4日以上の人工呼吸を受
けた患者の介護者のうち、ICU在室中に90%、退室
2ヶ月後に61%がうつ症状を示した。
• つまり、ICUで人工呼吸器管理を受け、生存退院し
た患者の介護者は、アルツハイマーのような慢性
進行性疾患の介護者や同年代の人よりうつになる
リスクが高い。



Discussion
•長期に渡るデータ解析において、介護者のメンタ
ルヘルスに影響を及ぼす重要な要因について以
下のことが明らかになった。

•介護者には、うつ症状が初期には強かったが時間
とともに改善する群と、1年後も強いままであった
群があった。

•多変量解析により、患者の重症度、機能的能力、
認知能力、および神経心理学的健康状態は介護
者の予後には関連せず、介護者の特徴や介護環
境が関連していたことが示された。



Discussion
•具体的には、年齢が高いこと、介護の対象が配偶
者であること、収入が高いこと、ソーシャルサポー
トを受けていること、自分の生活をコントロールし
ている感覚をもっていること、介護が日常生活にあ
まり影響を及ぼしていないことが介護者の良好な
予後と関連していた。

•他の研究において、1日あたりの介護量が多いこ
とやヘルパーなどの有給介護者の介入、患者の
年齢が高いことがよりうつ症状を引き起こすことに
関連していることが示されている。

•今回の研究は、患者と介護者両者の背景と予後
を包括的に評価し、介護者の健康に関連する予後
に貢献する介護場面について検討した点が新しい。



Limitations
• コントロールグループがないことや患者がICUでの
治療をうける前の介護者のメンタルヘルスについ
ての情報がないため、うつ症状がケアを提供した
結果であるとは限らない。

•一般人との比較は、重要な背景因子に関してマッ
チしていないため、注意深い解釈が必要である。

• うつが改善されなかった群は比較的Nが少ないた
め、大きなサンプルで検討する必要がある。

•欠損したデータについては、推測値を導入する必
要があったため、正確なデータとはいいがたい。



Conclusions

•病態が重症であるということは、 患者のみではなく介
護者の長期予後に影響を与えることを示唆。

•重症患者の介護者のサポートは十分ではないが、そ
れぞれニーズが違うことに焦点をあてる必要がある。

•介護者へのメンタルヘルスセラピーの充実や社会と
のつながりを維持できるようにすることが必要。



私見
•患者の入院により家族やキーパーソンの生活は大
きく変化し、退院後もそれは続いている。ICUからど
のような援助ができるか、考えていく必要がある。

• ICUでも退院後の生活を見据えて、生活背景の把握、
社会資源の活用など退院支援部門と協働し整えて
いくことを今後も続けていきたい。

•日々の家族やキーパーソンとの関わりの中で、訴え
や表情に注目することが多く、うつ症状という視点で
は見ていなかった。今後はそのことも考慮し関われ
るようにしてきたい。


