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背景 

• ICUで終末期にある患者は、家族もしくは医療者と
コミュニケーションを交わすことができない状況
にあることが多い 

•患者が終末期にある状況では、ケア提供者と家族
との間で効果的にコミュニケーションを図ること
が重要である1) 

•多くのICUでは、終末期にある患者の家族カンファ
レンスはICU実践における重要な要素とされる2) 
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背景 

•終末期には、ICUスタッフから患者の状況が伝えられ、 
質問する機会や心理的な苦痛に対する専門家のケア
の助けが受けられるような介入が重要である 

•しかし、率先したコミュニケーション方略が終末期
にある患者/家族にとって本当に効果的であるかどう
かは評価されていない 

・・・そこで、この論文。 



方法 

• 2006年5月～10月の間、フランス国内のICU22
カ所における終末期患者126名の家族を対象 
 

• 18歳未満、そして家族成員が電話調査に対し
不適切な知識を持っている場合には除外 
 

•研究参加者を、形式に沿って行った介入群と
慣習的な手法で終末期カンファレンスを行う
群との2群に無作為に割り当て 
 

•患者の死から90日後にIES（出来事インパクト
尺度）とHADS（不安・抑うつ尺度）を電話に
て調査 

 



方法 
対照群 

   終末期カンファレンスを含む各センターで実施されて 
 いる通常のケアを実施した群 

介入群 

   ワシントン大学で著者が作成したガイドラインを元に、 
 終末期家族カンファレンスを実施した群 

・ ケア提供者の関わりは下記の5項目（VALUE）で構成 

 ①家族成員が発言したことを正しく理解し尊重する ②家族成員の感情の 

 存在を認める ③ケア提供者が患者を理解している人の質問や尋ねている 

 ことを聞く ④患者を人として理解する ⑤家族成員から質問を引き出す 

 ※ 調査者が得た詳細な記述を無作為に6つのブロックに 

   分けて回収、集計した。 



結果指標 

•１次アウトカム 

  IES（Impact of Event Scale）スコア 

  （カットオフ値を30とする） 

 

•２次アウトカム 

  HADS（Hospital Anxiety Depression Scale）  

 サブスケールスコア 

 （臨床上不安や抑うつの徴候とされるスコア8以上） 



調査対象者の選定 

126の家族成員を登録 

無作為に63家族ずつに 

振り分け 

56の家族に 

死後90日に調査 

52の家族に 

死後90日に調査 

・電話で無回答 

・重度の感情的苦悩 

・取材許否 

・患者が生存 

・電話で無回答 

・重度の感情的苦悩 

・取材許否 



結果 
有意差あり 

意思決定に患者の意思を 

表出した家族の数 

終末期カンファレンス 

実施時間 

終末期カンファレンスで 

家族成員が発言した時間 

終末期カンファレンスで 

看護師が発言した時間 

終末期カンファレンスで 

医師の発言に自責の念を 

表出した家族の数 

終末期カンファレンスに 

参加した看護師の数 

終末期カンファレンスで 

医師の発言に感情表出した 

家族の数 



結果 

延命処置差し控えを 

決定した後の、無益な
介入処置数 

延命処置撤退としての 

人工呼吸器使用数 

延命処置撤退としての 

昇圧剤使用数 

有意差あり 



結果 

IESスコア 

HADSスコア 

不安の症状 

抑うつ症状 

有意差あり 



結果 

  ・『スケール全体』 

  ・『不安』『抑うつ』 

 

 

どちらも有意に低下している 



結果 
• 治療中の決定に患者の希望を表現した家族成員は介入群が多い 

 （中央値：44名【介入群】対34名【対照群】 p=0.04） 

• 終末期カンファレンスの実施時間は介入群が長い 

 （中央値：30分【介入群】対20分【対照群】 p＜0.001） 

• 終末期カンファレンスで家族成員が発言した時間は介入群が長い 

 （中央値：13.5分【介入群】対5分【対照群】 p＜0.001） 

• 終末期カンファレンスに参加した看護師数は介入群が多い 

 （中央値：51名【介入群】対38名【対照群】 p=0.03） 

• 終末期カンファレンスで看護師が発言した時間は介入群が長い 

 （中央値：3分【介入群】対1分【対照群】 p=0.006） 

• 医師の発言に感情表出できた家族成員の数は介入群で多い 

 （中央値：中央値：60名【介入群】対47名【対照群】 p=0.03） 

• 医師の発言に自責の念を表出した家族成員の数は対照群で多い 

 （中央値：7名【介入群】対13名【対照群】 p=0.01） 



結果 

• 延命処置差し控えを決めた後の無益な介入処置数は対照群が多い 

 （中央値：2例【介入群】対1例【対照群】 p=0.04） 

• 延命処置の撤退としての人工呼吸器使用数は介入群が多い 

 （中央値：17例【介入群】対9例【対照群】 p=0.03） 

• 延命処置の撤退としての昇圧剤使用数は介入群で多い 

 （中央値：32例【介入群】対19例【対照群】 p=0.01）  

• IESスコアは介入群で有意に低い 

 （中央値：27点【介入群】対39点【対照群】 p=0.02）  

• HADSスコアは介入群で有意に低い  

 （中央値：11点【介入群】対17点【対照群】 p=0.004） 

• 死後90日の調査時での不安症状は介入群で有意に低い 

 （中央値：25名【介入群】対35名【対照群】 p=0.02） 

• 死後90日の調査時での抑うつ症状の有病率は介入群で有意に低い 

 （中央値：16名【介入群】対29名【対照群】 p=0.003） 

 

 



結論 

•本研究の介入により、患者の死後90日のPTSD症状
を減らし、不安症状や抑うつ症状を減少させた。 
 

• ICUにおける終末期にある患者の家族成員に対して
死別に関する情報冊子を提供し、カンファレンスの
時間や家族が話す時間を長く持つという、率先した
介入を行うことが、下記のことにつながった。 
家族が医療者と話をしたり感情表現を行う機会になる 

難しい決定を支援する 

自責の念を軽減する 

現実的なケアのゴールを受け入れやすい 

 



研究の限界 

• 患者-医師関係として、延命処置の差し控えの決定は医師
が最終決定者であるという、他の地域に比べてのフランス
の地域特性が影響している 

• 研究参加に際し、患者が死が避けられないものであり、治
療差し控えが適切であるとの医師の判断を優先した  

• 多施設研究のため、情報冊子を受け取った家族成員のすべ
ての反応がどうであったかを把握できていない 

• 介入前のHADSスコアを把握していないため、今回の介
入だけで有効な影響を与えたとは言い切れない 

• 調査者が介入による効果を信じていることが、家族成員と
の相互作用として影響しているかもしれない 

• 今回の結果で効果的であった結果も、個人特性や相互作用
の面が反映されていないかもしれない 



考察 

•死別に関する冊子は、カンファレンス終了後に
家族へ手渡されたが、家族へ標準化された書面
より情報提供することによって、理解が著しく
改善されたと考えられる 

 

•冊子を活用することは、率先的なコミュニケー
ション戦略を促し、さらに多面的な介入が臨床
実践者の変化をもたらすためにも必要である 



私見 

•重大な決定を迫られる場面で、「カンファレン
スを通じて患者、家族と話し合う」ということ
を組織風土に組み込むことは有益かもしれない 

 

•終末期の判断は、ひとりの医療者の判断よりも
多くの医療者、家族成員を巻き込んで、多くの
意見を交わして進めていくことが大切 

 

•クリティカルケア領域での、「終末期」とする
線引きの判断は、やはり難しい 


