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せんせんせんせん妄妄妄妄とはとはとはとは

脳機能の失調によって起こる、

注意の障害を伴った軽い意識の

くもり（意識混濁）を基盤とする症候

群

一瀬邦弘 編（2002）：せん妄 すぐに見つけて！すぐに対応！，照林社，東京.



症状①

１、注意障害

注意が散漫し、会話に集中できない、行動や言葉にまとまりがない

２、記憶障害

昔のことは覚えているが、さっき話したこともすぐに忘れてしまう

３、見当識障害

日時や場所がわからなくなる（特に時間の障害が多い）

４、知覚障害

幻視（実際にはないものが見える）

幻聴（実際にしない音が聞こえる）

錯視（実在するものを異なって知覚する、例えば、天井のしみを虫など）



症状②

５、精神運動障害

・亢進：興奮、多動、多弁など

・抑制：自発的な言動がない、刺激に反応しない

６、情動障害

不安、恐怖、抑うつ、怒り、多幸、無欲など

７、睡眠覚醒周期障害

不眠、断眠、昼夜逆転



せん妄？それとも認知症？

脳の状態が異なる

せん妄：一過性の脳機能の失調によって

起こる意識障害

認知症：脳神経細胞の変性や脱落に伴う

脳機能の欠損によって起こる



せんせんせんせん妄妄妄妄 認知症認知症認知症認知症

意識レベル

意識混濁

周囲に対する注意を

集中する能力が低下

正常

発症の仕方

急激（数時間～数日）

発症した日時が特定

しやすい

潜在的（数か月～数年）

症状の変動 日内変動あり 中核症状は変動しない

経過 一過性 慢性進行性



せん妄のタイプ

タイプタイプタイプタイプ 主主主主なななな症状症状症状症状 特徴特徴特徴特徴

過活動型

興奮、幻覚

妄想、不眠など

・・・・興奮興奮興奮興奮、、、、過活動過活動過活動過活動がががが主体主体主体主体

・・・・夜間徘徊夜間徘徊夜間徘徊夜間徘徊、、、、転倒転倒転倒転倒、、、、点滴抜去点滴抜去点滴抜去点滴抜去などがありなどがありなどがありなどがあり、、、、時時時時にににに抑制抑制抑制抑制がががが

必要必要必要必要

低活動型

無表情、無気力、傾眠など
・・・・低活動低活動低活動低活動ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、意識障害意識障害意識障害意識障害、、、、内的不穏内的不穏内的不穏内的不穏はははは持続持続持続持続しししし

ているているているている

・・・・うつうつうつうつ病病病病やややや不眠症不眠症不眠症不眠症とととと誤診誤診誤診誤診しやすいしやすいしやすいしやすい

混合型

過活動型と活動低下型の

症状が混在

・・・・上記上記上記上記２２２２つのつのつのつの特徴特徴特徴特徴がががが混在混在混在混在するためするためするためするため、「、「、「、「せんせんせんせん妄妄妄妄＝＝＝＝興奮興奮興奮興奮」」」」

とととと考考考考えているとえているとえているとえていると混乱混乱混乱混乱しやすいしやすいしやすいしやすい

小川朝生編（2013）：看護技術4月臨時増刊号 一般病棟における認知症・せん妄・うつ病患者へのケア，メヂカルフレンド社，東京.



発症に関連する要因

＜準備因子＞～脳脳脳脳のののの低下低下低下低下しやすさしやすさしやすさしやすさ～～～～

高齢高齢高齢高齢、、、、認知症認知症認知症認知症

脳神経疾患脳神経疾患脳神経疾患脳神経疾患、、、、呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患、、、、心疾患心疾患心疾患心疾患のののの既往既往既往既往

高齢者は複数の身体疾患を抱えている



＜直接（身体）因子＞

～せんせんせんせん妄発症妄発症妄発症妄発症のののの原因原因原因原因となるとなるとなるとなる疾患疾患疾患疾患やややや薬物薬物薬物薬物～～～～

脳神経疾患脳神経疾患脳神経疾患脳神経疾患（（（（外傷外傷外傷外傷、、、、出血出血出血出血、、、、梗塞梗塞梗塞梗塞、、、、腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍などなどなどなど））））

