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Introduction

▶ MET or pMETに限らず、本邦におけるMET教育に関するガイドラインや
定型化されてた教育⽅法はほとんどない。
※⽇本集中治療医学会のハンズオンセミナーでは開催実績あり

▶ 要請者側の“気づき”を養う教育は進んでいる。しかし、出動側の教育
がどのようにして⾏われているのかはほとんどわからない。

今回の文献は、MET教育に関して一定の教育効果だけでなく、
予定外PICU入室率の減少や入院死亡率減少にも大きく寄与
（興味深いのはPediatricに限定していない点と経済的効果⁉）



Hypothesis

■ 進⾏する重症患者への病棟対応と、それに続く患者の転帰の

改善が、定期的なチームトレーニング開始3年後にも継続し
ているかどうか。

■ チームトレーニングの経済的影響と潜在的な利益はあるのか。



Methods

▶ Design
観察的コホート研究

▶ Primary Outcom
予定外PICU⼊院患者で、pMET導⼊1年前/導⼊後1年/導⼊後3年における、
患者の異常の早期発⾒、スタッフの初期対応、PICU⼊室までの時間

▶ Secondary Outcom
患者の異常発⾒時間（発症時間）と勤務時間、⼈員配置
PICUにおける死亡率



Study Setting

Royal Hospital Sick Children（RHSC）
イギリス スコットランド州エディンバラ

王⽴の⼩児専⾨病院
スコットランドで最初に誕⽣した⼩児病院
150年の歴史がある

・第三次⼩児救急病院
・集中治療患者の集約も⾏っている
・⼩児重症ベッド10床
・新⽣児重症ベッド4床



Study Setting

Royal Hospital Sick Children（RHSC）
Paediatric Medical Emergency Team（pMET）
▶ 活動範囲・内容
・24時間体制
・CodeBlue/Rapid Response System（RRS）に対応
・救急医療１、PICU２、⼩児病棟３の医療・看護スタッフ6名で構成



Intervention
▶ 教育介⼊の内容
１．週1回のチーム研修を実施（出席率は95％以上）。
２．研修中は臨床と同様の役割を担う。
３．最初はクリニカルスキルの設定でトレーニングが⾏われたが、

次第に臨床領域（医療・外科病棟、救急部）へと移⾏。
４．⼩児⽤（レールダル社製MegaCode Kid Vital Sim Advanced）と幼児⽤（レールダル社製

ALS Baby）のマネキンを使⽤。
５．2名のトレーナー（コンサルタント1名と上級看護師1名）が各トレーニングセッションの

ファシリテーターを務めた。トレーナーは全員、様々な部署のシニアスタッフで、PICU、
救急医療、⼩児医療、⼩児⿇酔、蘇⽣トレーニングなどからトレーナーを務めた。

６．シナリオは、⼩児病棟、救急部、⼩児外傷、成⼈訪問者の内科・外科的患者の事前対応
が含まれ、各トレーニングセッションは2時間で実施。



Results

45％ 76％ 81％

悪化した患者の
早期認識
➡導⼊後3年に
は⼤幅に迅速と
なった。
(導⼊前4h
→3年後0.5h)
※有意差あり

相談役による
振り返り
➡導⼊後3年に
は約2倍へ増加。
(導⼊前45％
→3年後81％)
※有意差あり

初期対応から
PICU⼊室までの
時間
➡導⼊後3年に
7時間短縮
(導⼊前10.5h
→3年後3.5h)
※有意差あり

〜導⼊後3年間の重症化した⼩児⼊院患者の臨床管理〜



Results

予定外PICU⼊室件数
➡導⼊3年後に
有意に減少

〜患者の病状悪化に対する早期認識の要因〜



Results

※勤務時間
wwh︓⽉〜⾦ 9:00〜17:00
ooh︓その他の時間

HDUへの患者移送
➡分⺟が減少したのは、悪化時に既にHDU
を使⽤していた患者がいたため

患者が悪化してからスタッフが最初に対応
するまでの時間
➡時間帯に関係なく、早期発⾒・早期介⼊
ができている
平⽇昼間︓導⼊前/1Y/3Y→3/1/0.5h
その他︓導⼊前/1Y/3Y→4/2/0.5h
※いずれも有意差あり

