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背景
患者の死亡は家族にとって非常につらい出来事である。医師がどのように死亡を診断し、
家族に伝えるかは、死亡直後の家族の感情だけでなく、長期的な遺族の悲嘆に大きな影響
を及ぼしえる[1,2]。医療者の立ち居振る舞いが良い場合は遺族の健全な悲嘆の過程が促進
されるが、よくない場合は心的外傷を強める結果になる[3]。したがって死亡確認は終末期
ケアの一環の重要なスキルと考えられる。
国内外において死亡確認を行うのは救急医、研修医や当直医など主治医以外のことが多
く、死亡確認のスキルに熟知していない場合や患者や家族と長い関係性がないことが少な
くない。内科、救急・集中治療領域においては、それまでの患者・家族との関係性の有無
によらず効果的に死亡確認が実践できるような教育ツール[4-6] やポケットガイドライン、
ワークショップ[1,7,8]などの教育的介入のプログラムが作成されてきた。医療者はこれらの
教育ツールにより死亡確認における自信（Confidence）[4,6]やスキルの向上（Competency
and communication skill）[1,4,6]、有用性[8]を認識している。これらは主に経験的な知見
や教育プログラムを受講した医療者のスキルに関する知見であり（ペンライトで瞳孔確認
の是非など[2,7]）
、望ましいとされる死亡確認の方法が家族の感情にどのような影響を及ぼ
すのか関しては実証研究がほとんどない。
最近日本では在宅緩和ケア領域における遺族を対象とした調査が行われ、死亡確認にお
いて改善の必要な医師の立ち居振る舞いや、死亡確認の方法に関する推奨が報告された[9]。
その調査研究に基づき、
『死亡診断時の医師の立ち居振る舞い』についてのガイドブックが
作成された（えんじぇる班作成・発行、財団法人在宅医療助成勇美記念財団 2013 年度前期
助成）
。しかし、遺族対象の調査は回答率が低く選択バイアスがあること（47%）
、Recall bias
があること、意向を横断的に調査したもので実際の立ち居振る舞いの差異がどのようなア
ウトカムに繋がるのかの検証は困難であることなどの限界があった。
したがって、死亡確認の際にどのような医師の立ち居振る舞いがどのようなアウトカム
を向上させうる上で望ましいのかについては、内容の異なる介入の影響を探索する実証研
究が必要である。近年、実際の患者や家族を対象にした比較試験を行うことが倫理的に困
難な緩和ケアや終末期の領域において、仮想症例に基づくビデオを用いて様々な介入が被
験者の感じる医師への共感、信頼感などにどのような効果を及ぼすかを探索する実験心理
学的研究が多数報告されている[10,11]。しかし、死亡確認の際に医師のどのような立ち居
振る舞いが家族の感じる共感に繋がるかを明らかにした実験心理学的研究はない。
本研究の主目的は、実験心理学的手法により、医師によるどのような死亡確認が家族の
感じる共感に影響するかを探索することである。副次的な目的として、医師によるどのよ
うな死亡確認が家族の意向、基本感情、信頼感に影響するかを探索すること、死亡確認に
おいて医師が実践する各段階がどのように家族の感じる共感に影響するかを探索すること
である。

