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☞せん妄 対応のコツ ～診断・治療の手順～ 

特徴的病態…高齢者-認知症、 

意識混濁+意識変容⇒症状に揺らぎ 

せん妄 

かな？ 

診断 
◎認知・知覚の障害 

◎症状変動 

◎注意・覚醒の障害 



せん妄 特徴的な病態 

（解説 ） 
 

「加齢によって、せん妄は起こりやすくなる」 
 せん妄発生率：一般病棟入院患者の１５～１８％程度 
   高齢者・７０歳以上の入院患者では…２３～２５％ 
 
 

 



せん妄の定義 「せん妄」 定義 

 
軽度ないし中等度の“意識混濁”に、 

  興奮,錯覚や幻覚・妄想等の認知・知覚障害 

     （＝重度の“意識変容”）を伴う… 

       特殊な意識障害である。 



「せん妄」 臨床的意義とは… 

身体疾患の進行、全身状態悪化で 

                     ……頻度増加。 

終末期の死亡前１ヶ月 

              ……３０～８０％に認める。 

 

 ☆発症予測～早期発見・治療 

          ↓  ↓ 

基礎疾患の予後改善に効果がある… 
 



 せん妄の症状 “三つの類型” 

活動減少型←覚醒度低下   過活動→過活動型 
             混合型 
   傾眠               興奮、錯覚 
   寡動               幻覚、徘徊 
   無口               自律神経症状  
                  

意識混濁（軽度～中等度） 

     思考錯乱 
失見当識          
     注意障害  



      せん妄の症状 “三つの要素”  
①意識混濁（「上行性網様賦活系-大脳皮質」障害による覚醒水準低下）と  

②意識変容 との関係、③「時間経過…“揺らぎ” 」が加わる 
          

                 （軽） 意識変容の程度 （高） 
   最軽度 
 注意集中障害  

意  （傾眠） 

識 （嗜眠）             
混 （昏眠） 
濁          せん妄は軽～中等度意識障害で起きる            
   （半昏睡）                     
    （昏睡）  
   （深昏睡） 
  最重度   
 



「せん妄かな？」 意識障害２通りの見方 

一見はっきりしているけど 
とらえ方がおかしい 

意識が曇り反応が鈍る 
ぼんやりして状況理解が困難 

変容 混濁 



 せん妄 操作的診断基準（DSM-Ⅴより抜粋） 

◎認知と知覚の障害 

◎注意と覚醒の障害 

◎症状の変動 
 
 

既存の障害・認知症では説明不能 



「意識変容」（“活発な精神症状”）の見かた 

不機嫌・易怒的 
抑うつ・不安 
多幸的 

「意識障害による脱抑制かも？」という視点は大切 



「注意力」のみかた 

集中、持続性、切り替えを見る 

• 日常会話の受け答え 
• 簡単な計算、質問への対応 
• 話題の切り替えが出来るか 



「注意力」のみかた 

こんな症状があればチェック 

・見当識障害ははっきりしないけど、どうも怪しい 
・面倒くさがる   
・ミスが多い   
・作業が続かない 
・言動がすぐ変わる   
・同じことばかりする 



（参考）せん妄診断スクリーニングツール 

◇看護ｽﾀｯﾌ向け、せん妄発見のためのツール 

DST（Delirium  Screening Tool)⇒(資料参照） 
 
◇ICU，人工呼吸管理中の患者へのせん妄評価法 
 CAM-ICU（ConfusionAssessmentMethod for ICU)もあるが… 



☞せん妄 対応のコツ ～診断・治療の手順～ 

せん妄と診断  
されたら… 

 

発症因を… 

「①準備因子、②直接因子③誘発因子
に分けて評価」          
（Lipowsky) 



せん妄対応のコツ 
「多要因を、３つの因子に分けて評価」 （Lipowsky) 

①準備因子…「脳血管障害慢性期」、「ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病」など 
  の中枢神経系の脆弱性要因。 
 

②誘発因子…睡眠・覚醒リズム障害を通して意識変容を 
 誘発しうる外的要因。 
 

③直接因子…単一でも意識障害をきたしうる要因。 
 
 



