
 

 

 

 

第 34 回 JSEPTIC セミナー  

テーマ：PICS 集中治療後症候群 

参加者アンケート集計報告書 

 

 

 

 

 

開催日：2018 年 9 月 8 日（土） 

会場：東京医科歯科大学 

 

 

特定非営利活動法人日本集中治療教育研究会 

 

 



■セミナー申込者内訳 132 名 

■職種 

 

 

 

 

 

■職歴経験年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちアンケート回答者 79 名 

■今回のセミナー参加は何回目ですか?（回答者：79 名） 

 

 

 

（名） 

（名） 

（名） 



■セミナーの内容は、期待していた通りでしたか？(回答者：64 名) 

  

 

 

 

■具体的にそれぞれの内容についてお答えください。 

1) なぜ今 PICS なのか？（回答者：73 名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 看護師による PICS 介入（回答者：78 名)  

  

 

 

 

 

3)  PICS と認知障害（回答者：76 名) 

 

 

 

 

 

 

 

（名） 

（名） 

（名） 

（名） 



4) 時間が無い人にお勧め、2018 年上半期、集中治療最新論文 10 選（回答者：75 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  ICU-acquired weakness (ICU-AW)（回答者：68 名） 

 

 

 

 

 

 

■どのように期待通り、期待外れでしたか、具体的な感想をお聞かせ下さい。 

（期待以上） 

・実際のケアや患者さん家族の声がきけてよかった。 

・正しい情報、新しい情報を学ぶことができました。 

・講義のボリューム、要点、文献紹介などバランスよくまとめてくださっていた点。 

・ICU での課題、取り組みについて具体的に知ることができた。 

・ICU AW の人はいたもののいままで L/P などのことを行って様子を見ていただけでしたが、非常に今ま

での疑問がスッキリしました。 

 

（期待通り） 

・文献だけでなく、自施設の現状や体験した症例も含めての発表は興味深い。 

・NS による PICS 介入の内容が患者家族への看護の１つとして参考になりました。看護で介入できる幅は

いつも狭いと感じておりましたが、少しでも広げることができるよう頑張っていこうと思える講義でし

た。会場が飲食禁なのは不便でした。 

・井上先生の PICS 外来について、釼持先生のダイアリーなど、くわしくきけてとても良かったです。 

・PICS の現状に関してはある程度知っていたため。 

・具体的な介入やケア方法が聞けたので良かったです。 

・昨年より PICS というキーワードに触れることが多くなり自施設においても ICU ダイアリーや PICS  

予防についてとり組みを行っており、どのように進めていけばいいのか、正解がわからない状態で模索し

（名） 

（名） 



ていました。自施設以外での現状と今を知ることができてとても有意義なセミナーでした。 

・PICS について、ICU 日記など知りたかったことが適切に知ることができました。 

・2：もう少し病院特有の取り組み方を文字を少なくして伝えてほしかった。あと他職種との関わりなど。 

・3：資料がほしかったです。少し講義のスピードが速かった。 

・PICS--職員に資料を継続して配布されていることが非常にすばらしいと感じました。ADEM の動画が非

常によかったと感じました。(Fa への病状説明は絵を描いたり文字で伝えることも必要と改めて感じまし

た）挿管中の PT に鏡を見せて認識してもらう試みは NGtube なんかにもできそうだと考えます。 

・セミナーでしか入手できない情報を知ることができた。 

・4)論文 10 選と 5)ICU-AW の順番を入れ替えてほしかった。   

・3)資料があるとよりよかった。 

・臨床で働いていると退院後の患者さんのお話を聞けることがないので聴けてよかった。 

・具体的な話、取り組みも聞いてよかったです。 

・PICS の概要を学べました 

・武居先生は少しマニアックでした。  

・4)はとても興味深く定期的に開催してほしい。  

・１)と２）で患者さんの生身の声がきけたのは有益だった。 

・知らない内容（病院特有の内容）を講義して頂いたことはとても有意義だった。特に剣持先生の PI とそ

の Fa のビデオはとても良かった。 

・4) 最新論文の紹介については、普段臨床で忙しく論文を読む時間がなかったので、非常に助かった（本

当は頼ってはいけませんね…) 