方法
デザイン
5 項目のスキルを含むビデオ A、それらのスキルを含まないビデオ B の 2 種類のビデオ
を用いた実験心理学的研究を計 6 セッション行った。6 セッションのうちビデオ A を先に
視聴するセッションとビデオ B を先に視聴するセッションはランダムに選んだ。1 人の被
験者が参加するのは一回のセッションのみである。被験者は、視聴する順番は異なるもの
の、全員同じ 2 本のビデオを視聴することとした。まず被験者は基本属性について回答し
た上で、死亡確認の方法の異なる 2 本のビデオを視聴し、各ビデオ視聴の後に調査に回答
した。次に、同じビデオを医師の立ち居振る舞いに基づいて 5 項目に分け、医師の死亡確
認の仕方を項目ごとに示し、その都度調査を行った。
対象者
民間業者（株式会社サーベイリサーチセンター）への登録者から、適格基準を満たす一
般市民計 100 人の同定を依頼した。適格規準は、年齢 50 歳以上の一般市民で研究参加につ
いて同意が得られている者とした。年齢を 50 歳以上と設定したのは、近親者との死別体験
があると考えられる年齢層を同定するためである。遺族のみを対象とすると十分なサンプ
ル数の確保が困難になる可能性があるため、一般市民を対象とすることにした。除外規準
は、日本語の読み書きや理解が困難な者、視覚聴覚障害のため約 3m 離れたスクリーンでの
ビデオ視聴が困難な者とした。民間モニター業者が本研究の説明と共に参加案内を行い、
被験者が定められた日時、場所に集合した時点で、同意が得られたとみなした。
ビデオの作成
先行文献[3,6,9]や研究者らの議論をもとにビデオのシナリオを作成した。国内外で主治医
以外の医師が死亡確認をすることが多いこと、患者・家族と従来の関係性がなくても効果
的な死亡確認を行えることを示せれば教育効果が高いこと、実験心理学的研究のデザイン
で対象者はビデオ内の医師役との関係性がない状況での視聴となり初見の医師の印象が評
価しやすいことから、本研究では主治医以外の医師が死亡確認を行う設定とした。また、
治癒不能な慢性疾患を有しており死が差し迫っていることが予期されている患者、という
状況を設定した。
ビデオで効果を検証する項目は、先行研究の系統的レビュー、国内の死亡確認ガイドラ
イン、研究者間の討議により重要と思われる項目を 5 つ抽出した[1-9,12]。5 項目以外はビ
デオ間で共通の内容とした。シナリオの台詞は、パイロットテストを経て修正した。ビデ
オの配役としては、医師役は実際の医師、患者役は一般市民、妻役は SP、息子・娘役は研
究者が行った。ビデオの撮影は専門の業者に依頼し、自宅の撮影が困難であったため、病
院の病室を借りて撮影会場とした。ビデオ・調査票は看護師・一般市民対象のパイロット
テスト（3 人）により確認した。
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評価項目
主要評価項目

医師の共感 5 項目
先行研究で推奨されている死亡確認の立ち居振る舞いは、言語的・非言語的に患者や家
族に対する共感を伝えうる行動が多かった[9]。医師の共感 5 項目は、医師に対する共感の
尺度で、
「あたたかい」-「つめたい」、
「好感が持てる」-「好感が持てない」、「共感的であ
る」-「距離を感じる」
、
「細やかだ」-「無神経だ」、
「気遣いがある」-「気遣いがない」の
計 5 項目からなる。各項目 0-10 で評価し、医師の共感を合計点（0-50）で示す。点数は逆
に解釈し、点数が低いほど医師の共感が高いことを示す。これは Fogarty らによって開発
された尺度で[13]、医師のコミュニケーションスキルを検証する複数の実験心理学的研究
で使用されている[14-16,10]。別研究にて日本語版の妥当性・信頼性の検証を行った。
副次的評価項目
1)

基本感情 6 項目
「あなたがこのビデオのご家族なら、医師の説明を受けてどのような感情である
か 6 つの感情のカテゴリーに分けて以下の指標で評価してください。
」と言う質問
をし、
「怒り」「悲しみ」「恐れ」「嫌悪」「喜び」「驚き」について「全く感じない」
～「強く感じる」の 7 件法で評価した。これらの 6 項目は Ekman によって提唱され
た感情である[17]。

2)

医師への信頼感（Numerical Rating Scale 0 – 10）
被験者がビデオの患者の立場に立った時、ビデオの医師に対する信頼感を「全く
信頼しない」～「とても信頼する」の NRS 0-10 で評価した。がん治療医のコミュ
ニケーションスキルトレーニングの効果を検証した本邦の先行研究で使用されて
いる[18]。

3)

調査対象者の意向
2 つのビデオのどちらが好きかを「1 番目のビデオが好ましい」
「どちらかと言う
と 1 番目のビデオが好ましい」
「どちらでもない」
「どちらかと言うと 2 番目のビデ
オが好ましい」
「2 番目のビデオが好ましい」の 5 件法で回答を求めた。

4)

ビデオの違い
2 つのビデオに加えた操作の差異が認識されているかどうかを検証するために、
2 つのビデオを視聴して、それらの違いがどの程度わかったかを、「非常によく分
かった」～「全く分からなかった」の 6 件法で評価した。また、どのような違いが
あると感じたか、
自由記載で質問した。2 名の研究者が独立して自由記載を評価し、
各項目の有無のκ係数を算出した。κ≧0.7 の項目は高い一致率と判断した。

5)

死亡確認の際に瞳孔確認を行うかどうかの認識
死亡確認の際に瞳孔の診察を行う・行わないに関して「１：非常に好ましい」
～「５：全く好ましくない」の 5 件法で尋ねた。

6)