代謝障害代謝障害代謝障害代謝障害（（（（低低低低・・・・高血糖高血糖高血糖高血糖、、、、腎腎腎腎・・・・肝不全肝不全肝不全肝不全、、、、電解質異常電解質異常電解質異常電解質異常、、、、脱水脱水脱水脱水などなどなどなど））））

循環障害循環障害循環障害循環障害（（（（心不全心不全心不全心不全、、、、心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞、、、、不整脈不整脈不整脈不整脈などなどなどなど））））

呼吸障害呼吸障害呼吸障害呼吸障害（（（（呼吸不全呼吸不全呼吸不全呼吸不全、、、、肺梗塞肺梗塞肺梗塞肺梗塞などなどなどなど））））

薬物薬物薬物薬物のののの使用使用使用使用

高齢者高齢者高齢者高齢者はははは加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴いいいい、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる身体機能身体機能身体機能身体機能がががが低下低下低下低下しているしているしているしている

複数複数複数複数のののの身体疾患身体疾患身体疾患身体疾患にににに対対対対してしてしてして、、、、複数複数複数複数のののの薬薬薬薬をををを内服内服内服内服しているしているしているしている



＜誘発（促進）因子＞

～せんせんせんせん妄発症妄発症妄発症妄発症をををを促進促進促進促進するするするする環境環境環境環境やややや心理的要因心理的要因心理的要因心理的要因～～～～

環境環境環境環境のののの変化変化変化変化（（（（入院入院入院入院やややや部屋部屋部屋部屋のののの移動移動移動移動などなどなどなど））））

感覚過剰感覚過剰感覚過剰感覚過剰またはまたはまたはまたは遮断遮断遮断遮断（（（（視覚視覚視覚視覚・・・・聴覚障害聴覚障害聴覚障害聴覚障害））））

不動不動不動不動、、、、身体拘束身体拘束身体拘束身体拘束（（（（治療的安静指示身体拘束具治療的安静指示身体拘束具治療的安静指示身体拘束具治療的安静指示身体拘束具のののの使用使用使用使用などなどなどなど））））

身体的身体的身体的身体的ストレスストレスストレスストレス（（（（不快症状不快症状不快症状不快症状、、、、不眠不眠不眠不眠、、、、便秘便秘便秘便秘、、、、排泄方法排泄方法排泄方法排泄方法のののの変更変更変更変更））））

心理的心理的心理的心理的ストレスストレスストレスストレス（（（（不安不安不安不安、、、、緊張緊張緊張緊張、、、、不満不満不満不満、、、、圧迫感圧迫感圧迫感圧迫感などなどなどなど））））

高齢者高齢者高齢者高齢者はははは適応力適応力適応力適応力がががが低下低下低下低下しておりしておりしておりしており、、、、外的環境外的環境外的環境外的環境・・・・刺激刺激刺激刺激をををを

受受受受けやすいけやすいけやすいけやすい



せん妄を引き起こしやすい薬物

抗抗抗抗コリンコリンコリンコリン薬薬薬薬 アーテンアーテンアーテンアーテン、、、、アキネトンアキネトンアキネトンアキネトンなどなどなどなど

ドーパミンドーパミンドーパミンドーパミン作動薬作動薬作動薬作動薬 シンメトレルシンメトレルシンメトレルシンメトレル、、、、ドパストンドパストンドパストンドパストン、、、、パーロデルパーロデルパーロデルパーロデル

抗抗抗抗うつうつうつうつ薬薬薬薬 アナフラニールアナフラニールアナフラニールアナフラニール、、、、トリプタノールトリプタノールトリプタノールトリプタノール、、、、ドグマチールドグマチールドグマチールドグマチール（（（（スルピリドスルピリドスルピリドスルピリド））））

