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背景

・ICU退室後6ヵ月の生存者対象のメタ分析によると、心的外傷後ストレス障害

（ posttraumatic stress disorder ・PTSD）の有病率は25％と報告されている

Intensive Care Med. 2016;42 (11):1733-1743

・退院後1～3ヶ月後経って、これら因子へ対処するのでは遅すぎる可能性がある

Ann Am Thorac Soc. 2013;10 (5):450-457

Crit Care Med. 2015;43(5):1121-1129

・ICU滞在中の急性ストレスや、ICUでの恐怖体験（幻覚、妄想、悪夢など）が原因

・恐怖体験の早期記憶は、PTSDの重症度の独立した危険因子の可能性がある



・診療所に通院する健康不安を持つ患者に対し、看護師含む医療者による

認知行動療法（cognitive-behavioural therapy ・CBT）を行うと、全般的不安障害

やうつ症状が減少したと報告された

背景

Lancet. 2014;383(9913):219-225

・統合失調症患者に対し、専門的な指導を受けた看護師がCBTによって介入した

結果、統合失調症のうつ症状の軽減、再発後の入院期間の減少がみられた

J Psychiatry. 2006;189:36-40. 



認知行動療法とは
（Cognitive Behavioral Therapy）

・米国の精神科医Aaron T. Beck 博士がうつ病治療に1960年代に開発した精神療法

・日本に積極的に紹介されるようになったのは1980年代後半以降である

・1998年頃を境に、日本でも研究や臨床報告が増加した

・2010年に診療報酬改定により認知療法・認知行動療法が保険点数化した

http://jact.umin.jp/ 日本認知療法・認知行動療法学会 HPより 2021年10月23日閲覧

医師による場合1日につき 480点

医師及び看護師が共同して行う場合1日につき350点 計16回まで算定可能

http://jact.umin.jp/


ICUの重症患者に早期に心理的介入を実施すれば
PTSD関連症状の重症化を防ぐことができるのでは？



今回紹介する論文



PMID：30776295

重症患者におけるPTSD関連の症状に対する看護師の予防的な
心理介入の効果：無作為化臨床試験



P：ICUで治療を受けた患者

I：NSによる早期（即日）のCBTベースの
心理的支援

C：通常のケアによる介入

O：生存6か月のPTSD関連症状が減少



The POPPI trial
Psychological Outcomes Following a Nurse Led 
Preventive Psychological Intervention
for Critically Ill Patients

研究期間：計17ヶ月
（介入前5ヶ月+移行期間1ヶ月+７～11か月の介入期間）

対象
英国国内のICU
すでに専門的精神支援を行っている施設は除外
※ICUダイアリーはOK

研究概要 重症患者さん向けの看護師による
予防的な精神支援の効果測定トライアル



対象患者スクリーニングフロー
POPPI Cluster-RCT Patient Flow

・18歳以上の成人
・ICU入院後48時間は集中治療を受けた
・英語を話すことができる
・RASS-1～+1 GCS15
・以下の既往症のない
慢性認知障害（例：認知症）
精神病疾患（例：統合失調症）
慢性的なPTSD
・過去にPOPPIに採用されていない

※RASS・GCS・CAM-ICU
終末期医療開始などは
日々変化を観察評価した



研究対象

ベースライン
介入群：対照群＝283名 VS 284名

７か月目
介入群：対照群＝340名 VS 446名

イギリス国内のICU

合計24か所の施設
介入群：対照群

＝12施設 VS 12施設



Methods
・PSS-SR
PTSD Symptom Scale – Self-Report Version
PTSDの症状を評価するための17項目の自己申告式質問票
（0～51点で算出）スコアが13以上でPTSDの可能性あり
点数が低い程症状が軽い

・STAI-6
State-Trait Anxiety Inventory
不安の2因子（状態不安・特性不安）を測定 各20項目
点数が低い程症状は軽い （各20～80点で算出）
男性：特性不安44点以上 状態不安 41点以上
女性：特性不安45点以上 状態不安 42点以上で高不安ラインとする



・EQ-5D-5L
European Quality of Life–5 Dimensions 5-level questionnaire

健康に関連した生活の質(Health-Related Quality Of Life: HRQOL)

を定量的に評価する（0.025 ～ 1.000 で算出）
点数が高いほど HRQOL が高い

Methods

・ HADS
Hospital Anxiety and Depression Scale
一般外来に身体疾患を訴え来院する患者の不安と抑うつを測定

（0～42点で算出） 点数が低い程軽症

8～10点疑いあり 11点不安・抑うつあり



・HrQoL（Health-related quality of life ）
健康関連の生活の質のスケール（0～100で算出）
数値高いほど良い

Methods



研究対象の属性

男 ＞女

白人割合多め

経済的背景は
ほぼ同率

6％程度には
抑うつ、不安症状

APACHEⅡ
17前後

研究に同意を得る
まで入院後8日前後



介入をリードする各施設の主要スタッフを選出

・正看護師で、最低3年間のクリティカルケアの臨床経験をもつこと
・患者、家族、同僚、協力者と効果的なコミュニケーションがとれること
・柔軟に対応でき、患者の心理的ケアの改善に興味があること
・組織的で、多忙なスケジュールをこなすことができること