初期警告サインがみられた予定外PICU⼊室
➡平⽇⽇中よりもその他の時間帯が多い

初期スタッフ対応からPICU⼊室までの時間
➡導⼊3年後には最⼤9.2h早く対応できて
いる

〜重症化した⼩児⼊院患者の悪化と発症時期〜



Results

関連するPICUベッド使⽤⽇数
➡導⼊前⼊室1患者あたり9.4
⽇→3年後には⼊室1患者あ
たり6⽇とPICUベッド使⽤率
減少に寄与
※有意差あり

PICUにおける死亡率
➡減少に寄与

〜重症化の予兆のある悪化した⼩児⼊院患者のPICU転帰〜



Results

pMET導⼊前の平均⼊院死亡率
平均2.9⼈/1000⼊院

pMET導⼊後の平均⼊院死亡率
平均1.4⼈/1000⼊院

導入後1000入院あたり
1.5人の死亡率改善に寄与

※有意差あり

〜RHSC Edinburghにおける2003-2011年の⼊院数と死亡数〜



Results
▶ トレーニングコストと経済的効果
・トレーニングの費⽤には、学際的な教授陣のためのスタッフ獲得、トレーニングセッションの準備、
2時間ごとのコアトレーニングセッション48回、教授会、pMETコールと計画外のPICU⼊院の
レビュー、管理サポート）、参加者のための保護されたトレーニング時間、消耗品、マネキンの
メンテナンスを含み、総費⽤は74,250ポンド(￥10,766,250)/年。

・元々の算出費⽤から、悪化した病棟患者の予定外⼊院に関連したPICUのベッド⽇数が⼤幅に減少。
計算書がないので詳細は不明だが、英国の⼩児集中治療ベッドのコストに関する最近発表された
データを使⽤し、801,600ポンド（334PICUベッド⽇数分︔￥116,232,000）のコストを削減。
※PICU⼊院時の重症度スコアが低く、PICU滞在期間が短い患者は、その後の⼊院期間も短くなると
考え計算。

・多職種救急医療チームの定期的な現場シミュレーショントレーニングへの投資から⼤きな利益を
得たことを報告した初の研究。



Discussion

▶ 病棟レベルでの対応と患者のアウトカム
・毎週継続的に⾏われている現場チームトレーニングは、悪化した⼊院患者への対応が
継続的に且つ⼤幅に改善。

・チームトレーニング内で、悪化した⼦どもの認識と管理を定期的に⾏うようになって
いる。これにより、全てのリーダー格のスタッフが、病棟のすべての重症化した患者
に適⽤されていることを⽰唆。

・PICU⼊室を必要とする悪化した患者数は有意に低下。
・pMETとチームトレーニングの導⼊により、病院死亡率の有意に低下。



Discussion

▶ チームトレーニングの重要性と⼈的要因
・主要な医療・看護病棟のスタッフをpMETと共にチームトレーニングすることで、
進⾏する重症患者管理は、重症患者管理や救急医療の専⾨家だけのものではなくなった。
＝継続的な教育とスキルの共有が重要

・最適なアウトカムを得られない主な要因は、チーム連携時の緊張などのシニアスタッフが
関与する⼈的要因が⼤きく影響。

・シニアスタッフにもトレーニングに参加してもらうことで、反応への期待や経験を共有。
（⼀⼈で対処できるはずなのに・・・といった反応を期待）
➡チームトレーニング中にシニアスタッフが学んだ教訓が、若い病棟スタッフにも共有
され、より積極的に早期に認識できるようになったことは、⾵⼟の変⾰となった。



Discussion
▶ 研修担当者
・主要な病院の全診療科のコンサルタントが研修担当者の⼀員。
・臨床的な信頼性と⾝近な知識を研修にもたらしている。

・参加者は、チーム研修で採⽤された対応（例︓時間外での研修参加など）が、シニアスタッフの⽀持あり。
・トレーナーは、研修中に教えられた実践や態度を獲得でき、⾃部署内での研修プログラムへの役割にも貢献。