ベンゾジアゼピンベンゾジアゼピンベンゾジアゼピンベンゾジアゼピン系抗不安系抗不安系抗不安系抗不安

薬薬薬薬・・・・睡眠薬睡眠薬睡眠薬睡眠薬

ハルシオンハルシオンハルシオンハルシオン、、、、ベンザリンベンザリンベンザリンベンザリン、、、、ホリゾンホリゾンホリゾンホリゾン、、、、ワイパックスワイパックスワイパックスワイパックス、、、、デパスデパスデパスデパス

非非非非ステロイドステロイドステロイドステロイド系抗炎症薬系抗炎症薬系抗炎症薬系抗炎症薬 アスピリンアスピリンアスピリンアスピリン

H2ブロッカーブロッカーブロッカーブロッカー
タガメットタガメットタガメットタガメット、、、、ガスターガスターガスターガスター（（（（ファモチジンファモチジンファモチジンファモチジン）、）、）、）、ザンタックザンタックザンタックザンタック

ββββ遮断薬遮断薬遮断薬遮断薬 プロプラノールプロプラノールプロプラノールプロプラノール

ジギタリスジギタリスジギタリスジギタリス製剤製剤製剤製剤 ジギトキシンジギトキシンジギトキシンジギトキシン、、、、ジゴキシンジゴキシンジゴキシンジゴキシン

そのそのそのその他他他他 アトロピンアトロピンアトロピンアトロピン、、、、チエナムチエナムチエナムチエナム、、、、インターフェロンインターフェロンインターフェロンインターフェロン製剤製剤製剤製剤



まとめ

①高齢者は加齢に伴い、健康であっても心身機能が

低下している.そのため、予備・適応能力の減少に

より環境の変化・薬物の影響を受けやすい.

②すでに多くのせん妄発症に関する因子を抱えて

いることから、せん妄を起こしやすい状態である.