・5) 実際の症例とともに文献も提示していただき、状態をよく理解できた。 

・最新の情報をわかりやすくまとめて頂いて勉強になりました。 

・まだまだ PICS においての認知障害に関する研究は進んでいないんだなと感じました。認知、メンタルに

関しての介入方法は今後の課題ですね。 

・基本的に期待通りでしたが、使用してる論文が古かったりして知ってることも多かった。最新のエビデン

スとか最新の論文内容とかを知りたかった。 

・論文ベースで最先端の医療知識を提供していただきとても勉強になった。 

 

（普通） 

・4)は講義の内容、テンポともにすごく良かったです。 

・ICV-AW の説明は淡々と話が進みわかりにくかった。 

・期待以上のものはスライドも見やすくプレゼンがまとまっていてテーマや伝えたいことが明確となって

いた。期待外れのものは文献の羅列で文字も声も小さく、何が言いたいのかよくわからなかった。 

・結局まだ何もわかっていないということがわかっただけだった（それでも前進ではると思いますが）。 

・PICS や AW の具体的な説明がわかりやすかった。 

・資料がなかったので C、他はわかりやすかった a.b。 

・1）PICS はなんなのか？についておさらいできた。  

・４）まとまっていて、無駄がなく、きいていて面白かった。 



・3）認知障害のスライドコピーがほしかった。 

・認知障害については少なくとも資料がほしかった。NS による PICS 介入については、内容自体が薄い印

象があった。 

・PICS になる要因の中に Dr や Ns の声かけや関わり方、知らないスタッフがいつもいることも大きいと

思うのですが、臨床の場（スタッフ側）からの意見や思いも知りたい。 

 

（回答なし） 

・具体的な症例なども用いて説明がきけてわかりやすかった。海外の文献をわかりやすく説明していただき

興味がもてた。 

・概論をまず知りたかったので。 

・結局何をすれば一番良いのかはわかっていないことが多くやっていく中で評価していく必要があるのだ

と分かりました。 

・知りたい知識を知ることができました。 

・退院後の実際の様子を、写真、発音、映像などリアルに知ることができた。 

・せん妄なくても認知機能低下があることが知れてよかった。 

・2)よくある取り組みの紹介で終了、Evidence や病院での成績などを提示してほしかった。 

・3)資料がなく、出典もすぐ消えてしまい、話が入りにくい 

・4)理解しやすかった。ジャーナルクラブのことを知れた。 

・PICS 介入について看護師の操作ができる具体的ケアについて、など。 

・outcome がせん妄"発症率に優位差”がなかったのか、”発症したが、PICS にならなかったのか"など細か

い部分が知りたかった。優位差がないならリハも看護も目標を失ってしまうため。 

・ICU ダイアリー、音楽療法など、あらたな取り組みについて考えることができました。論文は興味があっ

ても読み込めず理解できないことも多かったので、今回聞けてとても興味深かったです。 

・ICU-AW の内容が自分にとって少し難しく、実践では活用できなさそう。 

 