▶ 研修の定期性
・個⼈の研修が頻度が多くないと、実践の持続的な変化にはつながらない可能性あり。

・スタッフのための1⽇だけの学習介⼊では、臨床転帰の変化はなし。

▶ フィードバックループ
・PICUへの予定外⼊院やpMETコールの内容と評価から、チームトレーニングセッションを組み、局所的な実践に対応するよう設定して

いる。（シミュレーション教育者が、実際の患者情報を最⼤限に活⽤）

▶ 関係性の構築
・医療チームは、チーム構成が⽇々変化するため、チームメンバーがチームスキルや関係性を構築する機会が少ないと懸念されている。
・研修参加者から、患者の悪化に対するチームアプローチを学習しただけでなく、異なる診療科スタッフとの信頼関係や相互関係を構築

する機会となりうる。



Discussion

・早期警戒システムと緊急対応チームの系統的な評価では、いずれのアプローチの持続
可能性も、活性化プロセスの継続的な⾒直しとそれに伴う継続的な教育プログラムに
依存している。

・この研究の結果は、臨床実践と患者転帰に⼤きな変化が⾒られ、訓練プログラム評価
のカーク・パトリックモデルのレベル3と4を満たしており、効果があったことを⽰し
ている。



Limitations

▶ この研究では、多くの制御されていない変数が転帰に影響を与えている可能性があ
るため、原因と効果の直接的な関係性はわからない。

▶ pMET導⼊後の最初の1年間は、⼩児科は週1回のコンサルタント制にしていたため、
コンサルタントが関与する前の病棟の初期対応に、⼤幅な改善には影響していない。

▶ pMET導⼊後1年⽬から3年⽬までの間に、若い病棟スタッフによる早期対応には
有意な改善が⾒られたが、若⼿スタッフの配置による変化は⾒られなかった。

▶ 定期的なチームトレーニングが臨床的、財政的な利益に⼤きく貢献したと結論づけ
るのが妥当であるが、今後、成⼈分野を対象とした更なる研究が望まれる。



Conclusions

▶ pMETのための、週1回の現場でのチームトレーニングは、悪化する⼦供の認識、
コミュニケーション、チームワーク、シニアスタッフの早期関与に重点を置いており、その結果、
病棟スタッフは進化する重篤な病気への対応を改善し、集中治療における患者の転帰も改善。

▶ トレーニングプログラムの導⼊と維持に関連したコストは、関連する集中治療ベッドの⽇数の
⼤幅な減少によって改善され、3年間にわたって維持または改善あり。

▶ 病棟スタッフが、チームトレーニング中に学んだ教訓が、重篤に悪化した⼊院患者への病院の対応
を持続的に改善し、患者のアウトカムを⼤幅に改善することに繋がり、⼤幅な節約にもつながった
ことを⽰唆。

▶ 主要な病棟スタッフを含む救急医療チームの定期的な現場シミュレーショントレーニングを⽇常の

臨床ケアと総合的することは、すべての急性期病院で応⽤できる可能性あり。



今回の研究を踏まえての私⾒

✔ 病棟⾵⼟によって、緊急対応チームと病棟間の連携は難しいのが現状であるが、

この研究から、垣根を越えた、合同シミュレーションは重要といえる。

✔ トレーニングという必要投資は、患者の転帰改善に寄与するだけでなく、ICUのベッド占有に

かかる⼤幅なコスト削減に寄与する可能性があることから、定期的なチームトレーニングは
より重要といえる。

✔ 患者の良好な転帰を考慮し、予定外ICU⼊室とそれに伴う医療費の⽀出増⼤を防ぐためには、

要請側と対応側の関係の構築だけでなく、METの視点や対応アプローチの共有も必要であり、

それが質の⾼い要請率の向上と、予定外ICU⼊室率減少に寄与する可能性がある。