・オンラインセッションを受講
・合格者には認定証が発行される
・直接介入以外にも療養環境（睡眠・騒音・
患者家族支援の促進）の改善など
・アフターフォローの仕組みもあり

・各施設につきリーダーを3名選定、その他、8割のICUスタッフが

教育プログラムを受講した（1669人のスタッフ中971人が受講終了）
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実施された心理的介入の概要

・CBTの概念をベースに専門家によって計画された介入プラン

・1回約30分のセッション、どのセッションも同じスタッフが担当する

・入院中の1週間で終了するよう設計

・セッションの合間に、タブレット端末を用いたリラクゼーション＆リカバリープログラム

・同内容のDVDと行動計画が記載されたパンフレットを提供し退院後に使用を勧める

Methods



ストレスサポートセッションの3つの共通点

ストレスサポートセッション 3 “望ましい回復への自信と希望の創造"
・まとめと復習(セッション1と2のキーメッセージを強化）
・継続している問題を特定し、それを言語化する事
・回復期における希望と希望ある未来への思考の促進
・行動計画 (看護師と患者が共同で今後の課題に対処について個別の行動を計画、ストレス

サポートセッションを基にしたもの)

ストレスサポートセッション2 “クリティカルケアでの恐怖心の管理“
・ストレス反応 (心配事や恐怖を更に話す事で思考を正常化しストレスとなる考えを文字化する)
・ストレスになる思考を説明する (非現実的な恐怖が余計なストレスを生む事を説明。

患者が取り組むことに同意し、ストレスになる考えを特定する)

ストレスサポートセッション 1 "患者がストレスを理解し、対処するのを助ける"
・反応の正常化 (急性期における心理的反応とその原因)
・コミュニケーションの促進 （患者が悩みや心配事を打ち明けるように促す)
・対処法の指導 （スタッフからの情報取得、リラクゼーションやリカバリープログラムを利用）



タブレットでのアプリの内容
緑の自然風景を背景に、視覚的に配慮したデザイン
「安全な場所」の映像、呼吸法、リラックススエクササイズ、瞑想など
クラシック音楽（バッハからヴィヴァルディ）、アンビエント音楽、自然の音
元ICU患者の回復体験談

DVD
アプリから抜粋したリラクゼーションエクササイズと音楽が収録
患者さんの回復体験談をロングバージョンで収録

自己啓発パンフレット
ストレスサポートセッションで受けたサポートを基に構成
患者の回復という課題に対処できるような心理的な幸福感や前向きな対処法を記載
個人の行動計画

・ICUに入って間もない頃に期待されることについての情報
・心理的に良好な状態を保つための7つのヒント
・困難に対処方法（心配事、パニック、気分の落ち込み、悪夢）
・心理的支援の情報源に関する詳細情報
・リラックス＆リカバリープログラムDVDに関する情報
・家族や友人への情報



多施設無作為割付のスケジュール

通常のケア期間 移行期間 介入期間

6
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後
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Methods



介入結果

一次アウトカム

二次アウトカム

介入群と対照群
の顕著な
差は無し！

PTSDのリスク値
は・・・！？

その他いろいろ・・・。



年齢

性別

貧困

せん妄

Surgical status

予測 PSS-SR
score

STAI-6

サブグループ解析



Results

・集中治療室で開始された看護師主導の予防的心理的介入は、
介入後6月時点で患者のPTSD症状の重症度を有意に減少させなかった

・副次評価項目においても、グループ間の有意差は認められず院内および
6ヵ月後のいずれの副次的アウトカムにおいても、グループ間に有意差はなかった



Discussion ＆ Limitation
・ストレスサポートセッションのタイミングが早すぎたかも
患者さんはまだ疲労しており、メッセージに集中したり、リラクゼーションや
回復プログラムを最大限に活用なかった可能性がある

・潜在的な回復期に対する介入が別にあるかもしれない

・退院を理由に、８０％の患者がセッション3を受けなかった

・セッションの実施・質のキープがが難しかったというスタッフの声多数

・もともともICUの慣習が根強く、環境整備が難しかったという声

・せん妄や興奮の予防という点での介入も必要だったかもしれない

・患者を地域社会にフォローする介入が必要かもしれない。