■他にどのような内容をお聞きしたかったですか？具体的な感想をお聞かせください。 

・手探りな分野だが、自分の施設にもち帰れるように ICU ダイアリー導入の注意点や MRC スコアの具体

的な撮り方、タイミングなど。 

・PICS の重要性や研究で証明されることは理解できたが、現時点で臨床でどのように PICS 対策をしてい

ったらよいかまでまとめがあるとより良かった。 

・リハビリの方からの目線での LCU-AW に対する考えについて。 

・さらにもっと詳しく聞いてみたかったです。 

・精神科医、臨床心理士の視点からの PICS について。 

・PICS の看護的な視点をもっと盛り込んでほしい。 

・看護師による発表をもっと聞きたかったです。 

・上手くいった例だけではなく失敗した症例の紹介も面白いし勉強になるかもしれない。 

・講演２：ICU 日記を作る時間をどこで捻出されますか？やりがい>時間ですか？ラピッドレスポンスの夜



間回診は大事ではないでしょうか？継続する方法。 

・講演４：ICU-AW 非常にわかりやすく勉強になりました（CIP/CIM)MHTO-1 の動画もわかりやすかっ

たです。 

・日本、海外における ICU の１日のスケジューリング、ルーチンで行っていること、抑制について、ポジ

ショニング時の使用物品や人員、構成職種などが知りたい。 

・精神障害についても。 

・もっと自施設でやられている工夫など。 

・PICS メンタルケア。 

・看護師として介入方法をもってききた。EM との関連性など。 

・精神科 DR や PT、OT からの PICS に対するとりくみ、今後の介入の展望など ICU-AW をしっかり ICU

内で鑑別するためにどういうしくみや誰がやることが必要か。 

・5) ICU-AW の部分、治療的介入、リハビリについて。 

・普段のケアに活かせることや、スタッフ教育、普及方法など。 

・もっとデータだけでなく、実際に起きていることや行っているケアについて聞きたかった。 

・それぞれの機能障害に対するリハビリテーション、ICU での終末期医療。 

・ICU 在室 1W 以内の患者（心外術後）のせん妄対策、信頼関係を築くまもない患者への可能な看護ケア

ですすめられるものはあるか？Ex.ルーチンで音楽をきいてもらうものを用意、耳栓用意、時計用意など

を認知リハ。 

・4)の論文１０選はとてもおもしろかった。特に１−5 本目は分かりやすい説明でためになった。 

・Dr には申し訳ないが、もう少し易しい内容にしてほしい。 

・PADIS ガイドラインとかあればやってほしかった。 

・看護師として何ができるか具体的な内容を知りたい。 

 

■雑誌 INTENSIVIST 特集「PICS 集中治療後症候群」の内容は、期待していた通りでしたか？ 
 （回答者：77 名） 

  

 

 

 

■どのように期待通り、期待外れでしたか、具体的な感想をお聞かせ下さい。 

（期待以上） 

・わかりやすくてとてもよかったです。 

・特集はとても盛りだくさんで最新情報が良かった。 

（名） 



・介入内容についてページかさかれており、特に ABCD-H Bundle の解釈についてまとめて述べられた日

本では先進的な内容だった。 

 

（期待通り） 

・現場のナースの記事がよかった。もっと多く書いてほしかった。 

・もう少し看護目線での内容を具体的に書かれているものがあればよかったと思います。 

・PICS の概論全体を知ることができた。 

・理解しやすかった。 

・あまり知らなかったから。 

・論文検索に大変助かった。PTSD の項目で、FAM の具体的な生活が書かれており心に響いた。 

 

（読んでいない） 

・ぜひ読んでみたいと思った。 

 

■セミナーの時間は、適切でしたか?（回答者 71 名） 

 

 

 

 

