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Introduction

• 米国の成人の半数近くは、終末期に延命治療
を受けるかどうかを自分自身で決めることがで
きなかった（N	Engl J	Med.	2010;362(13):1211-1218）

• そのため、家族や近親者はこの困難な意思決
定をする代理者になるよう頼まれる

• この役割を果たすために、代理者は治療によ
り起こりうる予後を理解する必要がある



Introduction

• 過去30年にわたる研究により、重症患者の
代理者は予後予測について楽観的であるこ
とが多いことが示されている

（Crit Care	Med.	2000;28(8):3044-3049）
（Crit Care	Med.	2009;37(11):2888-2894）

（J	Am Geriatr	Soc.	2000;48(5)(suppl):S70-S74）

Ø医師は重症患者の終末期ケアで も重要な
障害の１つとして、代理者の非現実的な予測
を上げている（JAMA	Intern	Med.	2015;175(4):549-556）



Introduction

• 代理者による予測についての誤解はよく言わ
れているものの、この誤解の原因が不明なた
め進歩が乏しい

• これについての古典的な仮説は、代理者の不
正確な予測は医師の予後評価に対する誤解
から生じているというものである

（J	Clin Oncol.	2007;25(11):1357-1362）



Introduction

• 意思決定に関する心理学によると、他の要因が影
響している：楽観バイアス、代替価値

• これらにより、代理者が予後について医師とは異
なる信念を持ちうる

• ICUにおける代理者についての小規模な質的研
究やシュミレーション研究において、上記の要因
が医師と代理者の不一致に影響していることが示
唆されている

（Chest.	2009;136(1):110-117）
（ Am	J	Respir Crit Care	Med.	2010;182(7):	905-909）

（J	Palliat Med.	2013;16(3):243-249）
（Ann	Intern	Med.	2012;156	(5):360-366）

• しかし、重症患者のための実際の意思決定の場
では検証されていない



Introduction

• 不一致に関連する要因を明確にしなければ、予
後についての効果的な会話を行う時の障害につ
いての介入が困難になる

そこで、

•予後予測について代理者と医師の不一致が
起きる頻度を量的に調査

•代理者が予後について医師の評価と異なる信
念を抱く理由を質的に調査



Methods

• 研究デザイン：Mixed-methods研究
• 研究期間：2005年1月4日〜2009年7月10日
• 対象：カルフォルニア州、サンフランシスコ医療セン
ター大学にある4つのICUで死亡リスクの高い患者の
代理意思決定者

• 手順：①アンケート
②インタビュー

③量的分析・質的分析



Methods

• 人工呼吸器装着5日目の患者の代理者にアンケートを実施

① 代理者の背景について：15項目
② 医療と自分自身の信念について：9項目
③ 代理者について：８項目
④ 愛の人の医療ケアについて：６項目
⑤ 信仰について：９項目
⑥ 将来を予測する医師の能力について：５項目
⑦ 愛の人の予測について：10項目
⑧ 愛の人の主治医について：６項目
⑨ 意思決定での好ましい役割について
⑩ 医師がICUでどのくらいあなたと情報交換したかについて：

15項目

【アンケート】



Methods

• 医師の予後予測について知らないインタビュアーが
アンケートの後に代理者に半構造化インタビュー

• インタビュアーは代理者に２つの質問をする
① 愛の人が助かる見込みについてどう思うか？

② 医師が患者の助かる見込みについてどう思っている
と思うか？

• 次に患者の予後について少し教えてもらっても良い
ですか？とインタビュアーは質問から発生したテーマ
を認識面談や標準化された方法を使い代理者に問う

【インタビュー】



A：医師の予後予測
B：医師の予後予測の代理者の認識
C：代理者の予後予測

ü医師と代理者の間の予後予測に少なくとも20%の差がある
ものを不一致と定義

代理者による誤解

信念の違い

医師と
代理者の
不一致



Methods

• 医師と予後についての不一致がある代理者を、
悲観的な不一致群と、楽観的な不一致群に分類

• 代理者による誤解と信念の違いの割合を定量化

• 医師と代理者の予後予測の精度をROC曲線下
面積で比較

【定量分析】



Methods

• インタビューは録音し逐語録として書き写した

• フレームワークを誘導的に展開

• 概念枠組みを使用し、概念間の区別を洗練さ
れた概念のサブカテゴリーとしてグループ化

• サブカテゴリーを比較しさらにカテゴリー化し
た

【定性（質的）分析】



Results
Patient Characteristics	
患者の特徴

•患者は174例

•呼吸疾患、神経疾患、心
不全、ショックが多かった

•23%の患者には１人以上
の代理者が存在

•入院時のAPACHE	IIスコア
は28、病院死亡率は43%



Results

•27人の家族は研究に不参
加、 終的に229人が参加

•性別、人種、民族、宗教、教
育レベルの面で多様

•宗教的信念が非常に強い
割合は44％

Surrogate	Decision	Maker	
Characteristics
代理意思決定者の特徴



Results

•96人の医師が対象、20人
の医師は研究に不参加

•40%が宗教的信念はあまり
重要ではないと答えた

Physicians		Characteristics
医師の特徴



Results

• 予測についての医師と代理者の不一致は229例
中122例（53%）に発生

• 229例の代理者のうち98例（43%)はより楽観的で
あり、24例（10%)はより悲観的

• 65例（28%）は、医師と代理者の間で患者の予測
についての誤解と信念の違いの両方が関連

• 38例(17%)は誤解のみ
• 7例(3%)は信念の違いのみ
• 12例はデータが欠損

Physician-Surrogate	Discordance	 医師と代理者の不一致



Results
Accuracy	of	Physicians’	and	Surrogates’	Prognostic	Estimates
医師と代理者の予後予測の精度