自由記載
調査票の最後にデブリーフィングを兼ねて死亡確認自体やビデオに関する感
想を自由に記載していただいた。

被験者の背景
被験者の背景として、年齢、性別、婚姻状況、教育、直近 20 年間で家族を亡くしたか
どうかを質問した。死別体験がある場合は、家族を亡くしてからの年数、死別した家族と
の関係について、死亡の時期についての遺族の認識（予期していた、予期していなかった）
、
死亡の原因（がん、心血管疾患、肺疾患など）について評価を行った。
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6. 解析
主要評価項目
両群における初回の全体ビデオの後の医師の共感 5 項目（0~50）を一要因分散分析によ
り比較した。p-value<0.05 を統計学的に有意とみなすことにした。
副次的評価項目
1) 全体ビデオを視聴した後の両群におけるビデオの意向をノンパラメトリック検定
で、基本感情 6 項目と信頼感を一要因分散分析により比較した。
2) ビデオの各項目を視聴した後の両群における医師の共感 5 項目（0~50）を一要因
分散分析により比較した。
背景因子（年齢、性別、婚姻状態、最終学歴、死別体験の有無）とビデオ視聴の順番と

主要評価項目の相関を調べたところ、背景因子は有意な相関がみられず、ビデオ視聴の順
番だけ有意な関連を見られた。したがって、主要評価項目・副次的評価項目の一要因分散
分析の際には、ビデオの順番を共変量として共分散分析にて補正を行った。
サンプル数
医師の死亡確認の立ち居振る舞いの仕方を検証した実験心理学的研究はこれまでにない。
類似の研究として、抗がん剤治療中止に関する医師の伝え方を変え、同じ主要評価項目を
評価した先行の実験心理学的研究では、効果量 0.57 が見積もられた[10]。これに基づき本
研究では効果量を 0.6 と見積もった。効果量 0.6 を両側α=0.05、β＝0.20 で検出するため
に必要な症例数は各群 45 名である。欠損値も考慮すると、合計 100 名で充足すると考えら
れた。
結果
被験者背景
計 92 名の一般市民が参加した。被験者背景を表 1 に示す。平均年齢は 63 歳、女性 46 人
（50%）
、既婚者が 66 人（72%）
、最終学歴は大学以上が 53 人（57%）だった。66 人（72%）
が 10 年以内に家族や身近な人との死別体験を有し、23 人（25%）が 11-20 年前に死別体験
を有していた。59 人（64%）が親との死別を経験しており、家族の死因はがんが最も多か
った（42%）
。
ビデオ A を最初に見た被験者は 47 人
（51%）
、
ビデオ B を最初に見た被験者は 45 人
（49%）
だった。ビデオの違いに関しては、
「非常によく分かった」が 30 人（28%）
、「分かった」
が 44 人（41%）
、
「少し分かった」が 26 人（24%）、
「あまり分からなかった」が 7 人（6.5%）
であり（p<0.001）
、被験者の大部分がビデオの違いを認識していた。
医師の共感
主要評価項目であるビデオを通して見た後の医師の共感は、ビデオ A の方が、ビデオ B
より有意に高かった（26 [SD 14] vs 36 [13], F=33, p<0.001）（共感尺度の点数が低いほど
共感が高いことを示す）
（表 2）
。また、ビデオを 5 項目に分けて医師の共感を調べたところ、
1 項目目以外は、ビデオ A の方が、ビデオ B より有意に高かった。1 項目目は若干ビデオ A
の方が共感が低く出た（34.2 [SD 10] vs 33.7 [11], F=6.3, p=0.014）
。
基本感情 6 項目
怒り、悲しみ、恐れ、嫌悪はビデオ A の方が、ビデオ B より有意に低く、喜びはビデオ A
の方が、ビデオ B より有意に高かった（表 3）。驚きはビデオ A の方がビデオ B より低い傾
向にあった。