高齢者のせん妄を理解するためには、高齢者の

身体的・精神的機能の特徴を充分に理解すること

が重要である.
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ご清聴ありがとうございました



認知症疾患医療連携講演会

せんせんせんせん妄妄妄妄のののの予防予防予防予防ケアケアケアケアとはとはとはとは

北見赤十字病院

認知症看護認定看護師

福島恵美子



�予防のケアなんて忙しく無理・・・？

�でも、せん妄がおきると患者・家族は辛い、

ケアするスタッフもヘトヘト・・・



入院

一生のなかで入院はほんの一時

たとえば・・・

そのそのそのその後後後後のののの人生人生人生人生はははは・・・・・・・・・・・・

せん妄のケア



入

院

適切適切適切適切ななななケアケアケアケアがががが受受受受けられたけられたけられたけられた

ケアケアケアケアするするするする私達私達私達私達がががが、そのそのそのその人人人人のそののそののそののその

後後後後のののの人生人生人生人生をををを左右左右左右左右してしまうしてしまうしてしまうしてしまう！！！！！！！！

ならばならばならばならば、、、、せんせんせんせん妄妄妄妄がががが起起起起きないようにきないようにきないようにきないように

まずはまずはまずはまずは予防予防予防予防をすることがをすることがをすることがをすることが一番一番一番一番！！！！

適切適切適切適切ななななケアケアケアケアがががが

受受受受けられなかったけられなかったけられなかったけられなかった



せん妄の予防ケアのポイント

�発症の危険因子となる患者側の身体的要因を

安定させること

�環境の変化によるストレスを最小限に抑えて居

心地の良い環境を作る

�予備能力の低下している認知機能や身体機能

を補う

� 「なんか変」、「いつもとちがう」、「もしかしてせん

妄起こすかも」という予測の目を大切にする



予防のケア

�環境調整

�心地よいコミュニケーション

�感覚遮断を最小限にする

�活動と休息のバランスを整える

�身体拘束を最小限にする

�全身状態の観察と改善を図る



環境調整

�可能な限り、家族や友人の面会を増やす

�家で愛用しているものや身近に置いてあるも

のを持ってきてもらい、目のつくところに置く

�ご家族やペットの写真を飾る

�生活習慣で行っていることをケアのなかに取り

入れる

�施設であれば、PEAPに添って環境を確認

（病院でも中項目までなら使用できる）



環境調整＜見当識を整える＞

�時計やカレンダーは必ず見えるところに設

置する

�会話のなかに、居場所や時間、季節がわ

かるような言葉を意図的に取り入れていく

�病院の場合、転室はできるだけ避ける



転室が要因でせん妄になった事例

＜認定の実習で受け持った患者様 80代、男性、A氏＞

受け持って4週間目、せん妄は改善していた。もともと個

室に入院していたが、状態の悪い患者様が入院してきた

ため4床室へ転室。しかし、大声を出すなどしたため、一

晩で別の個室へ転室。元の個室は、右手に窓があり、窓

から屋上の吹き流しが見えた。転室した個室は、左手に

窓があった。あったはずの吹き流しが見えないと焦燥を強

め、リアリティオリエンテーション等試みるが、最終的に

せん妄が再燃した。（他の要因も重なっていた）



環境調整＜照明と音＞

�騒音やモニターなどの機械音を聞こえな

いようにする

�夕方は電気を早めに点灯し、朝は早めに

カーテンを開け自然光を取り入れる

�消灯後は真っ暗にせず、豆電気などを利

用し適度な暗さを保つ



環境調整

�環境に対する本人の受け止め方を知る

→多くは生活史と関連があるため、

本人や家族から家の環境や生活

習慣を聴取する

�可能な限り同じスタッフが関わるようにする

→「なじみの関係」を築き、安心できる

環境をつくる



コミュニケーション

�明確で簡潔な話し方

�繰り返し質問したり、覚えているかなどの問いか

けは避ける

�名前できちんと呼び、訪室の際は自分も誰なの

かを名乗る

�その人の言動を否定しない

�安心できるような表情・態度・声の調子で接する

＊＊＊＊スタッフスタッフスタッフスタッフのののの言動言動言動言動がががが不安不安不安不安やややや不快不快不快不快なななな感情感情感情感情をををを生生生生みみみみ、、、、

