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1.  インターネットを用いた乳がん患者のピ
アサポートグループによる参加者の不
安・抑うつに対する効果：ヘルパー・
セラピー原則（援助者がもっとも援助を
受ける）に基づいた無作為化比較試
験
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【目的】
インターネットを用いたピアサポートグループ

（ISG）の参加者は、社会的支援を受けることとヘル
パー・セラピー原則（援助者がもっとも援助を受け
る）による恩恵がある。本研究の目的は、他者を支
援することでの精神的な健康状態に対する効果を無
作為化比較試験に検証することである。

【方法】
過去 3 年以内に非進行期の乳がんと診断され、

精神的苦痛を有する女性 184 名を無作為に標準 ISG
（S-ISG）群と強化型 ISG（P-ISG）群に割りつけた。
6 つの S-ISG と 6 つの P-ISG が運営され、グループ
ごとの人数は 14-17 名であった。両群の ISG とも、
毎週 90 分のチャットを 6 週間行った。チャットで
はファシリテーターがテーマを提供した（テーマの
例：症状、自己効力感やボディイメージ、日常生活
の障害、不安・抑うつ・再発の恐怖、食事や運動な
ど）。チャットの内容は文書化され 24 時間以内に投
稿された。また掲示板は常に使用可能で、参加者同
士でコミュニケーションできた。S-ISG 群では、情
報交換や精神面のピアサポート、経験の共有、人生
をプラスに変える技術や自信の促進を主眼とした。
P-ISG 群では S-ISG 群の内容に加えて、ヘルパー・
セラピー原則に基づいた介入を行った。すなわち、
他者のニードを理解し支援する方法を文書で説明
し、チャットのテーマとそれに関する自身の経験が

他者の支えになりうることを記述したメールを毎週
送付し、ファシリテーターは参加者のニードや支援
行動をフィードバックし、掲示板にテーマについて
投稿するよう参加者に依頼した。介入前後に HADS
で不安と抑うつを測定した。

【結果】
S-ISG 群と P-ISG 群にそれぞれ 96 名・88 名が割

り付けられ、介入終了後 1 ヶ月の調査にそれぞれ 82
名・78 名が回答した。チャットへの参加状況、ISG
による支援の評価に有意差はみられなかったが、
S-ISG 群より P-ISG 群で有意に ISG への投稿や援助
行動を示す投稿は多く、一人称が少なく二人称が多
く（自身に焦点をあてた投稿は少なく他者に焦点を
あてた投稿が多く）、否定的感情の表現が少なく投
稿されていた。初期値や支援の評価を調整した多変
量解析の結果、介入後の不安・抑うつは S-ISG 群よ
り P-ISG 群で有意に高かった。

【結論】
インターネットを用いたピアサポートグループは

実施可能で支援が得られると評価された。ヘルパー・
セラピー原則に基づいた強化したサポートグループ
では他者を援助する行動やコミュニケーションが増
加したにも関わらず、不安や抑うつは増強してしま
った。精神的回復の遅延や否定的感情の惹起をもた
らしたのかもしれない。他者を支援することは乳が
んサバイバーの自身の精神的苦痛の治療には役立た
ないのかもしれない。

【コメント】
がんサバイバーのピアサポートとしては患者会が

一般的で、インターネットの SNS やメーリングリ
ストなどを利用したサポートグループは比較的新し
い取り組みである。対面でのサポートグループと比
較して非言語コミュニケーションが取りにくいこと
やコンピューターを扱う技術が必要となることがデ
メリットとなる一方で、参加しやすい、振り返りが
しやすい、情報検索がしやすいなどのメリットが考
えられる。本研究ではさらに「ヘルパー・セラピー
原則」を取り入れた点が独創的である。

しかし、本研究では期待した介入効果は得られな
かった。ファシリテーターがニードを積極的に抽出
することでかえって不安や負担感を増強させてしま
ったのかもしれない。ヘルパー・セラピー原則はこ
れまで横断研究で指摘されることが多く、臨床での
治療的手技としての有用性はあまり検討されていな
い。本試験の結果からヘルパー・セラピー原則が臨
床応用できないというわけではなく、より効果的な
導入方法を検討していく必要があろう。また、イン
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ターネットを用いたピアサポートグループのがんサ
バイバー支援での有用性の検証も必要である。

2.  終末期入院患者とその家族に治療の
ゴールを話すときに医療者を悩ませる
障害とは
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Ordons AR, Sharma N, Abdul-Razzak A, Jiang X, 
Day A, Heyland DK; for the Canadian Researchers 
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【目的】
病棟を担当する医療者に対して、（1）重症入院患

者とその家族に対して相談の上で治療ゴール決定し
ようとするときに何が障害となるか、また（2）自
分でその話し合いをしようと思うか、さらに他の職
種の医療者がその話し合いを行うことは妥当だと考
えるか、を調査すること。

【方法】
カナダの 5 つの州の 13 の大学病院の一般内科で

入院患者を担当する、スタッフ医師、内科レジデン
ト、看護師を対象とし、質問紙または E メールによ
る横断調査を行った。質問紙は医師用、看護師用そ
れぞれ文献レビューに基づくコアグループによるド
ラフト作成後、23 人の多職種フォーカスグループに
よるフィードバックにより修正し、32 人の医療者に
対するパイロット調査を経て作成された。主要評価
項目は患者と家族との治療ゴールを決定する際の話
し合いで感じる 21 の障害をどの程度重要と考える
かを 7 段階のスケールで評価したものである。

【結果】
1,617 人の対象者のうち、1,256 人から回答が得ら

れた（応諾率 77.7%）。全ての医療者グループにおい
て、①患者とその家族が悪い予後を受け入れられな
いこと（mean [SD] score, 5.8[1.2], 5.6[1.3]）、②患者
と家族が延命治療の限界と合併症が理解できないこ
と（それぞれ 5.8[1.2]）、③家族が治療ゴールに同意

できないこと (5.8[1.2])、④患者が治療ゴールを決め
られないこと (5.6[1.2])、が重要な障害であった。医
療者にとって自らの技能やシステムの問題はあまり
重要ではなかった。治療ゴールを決めるきっかけを
作ることと意思決定の支援を行うことは回答者の多
くにとって許容できるものであった。

【結論】
病棟担当医療者は治療ゴールの話し合いをすると

きの最も重要な障害になるのは患者と家族の要素だ
と考えていた。また回答者は全ての医療者は治療ゴ
ールを話し合う際に重要な役割を担うと考えてい
た。この研究は患者、家族とのより良い意思疎通と
治療ゴールの決定のための介入方法をデザインする
うえで有用な情報を与えてくれるものであると考え
られる。

【コメント】
死が避けられない患者とその家族とのコミュニケ

ーションは非常に難しい。文化的背景から本邦にお
いて医師以外が患者や家族と治療ゴールについて話
し合うことは未だ少ないと思われるが、この研究の
回答者は許容できる部分もあると考えていた。米
国でも end-of-life discussion（この場合は緩和ケア
や DNR/DNAR についての話）はほとんど医師が
行っている現状がある（Mack JW et al. Ann Intern 
Med. 2012）が、今後多職種による介入を用いた研
究が出てくると思われる。
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