◎せん妄は多要因   3つの因子とは… 



 <解説 ： 直接因子を探る＞ 
「高齢者では…一般検査で５０％以上直接原因特定できる」 
 
  せん妄 原因の検索 

 
 
○高カルシウム血症 
○脱水 
○呼吸不全 
○高アンモニア血症 
○腎機能障害 
○貧血 
○低ナトリウム血症 
○感染症 
○中枢神経浸潤など 
○全身状態の評価 
 



【参考】代謝性脳症をきたす臨床検査値 
 PaO2 ＜ ４０mmHg 
 PaCO2 ＞５５ｍｍHg 
血糖  ＜ ４０ｍｇ％ あるいは ＞ ４００ｍｇ％ 
ＢＵＮ ＞ ５０ｍｇ％ 
Hb ＜ ７ｇ 
Na ＜ （１２５～）１２０ｍEｑ/Ｌ 
体温 ＞ ３８．３℃ 
 
  

 <解説 ： 直接因子を探る＞ 



（参考）せん妄 直接因子となりうる薬剤 

 最も高頻度は… 
 ◇抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病薬 
 

 その他… 
 ◇H２受容体拮抗薬（胃潰瘍治療薬） 
 ◇副腎皮質ステロイド 
 ◇抗ウイルス薬（ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ、ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ） 
◇循環器病薬(ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ製剤,β遮断薬,ﾘﾄﾞｶｲﾝ・ﾒｷｼﾚﾁﾝ等抗不整脈薬） 
◇抗てんかん薬（ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ、ﾌｪﾆﾄｲﾝなど） 
◇向精神薬（三環系抗うつ薬,抗不安薬・睡眠薬,炭酸リチウム） 

◇気管支拡張薬、非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系解熱鎮痛薬、モルヒネ、抗癌剤… 
 
 

       
 

 <解説 ： 直接因子を探る＞ 



１．安全の確保（自傷他害の防止） 
 

患者を徒手拘束できるだけの人手を集める 
必要に応じて身体拘束の準備 
 
２．環境的な配慮 

 
個室など静穏な環境、昼夜のリズムが明瞭な環境の提供 

 
 

３．薬物療法 
 

せん妄の治療の基本 
        （日本総合病院精神医学会治療指針、2004） 



☞せん妄 治療のコツ ３つのポイント 

第１に“直接因子” 

⇒治療継続、服薬調整… “誘発因子” に介入    

（環境整備） 

「治療妨害要因=危険行為など…」  

⇒「軽い拘束」 

または「薬物療法」… 



直接因子への対応 “内服薬の調整” 

※基礎疾患の治療薬を漸減・中止することには、 
 医学的に高度な判断を要する。 
 
 

○比較的変更しやすい薬… 
 H２ブロッカー → ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤（PPI）へ 
 

○ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｿﾞﾋﾟﾝ系睡眠薬（ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ、ｴﾁｿﾞﾗﾑ、 
 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ、ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ等）は… 
“反跳性不眠”に注意して速やかに漸減・中止！ 
 



 せん妄 誘発因子は… 

例） 
入院による環境変化, 
 「死ぬかもしれない」という不安など強度の心理的負荷, 
 「睡眠時ﾐｵｸﾛｰﾇｽ」・痛み・頻尿などの睡眠妨害因子, 
身体的ｽﾄﾚｽ,ICUへの隔離などの「感覚遮断・拘禁反応」 
 など… 
 ※ 高齢者せん妄の,約２割に見いだせる。 
 
 







【参考】  せん妄のケア＝誘発因子 
環境介入から予防へ 

照明の調整 （昼夜のめりはり、夜間の薄明かり） 
日付・時間の手がかり （カレンダー、時計を置く） 
眼鏡、補聴器の使用 
親しみやすい（なじみの）環境を整える 
   （家族の面会、自宅で使用していたものを置く） 
オリエンテーションを繰り返しつける 
  （場所、日付や時間、起きている状況について 
    患者自身が思い出せるよう手助けをする） 



せん妄治療を進めるときには…   
 

  

○“せん妄の診断・治療”について、 

患者・家族へ説明を、きちんと行うことは大事！ 

 

