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INTRODUCTION

どうしたら改善
できるか



INTRODUCTION

Key Point: 医療者と家族のコミュニケーションの質を高めること

【ICUにおける倫理コンサルテーションの効果を検証したRCT】
コミュニケーションの改善に焦点をあて、倫理コンサルテーション
を実施する ➡ 患者のICUおよび病院の入院期間が減少

Schneiderman et al., 2000



【フランスの多施設ICUで行われたRCT】

VALUEを用いた家族カンファレンス＋

死別に関する情報が記載された冊子の提供

➡ 家族の抑うつ、不安、PTSDの症状が3か月後において

改善された Lautrette et al, 2007

INTRODUCTION

【ICUでのコミュニケーション改善を目的としたRCTの
システマティックレビュー】
倫理コンサルテーションや緩和ケアチーム等の専門家による
介入は、家族とのコミュニケーションの質を改善
➡ 家族の心理的アウトカムの改善、ICU滞在期間の減少、

コスト削減 Scheunemann et al., 2011



•家族のアウトカムとコストの両方について示した研究がない

•コミュニケーションの改善とはなにか不明確

•すべての患者や家族に専門家（倫理コンサルテーションや
緩和ケアチーム）が十分に介入するには限界がある

•いくつかの研究では、医療者と家族のコミュニケーションの改善
が必ずしも良い結果をもたらしていない

INTRODUCTION

課題



仮説

•研修を受けたFacilitatorが医療者と家族間のコミュニケーションに
介入することで、介入後3か月と6か月における家族の心理的症状
が軽減し、ICU・病院の滞在期間やケアのコストの削減になる

HYPOTHESIS



➢Design：無作為化試験

➢Primary Outcome：

患者がICUを退出もしくは亡くなった後、3ヵ月と6ヵ月

での家族の抑うつ、不安、PTSDの症状

➢Secondary Outcome：

ICU・病院の滞在期間とコスト

METHODS



• 2つの病院

① Academic level-one trauma center (中核病院・3次救急の外傷センター)

② Community-based hospital (地域基幹病院)

• 5つのICU

OpenからClosedまで様々。看護師対患者比も1：1から1：3と様々。

STUDY SETTING



•患者を1:1の比率で介入群と対照群にランダムに割り当てた

•病院（５つICU？）を6ブロックに層別化した（詳細不明）

•調査結果は、封のされた不透明な連続番号を記載した封筒で
研究スタッフに渡された

RANDOMIZATION



・抑うつ症状 [patient health questionnaire: PHQ-9]

9項目について0~3点で評価（range: 0-27）

0〜4点はなし、5〜9点は軽度、10〜14点は 中等度、

15〜19点は中等度〜重度、20〜27点は重度

・不安症状 [generalized anxiety disorder-7: GAD-7]

7項目について、0~3点で評価（range: 0-21）

0〜4点はなし、5〜9点は軽度、10〜14点は中等度、15〜21点は重度

・PTSD [PTSD checklist civilian version: PCL-C]

17項目について、1~5点で評価 (range: 17-85)