信頼感
医師に対する信頼は、ビデオ A の方が、ビデオ B より有意に高かった（5.1 [SD 2.7] vs 3.0
[2.7], F=40, p<0.001）
ビデオに対する意向
87 人（81%）がビデオ A を好ましいと回答し、20（19%）がビデオ B を好ましいと回答
した（p<0.001）
。
瞳孔確認の認識
死亡確認の際に瞳孔の診察を行う・行わないに関して「１：非常に好ましい」～「５：全
く好ましくない」で尋ねたところ、瞳孔確認を行うは 1.9 [0.7]、瞳孔確認を行わないは 3.8
[0.8]であった（p<0.001）
。
自由記載データ
ビデオの違いに関する自由記載から、5 項目の医師の立ち居振る舞いの各々に対する記載の
有無を二人の独立した研究者が評価した。1~5 項目目に関する両研究者間の一致率（κ）は、
それぞれ 0.32、0.91、0.78、1.00、0.77 であった。一致率が 0.7 に満たなかった 1 項目目
の立ち居振る舞いに関しては、
「患者をすぐに見るのではなく、あとで死亡確認のためだけ
に診察するより、患者の家族の気持ちを考えると礼儀をつくしながらすぐに診察するほう
が好感はもてる」
（63 歳、男性）
、
「共感するという意味で行動を少し早める事も必要と思い
ます。その点では 2 本目（ビデオ B）の行動は早かったと思います。」
（60 歳、女性）と言
う意見が見られた。
考察
本研究は、医師の死亡確認の立ち居振る舞いの効果を探索した初めての実験心理学的研
究である。
もっとも重要な知見は、医師の死亡確認の時に、国内外で推奨される立ち居振る舞いを行
うことで、医師の共感がより強く感じられることを実証研究で明らかにしたことである。
また、推奨される立ち居振る舞いを行うことで、被験者は共感的な医師であると感じるだ
けでなく、死亡確認という瞬間であっても陰性感情を持ちづらいこと、医師への信頼感が
高まることが示された。同時に、大部分の被験者が医師が推奨される立ち居振る舞いを行
うことを好むことが示唆された。医師の死亡確認の立ち居振る舞いは死亡直後の家族の感
情だけでなく、長期的な遺族の悲嘆に大きな影響を及ぼしえる。医師が今回効果の検証さ
れた立ち居振る舞いを実臨床に取り入れることで、遺族の短期的・長期的な精神的なアウ
トカムの改善に繋がる可能性がある[1-3]。本研究で検証した医師の死亡確認の立ち居振る
舞いの仕方は、わが国の多くの施設で実施可能であると考えられる。患者の心肺停止時に

適切な死亡確認の方法が整えられ、ガイドライン等で公表されることで、日本国内におい
て望ましい死亡確認の方法が均てん化されることが期待される。
次に重要な知見は、先行文献で推奨されてきた多くの立ち居振る舞いのうち、今回検証
した 5 項目のうち 4 項目が想定通りに医師の共感を強める結果となったことである。現代
の医療では当番制を採用している場合が多く、特に当番医が死亡確認を行うことが少なく
ない。その際でも、診断前には「初対面の家族に対して医師が自己紹介を行った後で、主
治医から経過を聞いていることを伝え」
、診断中は患者に声を掛けながら心音、呼吸音聴取
後、衣服を元の状態に戻して丁寧に整えるなど「患者の尊厳を尊重した立ち居振る舞いを
行い」
、診断後は診察の結果を伝えた上で「携帯電話ではなく腕時計で死亡時刻の確認を行
い」
、死亡直前期兆候についての質問があった場合は「体の自然な変化であり、本人は苦し
くなかったと思う」旨を伝えることで共感的な対応が可能になる。これら個々の立ち居振
る舞いのうち、まずは可能なものから実臨床に取り入れることが進められる。
一方、第一項目（「医師は家族の感情が一段落するまで静かに待つ」）はほとんど群間差
が見られなかったが、統計学的にはビデオ B の方が共感的な医師と認識された。自由記載
からは、心肺停止後に訪室した医師がすぐに診察を行わないことを疑問視する意見もあっ
た。また、第一項目についてビデオ間の差を認識できたかどうかを調べたところ、研究者
間の一致率は低く（κ=0.32）、第一項目の立ち居振る舞いの妥当性が低かった可能性が示
唆された。本研究の基盤になったガイドラインは在宅における死亡確認の立ち居振る舞い
を示したものであり、ある程度在宅の看取りに対して家族が心の準備をしている場合と、
一般病院における看取りに対する家族の心の準備は異なる可能性がある。今後、状況や療
養場所ごとに、患者の心肺停止後、医師が患者のもとに駆け付けてから死亡確認までにど
のような立ち居振る舞いをするのが最も望ましいかについて明らかにする必要がある。
本研究にはいくつかの限界がある。第一に、仮想症例を視聴した上での実験環境におけ
る研究であり、実際の死亡確認の立ち居振る舞いを検証した研究ではないことである。し
かし、医師のスキルを変えた無作為比較試験を行うことは倫理的にも実際的にも不可能で
あり、このような実験心理学的なデザインは許容されると考えられる。第二に、50 歳以上
と年齢の下限を設けたことで若年の遺族への一般化しづらいことである。今回死別体験が
あることを優先して年齢下限を設定し、予想通りほぼ全例で遺族が対象となった。第三に、
死亡確認の場における医師の訪室から診察開始までの立ち居振る舞いは、状況や療養場所
によっても変わり得るため、
「一般病院に入院中の治癒不能な慢性疾患を有する患者におい
て、死が差し迫っていることが予期されている状況での死亡確認」以外の状況で適用する
際には注意を要する（慢性疾患でも急変による予期されない死、若年者の死、自殺、交通
事故など）
。状況や療養場所によっても診察前の望ましい立ち居振る舞いは変わる可能性が
あり、各療養場所による望ましいあり方を今後検証する必要がある。