 ⇒（参考：別紙：「せん妄の解説」 

製鉄記念広畑病院せん妄ケアチーム編） 

   

 



１）内服できない場合 

①「セレネース０.５～１A＋生食５０ml」静注・点滴静注 
②やむをえずベンゾジアゼピン系薬剤（ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ,ミダゾラム,
ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑなど）を静脈内投与する場合もある… 

 
 せん妄の増悪・遷延化を避けるために最小限に… 
 
２）内服できない理由が拒薬の場合 

   リスパダール内用液０.５～２mg (DMは慎重投与) 

   （今後、エビリファイ内用液が加わる可能性あり） 
 

せん妄治療の基本②  薬物療法 



☞せん妄 薬物療法のコツ ①  

 

抗精神病薬（中医協通達：適用外使用、承認済みの４種… 
    ①リスペリドン、②クエチアピン、 
 ③ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ=『ルーラン』、④ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ＝『セレネース』） 
 を１種類選択して、夕食前/後、１回投与を行う… 
 



☞せん妄 薬物療法のコツ②  
 

 抗精神病薬の選択方法… 
  ◇ “過活動性“⇒ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ液０．５～１mg を第１選択、 
  ◇“興奮強くない場合”⇒ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ２５ｍｇ０．５錠～１錠 
  ◇ ＤＭ合併、ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ使用不可の場合… 
             ⇒ 『ルーラン』8mg錠０．５錠～１錠 
  ※過鎮静になった場合⇒ｸｴﾁｱﾋﾟﾝかﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ=『ルーラン』 
     に変更 



せん妄 

興奮強い時 

「リスペリドン液0.5mg、夕食後」よ
り開始､最高2mgまで漸増。 

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝで過鎮静
⇒ 一旦中止 

せん妄再燃⇒ 

「ﾙｰﾗﾝ(8mg)0.5錠、
夕食後」投与開始 

無効⇒ 「ｾﾚﾈｰｽ錠
0.75mg､夕食後」
…1.5mgまで漸増 

有効⇒継続投与 
軽快すれば    
漸減⇒中止 

興奮強くない時 

「ルーラン(8mg)0.5 錠夕食後」
投与 

「クエチアピン(25mg)0.5-１錠
眠前」投与 

この段階までが“初期対応”、これ以後は『リエゾン・チーム』にコンサルトを！ 

せん妄 薬物療法 推奨版 [’15.１改訂] 
京都民医連中央病院  精神科医師会議／精神科リエゾン・チーム 

ルーランは、リスペリドンに比べて 
鎮静作用が弱く半減期も短い：興奮が強いとき→ 
リスペリドン、それ以外はルーランを選択 

クエチアピンは 
糖尿病には禁忌
！ 



☞せん妄 薬物療法のコツ③  

 

 せん妄軽快後は、症状を観察しながら 

  抗精神病薬の漸減量を… 





（まとめ）せん妄診断・治療のポイント① 

○「せん妄」とは軽度ないし中等度の“意識混濁”に、
興奮,錯覚,」幻覚・妄想等の認知・知覚障害 

 (重度の“意識変容”)を伴う特殊な意識障害で、 
 症状の動揺性が特徴的である。 
 

○病態の特徴は… 
 １）「加齢によって、起こりやすくなる」、 
 ２）「症候群（多要因）である」、 
 ３）このため、「多要因を３層構造（準備因子、誘発
因子、直接因子）に分けて評価」する必要がある。 

 

 
 
   
 
 

 
 



（まとめ）せん妄診断・治療のポイント① 
 

○治療の基本は… 
 第１に、“直接原因”を明らかにし、 
  その器質的原因に対する治療、 
 第２に、“誘発因子”に対する働きかけ、 
 第３に、“治療妨害要因”のｺﾝﾄﾛｰﾙを行う。 
 

○誘発因子、治療妨害要因に対する、 
 看護・ケア面での治療的介入 
 は、せん妄予防や予後改善の可能性をもつ。 
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ご清聴ありがとうございました 

ランチョンセミナー ‘１５．５．１３ 
     せん妄 対応と処方のコツ 
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