PRIMARY OUTCOME MEASURE



1. 24時間以上ICUに滞在

2. 18歳以上

3. 人工呼吸器換気の記載

4. SOFAスコア6点以上もしくは院内死亡率が30％以上

5. 法的代理意思決定者による同意

6. 家族が来院可能

※ ４．SOFAスコア10点以上という基準ではサンプルが

集まらなかったため、6点以上に変更した。

INCLUSION CRITERIA



Facilitatorによる介入内容

1. 家族の関係やニーズ、コミュニケーションの特徴を理解し、
家族への面談を行う。

2. 1.にて得た情報を簡潔にまとめ、医師や看護師に共有し、
カンファレンスを行う。

3. 家族に合わせて、コミュニケーションや心理的支援を工夫する。

4. Facilitatorがfamily conference(日本で言うICのようなもの)に参加
する。

5. 急性期治療が終了したあとも24時間家族のフォローアップを行う。

INTERVENTION



Facilitator研修

研修内容：

1. 医師と家族間のコミュニケーションの場に参加する。

2. 愛着型や対人関係における特徴を理解し、それぞれのスタイルにもっとも
ふさわしいコミュニケーション方法でアプローチできるようにする。

3. 調停・仲裁（mediation）の６つのステップを学ぶ

（1.準備、2.仲介者紹介、3.事例のプレゼンテーション、

4.情報を集めや調整、5.選択肢の評価と開発、6.解決）

研修方法：

・講義やロールプレイを行う（2日間のプログラム）

・コース受講後に調査者がスキルや質を評価

INTERVENTION

対象者：看護師・ソーシャルワーカー



患者数：ｎ＝168

患者：ｎ＝86 患者：ｎ＝82

家族：ｎ＝137 家族：ｎ＝131

3か月後：
ｎ＝57

3か月後：
ｎ＝76

6か月後：
ｎ＝52

６か月後：
ｎ＝70

InterventionControl

調査期間：2008年11月～2013年10月

RESULTS ＜Flow＞



統計学的有意差について
検討していない

Patients
平均年齢：
50歳代半ば

SOFA score:
10前後

入室時DNAR：
1~2%

Family members
女性70%
平均年齢：
50歳前後
関係:

配偶者30%
子ども25〜30％
一緒にいる期間：

30年

Facilitatorの家族への
介入機会と時間：

平均 9.4回
平均 267分

RESULTS ＜Characteristics＞



・介入群の方が、6か月後の抑うつスコアのみ有意に低い（p＝0.017）
・不安やPTSDのスコアには有意差なし

RESULTS ＜Family Outcome＞



・Minimal Clinically Important Difference(MCID) ＝ 5点
(変化が有益であると解釈できる最小の変化量のこと)

使用尺度：PHQ-9（total range: 0-27）

RESULTS ＜MCID of depression＞



・ICU死亡率に有意差なし

・Withdrawalまでの期間：介入群で有意に短縮（16.5 day vs 7.2 day）
・ICU滞在期間：死亡例について、介入群で有意に短縮
・入院期間：全体および死亡例について、介入群で有意に短縮

RESULTS ＜Mortality & Length of Stay＞



・ICUコスト：介入群で有意に低下（特に死亡例において）
・日々のICUコスト：介入群で有意に低下
・病院コスト：介入群で有意に低下（特に死亡例において）

ICUコスト削減：平均272万円（1日35,000円）
病院コスト削減：平均523万円

RESULTS ＜COST＞



心理的症状

• 3か月後では介入による心理的症状に有意差なし

・3か月ではまだ症状が現れていないか。

・他の症状として表れているか。

・先行研究よりもベースラインの症状レベルが低いか。

・有意差はなくとも、介入による影響はあると判断できるか。

• 6か月後の抑うつ症状の有意差が疑似である可能性

・不安やPTSDの症状では変化がなかった。

・先行研究との食い違い（3ヵ月後に心理的症状すべてが軽減した）。

DISCUSSION



生命維持撤回とその影響

•生命維持治療撤回(withdraw)までの期間は減少

•介入群と対照群には死亡率の有意差がない

➔早期に撤退を決定しても患者死亡率は増加して

いない

DISCUSSION



コスト

•介入により、平均1日ICUコストの削減になる！

ICU退出後は介入をしていないため、

一般病棟でのコストは変わらない可能性が高い

➡ 平均1日病院コストでは有意差はない

DISCUSSION



•サンプルサイズが当初の予定よりも縮小

•記録からの家族情報の入手が困難

•対象者の脱落、欠損が多い（欠損による統計学的な影響は少ない）

• Facilitatorの介入の一般化が可能かわからない

•今回の研修プログラムが最善の方法かわからない

•対照群において、コンタミがあった可能性

•調査フィールドが限定的（参加施設の緩和ケアの質が元々高い可能性）

LIMITATION



• Communication facilitators の介入は、6か月後時点での家族の
抑うつ症状を軽減させた。しかし、3か月後時点や不安、PTSD
に関しては有意な差はなかった。

• Communication facilitators の介入は、特に死亡例において、
コストや入院期間を減少させた。

CONCLUSIONS



• 多職種連携や患者家族へのコミュニケーションの質の改善は、
一定の効果がありそう。

• Facilitatorが家族のサポートに介入することは意義がありそう。

• Facilitatorの育成には時間やコストがかかると考えられるが、
現時点でELNEC‐JCCなどの活動もあり、そのような活動と合わせ
て研修を実施していけるかもしれない。

• 上記のトレーニングは任意でやりたい人だけということになって
しまう。各施設単位でも、勉強会や外部研修の支援等できることを
検討する必要があると考える。

• パンフレットやWeb、医療者個人のスキルアップなどと合わせて
多面的に介入していくことが求められそう。

今回の研究を踏まえての私見