結論
我々は実験心理学的手法を用い、医師が死亡確認の際に推奨される立ち居振る舞いを行
うことで、家族から見た医師の共感、家族の感情、医師への信頼が向上することを明らか
にした。本研究で検証した医師の死亡確認の立ち居振る舞いの仕方は、わが国の多くの施
設で実施可能であると考えられる。今後、患者の心肺停止時に適切な死亡確認の方法が整
えられ、ガイドライン等で公表されることで、日本国内において望ましい死亡確認の方法
が均てん化されると考えられる。
研究助成
公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 2015 年度「在宅医療研究への助成」の助成を受
けた（助成金額：2,000,000 円）
。利益相反はない。
感想


勇美記念財団助成の先行研究があり、その際に文献的考察もなされていたため、本研
究の位置づけが分かりやすかった。



コミュニケーション研究の専門家の藤森先生に共同研究者になっていただいたことで、
研究デザインが強固になった。



民間モニター業者を通じて被験者の応募を行ったことで、短期間で被験者が同定され、
2 日間で実査自体は終了した。
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表 1．被験者背景
N (%)
年齢

63 歳 [SD, 7.6]

性別（女性）

46 (50%)

婚姻状況
既婚

66 (72%)

未婚

16 (17%)

死別

3 (3.3%)

離別

7 (7.6%)

最終学歴
高校

17 (19%)

短大・専門学校

22 (24%)

大学

49 (53%)

大学院

4 (4.3%)

家族や身近な人との死別
10 年以内

66 (72%)

11 – 20 年前

23 (25%)

なし

3 (3.3%)

死別した家族
配偶者

3 (3.3%)

親

59 (64%)

義理の親

4 (4.3%)

子供

2 (2.2%)

兄弟・姉妹

10 (11%)

その他

11 (12%)

死因
がん

39 (42%)

心疾患

9 (9.8%)

脳血管障害

8 (8.7%)

肺炎

9 (9.8%)

老衰

13 (14%)

事故

2 (2.2%)

その他

8 (8.7%)

死別の時期について
予期していた

60 (65%)

予期していなかった

29 (32%)

表 2．ビデオ視聴後の医師の共感
ビデオ A

ビデオ B

平均値 [SD]

平均値 [SD]

ビデオ全体視聴後 (0 – 50)

26 [14]

1 項目目視聴後 (0 – 50)

F*

p-value*

36 [13]

33

<0.001

34.2[10]

33.7 [11]

6.3

0.014

2 項目目視聴後 (0 – 50)

21 [13]

27 [12]

21

<0.001

3 項目目視聴後 (0 – 50)

18 [14]

33 [14]

13

0.001

4 項目目視聴後 (0 – 50)

22 [12]

32 [11]

10

0.002

5 項目目視聴後 (0 – 50)

16 [14]

37 [14]

15

<0.001

F*

p-value*

*ビデオの順番を共変量として共分散分析で補正、SD: 標準偏差
表 3．ビデオ視聴後の基本感情 6 項目と医師への信頼
ビデオ A

ビデオ B

平均値 [SD]

平均値 [SD]

怒り

2.5 [1.9]

3.8 [1.9]

18

<0.001

悲しみ

3.4 [1.7]

3.8 [1.6]

12

0.001

恐れ

1.9 [1.6]

2.6 [1.6]

16

<0.001

嫌悪

2.4 [2.0]

3.7 [1.9]

19

<0.001

喜び

0.7 [1.4]

0.5 [1.1]

4.1

0.046

驚き

2.3 [1.9]

2.8 [2.0]

3.3

0.075

5.1 [2.7]

3.0 [2.7]

40

<0.001

基本感情 6 項目 (0-6)

医師への信頼 (0-10)

*ビデオの順番を共変量として共分散分析で補正、SD: 標準偏差