■今後の JSEPTIC セミナーのセミナー形式・内容（テーマ）についてご意見等あればご記入くだ   
 さい。 

・現行のまま。（3） 

・実践的な内容、現行のまま。 

・他職種向けでチーム医療を意識していたのは良かった。 

・最新集中治療論文１０選は非常によかった。演者の施設での実際や意見も述べられていて勉強になった。 

・施設で取り組んでいることをシェアするコーナーがあっても良いかもしれません。 

・最初の文献の情報、治療の方法。 

・「熱傷」お願いします。 

・ICU のスコアリング、データベース作成と扱い、臨床研究事始め。 

・ICU でのリハビリについて。ベテランの先生方が臨床において診ている、考えるポイントをケーススタ

ディ形式で行って欲しい。（肉体所見、各データ、治療内容、薬の量/種類、各種デバイスの数値などから

どう判断し、何をやるか）介入時、後の反応からどのように考えるかなど。 

・病院ごとにやっている手技、工夫点など知りたい。 

・鎮痛、興奮、せん妄。 

（名） 



・他職種向け。クリニカルパス（Dr が余り関心が少ない。ガイドライン、プロトコルが増えているのなら

同じように活用してもらえれば円滑にすすむ） 早期リハ（身体、認知）を入れた PICS 予防策の提案レ

ベルでもよいのでケア方法。 

・実践的なもの（ex ギャッジ Up、down リハなど、心負担はどのくらいかかっているか？何をどうやって

判断するのか？）。 

・看護師に対する実践的な内容、経験が中堅以上の看護師を集めてほしいです。 

・実践的な内容。 

 

■今後雑誌 INTENSIVIST で特集してもらいたい内容は何ですか? 

・各病院集中治療の取り組み。 

・外傷（外傷検疫）。 

・チーム医療。 

・ACP 早期リハ。 

・キャリアプランや教育。 

・補助循環/睡眠（薬理、非薬理学的アプローチ）。 

・ICU に入室する高齢者、ICU における災害対策。 

・早期リハビリテーションについて。 

・IP、IABP,PCPS。 

・End-of-Life、ECMD、電解質エマージェンシー。 

・DNAR 治療制限、リハビリとか。 

・リハビリ、挿入物含めたデバイスについて。 

・小児科領域。 

・最新の End of Life、臓器移植の集中医療。 

・重症感染症、End-of-life、呼吸器離脱。 

・人工呼吸器。 

・災害時の ICU について。どのような対応をするのか。何を優先していくのか。避難方法は。 

・NICU-新生児。 

・ICUAW、リハビリ、FW ケア。 

・End-of-Life。 

 

■JSEPTC-CTG はご存知ですか？（回答者：74 名） 

 

 

 

（名） 



 

■JSEPTIC-CTG に関して、ご感想、ご意見等あればご記入ください。 
（今後期待すること、相談してみたい新しい研究のアイデア、など） 
 

・若手が気軽に相談できる small group の会議があると良い。 

・以前統計セミナー（EZR)に参加してとても良かったです。また参加したいと思っています。 

・心外術後のせん妄発症率と術前の看護オリ・家族、患者の意思決定に際して、日本人特有の習性が延命治

療を生んでいないのか。 

・相談してみたい。 

 

■JSEPTIC Club はご存じですか？（回答者：69 名） 

 

 

 

※「加入していない」、とお答えいただいた方は差し支えなければその理由をお答えください。 

・視聴する時間が取れない。 

・まだ臨床研究に手を出す段階ではないため。 

・理由はありません。 

・他団体等の出費がかさむため。 

・金銭面、家内と相談。 

・加入してるかわからない。 

・まだ未熟のため。 

・ハードルが高そう。 

 

■JSEPTIC Club に対して今後期待することは何ですか？ご感想、ご意見等あればご記入くださ
い。 

（回答なし） 

 

■今後 JSEPTIC に期待することは何ですか?そのほか、ご感想、ご意見等あればご記入くださ 
い。 

・ポインターとパソコン上で（あるいはすべての画面に反映されるような方法で）していただければどの画

面で見てても「ここが」「こちらが」の時にさらにわかりやすいのではないかと考えました（太くうつる

ポインターでもさらにわかりやすいのではないかとかんがえました。非常に有意義な時間でした。資料、

案内など含め、いつもありがとうございます。今後につなげたいと思います。 

・集中治療領域（主にコメディカルにも関わる分野）に対する１day のセミナーはあまり知らないので、今

（名） 



後も継続していただけることを希望いたします。 

・また参加します。 

・昼食時間がもったいないと思う。１コマにして昼食とするなら、12 時開始で１７時まで行なう方が有効

と思います。 

・看護師向けの論文も増やしてほしいです。 

 

以上 