•代理者の予後予測はあて
ずっぽうの推測より正確

•医師の予測は代理者の予
測より統計的に正確



Results

• 半構造化インタビューに参加した156人中71人
の代理者は医師より楽観的

• 楽観的な意見を持っている３つの理由
① 楽観的に居続けることは、患者の予後を改善し

たり、自分を精神的苦痛から守ると信じていた

②患者は医師にはわからない独自の強みを持っ

ている

③楽観には宗教的信念が根本にある

Surrogates’	Explanations	for	Optimism	and	Pessimism
楽観と悲観についての代理者の説明
【楽観的】



Results

• 悲観的な意見を持っている理由
①医師は本質的に楽観的だと思っている

②予後にネガティブな影響を与えうる患者の独
特な特徴（基礎体力や生きる気力のなさ）を
医師が知らない

③患者への感情移入によって医師の判断が
鈍っている

Surrogates’	Explanations	for	Optimism	and	Pessimism
楽観と悲観の代理者の説明
【悲観的】



Results



Results

過度に楽観的な期待

過度に悲観的な期待

代理者は自分のために悲観的
である必要がある

自分をベースラインに保って、もし彼がよくならなくても
驚かないようにしている。情報がないから、何事にも興
奮しすぎたり楽観的になりすぎたりしないようにしている。

楽観主義は宗教的信念に
基づいている おそらく、神とつながっていると感じること、

そして祈りを信じていることが理由だろう。
私たちは奇跡を信じている。



Discussion
• 死亡するリスクの高い種々の重症患者に対し、
医師と代理者の予後予測には不一致があった

• 不一致は、医者の予後評価に対する代理者の
誤解と、医者がこう評価しているだろうという想
像と代理者の患者予後についての信念の相違
の、両方が関連

• 予後の情報提供の方法を改善するだけではなく、
代理者の予後予測に影響する感情や心理的な
要因に注意するような介入が必要



Discussion

• ICUでの予後予測における医師と代理者の
不一致の理由について検討した研究が4つ





ICU在室の代理者30人に
質的帰納的インタビューを実施

50人の代理者に半構造化
インタビューを実施

80人の重症患者の代理者に
Mixed-methodsを使用

169人の重症患者の代理意思決定者
にビデオをみてもらう

→実際のものではなく仮想的なもの



代理者の予後予測に対する対処法

楽観的なバイアスから発生した誤解というよりは
代理者の予後についての認識の誤解があった

代理者の88％は非常に重篤な患者のため
の予測に対する医師の能力を疑っていた

代理者の20%は医師が伝えた予測より20％高い予測をし
ていた、医師に対する不信は不一致を増大させた



Discussion
【本研究の強み】

• 過去の研究は、予後に関する認識の違いの要因
について、質的もしくは量的どちらかの検討しか
できていない

• 本研究は、
–実際のICUの事例で、
–医師の予測に対する代理者の誤解と、
–患者の予測への信念の違いが、
医師と代理者の予測についての不一致に影響
することを証明している



Discussion

社会心理学的洞察

• “Better-than-average”効果：自分が他人よりも
良いアウトカムを得ると考える傾向

→患者のアウトカムを予測するときにも当てはま
るかも

• 遂行的楽観主義：楽観的に考えることによって
良いアウトカムを得られると信じること

→楽観的に予測することが患者のアウトカムを改
善すると期待しているとインタビューで答えた



Discussion

• ICU患者の代理者が楽観的な予測をするのを
気にしなければならないのか？

–代理者の予測は単なる偶然よりは正確
–医師の予測は統計的により正確
–共有された意思決定の基本的な仮定であ
る、予後に関する同意が達成されないこと
が多くなる

–その結果、延命治療による多額の医療費
がかかったり、緩和への移行が遅れる



Discussion

• 臨床的意義
① 医師は、重篤な患者の代理者に意思決定を依
頼する前に、日常的に代理者の現状認識につ
いて確認するべき

② 医師と代理者の予後予測が異なる場合は、宗
教的な信念があるか、遂行的楽観主義なのか、
などの可能性を探る

「これからどうしますか？」ではなく、

どう思っているのかを先に聞く！！



Limitations

• サンプルが１つの国に限られており、地理
的、文化的な要因を考慮していない可能性

• インタビューを使用することの限界は、代
理者が意識していなかったり、議論したくな
いと思っているプロセスが関与している可
能性を除外することができないこと



Conclusions

• ICUで治療を受けた重症患者において、医師
と代理意思決定者の間の予後予測について
の不一致は一般的に認められた

• その不一致は、医師の予後予測に関する代
理意思決定者による誤解と、患者の予後に
ついての信念の違いの両方が関連していた



私見

• 予後や治療方針を説明するだけではなく、患者や
家族がどう思っているのか、何を望んでいるのか
を聞く姿勢を持つことが重要だと感じた

• 医師だけではなく、看護師も同様の姿勢で患者・
家族に関わる必要がある

• 予後予測の不一致が一般的であることを理解し、
面談後の患者・家族の反応や言動を医療者間で
共有する必要がある

• 患者・家族の予後に関して受け入れられない気持
ちを理解し、その思いを表出できる環境を提供す
る必要がある