せんせんせんせん妄妄妄妄をををを悪化悪化悪化悪化させることもあるさせることもあるさせることもあるさせることもある



こんなことはありませんか？

�ある特定の人が担当の時だけせん妄が

ひどくなる・・・偶然？それとも・・・・

�記憶の回路と感情の回路はちがう

�自分の担当の時にせん妄がひどい場合

は、今一度自分のその人へのケアを振

り返ってみる



感覚遮断を最小に

�できるだけ眼鏡や義歯、補聴器を使用して感覚器の障害

を補っていく

夜中にウロウロ廊下を歩き回って、よその部屋に

入ろうとする。引き留めて自分の部屋に連れて行

こう とすると激しく嫌がり怒って拳を振り上げる。

これって夜間せん妄？徘徊？攻撃的？

実は、目が見えなくてトイレを探していただけ

�加齢による身体的変化にも目を向けることが必要



活動と休息のバランスを大切に

�夜間不眠の場合は、午前中休息がとれる

ようにする

�昼寝は15時くらいまでに終了し、1回30分

程度に

�夜間眠れるようにするために、休息する時

間をとらず長時間車椅子に乗せたままに

しない

�午前中の早い時間に日光を浴びる



起床後朝日起床後朝日起床後朝日起床後朝日をををを浴浴浴浴びるびるびるびる

網膜網膜網膜網膜 視交差上核視交差上核視交差上核視交差上核 松果体松果体松果体松果体

メラトニンメラトニンメラトニンメラトニン分泌抑制分泌抑制分泌抑制分泌抑制メラトニンメラトニンメラトニンメラトニン分泌分泌分泌分泌

15～16時間後

核心体温核心体温核心体温核心体温のののの低下低下低下低下
眠気眠気眠気眠気

覚醒覚醒覚醒覚醒

睡眠睡眠睡眠睡眠



身体拘束は最小限に

�不必要なラインの早期抜去

�早期に離床を図る

�身体拘束は正当な理由がある場合以

外は使用しない

＊緊急やむを得ない場合の要件

「切迫性」、「非代替性」、「一時性」



たとえばこんな工夫

�刺入部の固定テープに「大事」と書く

� 「ここに大事な点滴の管が入っています。抜かない

で大事にしてもらって良いですか」「この管を大事に

してくれてありがとうごいます。これはとても大切な点

滴です。大事にしてくれているので助かります」

�見えないようにルートを首から通して、点滴も視界に

入らないところに置く

�可能ならば、せん妄のない

時間帯に点滴を終わらせる

大切大切大切大切にしにしにしにし

てくれててくれててくれててくれて

ありがとうありがとうありがとうありがとう

ございまございまございまございま

すすすす



全身状態の観察と改善を図る

�身体症状によりせん妄出現することがある

�フィジカルアセスメントが大切

�疼痛や掻痒感など不快な症状はないか

�水分バランスや電解質バランスは崩れていないか

�酸素化は十分出来ているか

�排便コントロールは出来ているか

�排尿状態の観察と適切な排尿ケア

�薬剤の副作用は？



もしせん妄が起こってしまっても

せん妄は、「これが原因だ！」と特定される

ことは少ない。いろいろな要因が絡み合っ

て起こることがほとんど。要因をさまざまな

角度からアセスメントして、考えられる要因

をひとつずつ取り除いていくしかない



事例事例事例事例：：：：90代女性代女性代女性代女性、、、、UTI、、、、認知症認知症認知症認知症のののの診断診断診断診断はははは受受受受けていないがけていないがけていないがけていないが

明明明明らかならかならかならかな認知機能認知機能認知機能認知機能のののの低下低下低下低下ありありありあり

X月X日23時 尿路感染症にて入院。入院直後

より大声をだ し、看護師に対し罵

声、引っ掻く等の行為。興奮状態

X＋1日0時 サイレース使用するが入眠せず。

10時 発熱ないため入浴の声掛けをし、

了承したため浴室へ。大声を出し、

暴れる

12時 看護師の配膳した食事は、「毒

が入っている」と摂取せず。娘に

お弁当箱持ってきてもらい、見え

ないところで詰め替え、娘が作っ

てきたお弁当ということにすると

食べる。その後も看護師が近づく

だけで叫ぶ

身体的苦痛

環境の変化による

不安・恐怖

補聴器を持ってきて

いず、聞こえないま

ま返答。不安・恐怖

看護師は、嫌なこと

をする人で、信用で

きない。脅威以外の

なにものでもない！

何が起こっていたか



X＋1日17時 福島が出勤

はじめは表情硬く、注意障害著明。

何度 も笑顔で訪室、自己紹介と

RO実施。こちらに注意が向くよう
になってから、タッチングしながら

訴えを傾聴（娘には補聴器の持参

を依頼）快感情に働きかける

20時 「私は神様とかは信じていないけ

ど、あなたの言うことだけは信用して

頼りにさせてもらう」バルン違和感に

対し薬を使わせてくれる（それまで

は与薬も家族）

X＋2日8時 夜間は、薬剤使用せずぐっすり入眠

し、朝食は看護師が配膳したお膳で

全量摂取

退院までせん妄なし

この人は自分に危

害を加えない人、信

用して良い人と思っ

てもらえた。



「せんせんせんせん妄対策妄対策妄対策妄対策リエゾンチームリエゾンチームリエゾンチームリエゾンチーム」始動

�せん妄のコンサルテーションを受けるが・・・

�私達からみると、実際のせん妄は少ない

�身体症状や苦痛、自分の思いをさまざまな表

現で訴えられている患者さんたち・・・

�あらためて・・・認知症のある人が、何を感じ、

何を考え、何がしたいのか、私達の「気気気気づきづきづきづき」

の大切さを実感
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