第39回日本集中治療医学会学術集会
教育セミナー開催
共催：ホスピーラ・ジャパン株式会社／丸石製薬株式会社

より良い鎮静管理を目指して
看護師が出来ること
●座長

2012 年 2 月 29 日，第 39 回日本集中治療医学会学術集会
（幕張メッセ）
において，
ICUでの鎮静管理に関する教育セミナーが行われた．
2 病院の集中ケア認定看護師が
鎮静評価スケールの導入経過とその効果を報告．
スケールを用いた鎮静評価の実践内容を事例を交えて紹介した．

講演1

布宮 伸氏

自治医科大学医学部麻酔科学・
集中治療医学講座 教授
自治医科大学附属病院集中治療部部長

せん妄予防に対する私たちの取り組み

デクスメデトミジンはせん妄を減少させるか？
●講演者

西村 祐枝氏

山口県立総合医療センター
ICU主任
集中ケア認定看護師

の西村祐枝氏は，1 人の患者の死がせん

のステップに進むようになっています．

妄症状を見直すきっかけになったと話す．

次に導入したCAM-ICUは 4 つの所見で

「一見静かだった大動脈解離患者が不穏

構成され，所見 1・2 に該当すればせん妄

後に急変するという，忘れがたい経験を

となり，医師でなくてもせん妄のタイプ

しました．後にカルテを確認すると，不

を判定できます．評価方法を習得すれば，

穏より以前にせん妄症状を呈していまし

RASSとあわせて 2 分程度で判定可能で

た．私たちは，どのように取り組めばい

す」
と西村氏は解説する
（図 1 ）
．

近年，集中治療領域において，せん妄

いのかとても悩みました．そんなときに

CAM-ICUを導入した 2008 年以降の

は精神症状を主体とする臓器不全の 1 つ

問題解決の一助となったのがせん妄スケ

ICU入室患者におけるせん妄の見落とし

で，人工呼吸器装着期間の延長など，予

ールCAM-ICUの導入でした」

の実態を調査したところ，44％の患者に

後や生存率に影響する独立因子と認識さ
れている．

鎮静評価スケールの導入経過と評価

せん妄がみとめられたという．患者の背
景に有意差はなく，環境要因のドレーン

同院では，2007 年に鎮静評価スケール

数のみに有意差をみとめた．しかし，1

活発型，不活発型，混合型の 3 タイプが

のRASSを導入し，カンファレンスや事

因子のみに着目したせん妄の発見は困難

あり，多くは予後が悪く発見も難しいと

例検討，インシデントの分析を繰り返し

なため，CAM-ICUの積極使用を進める

いわれる不活発型だといわれる．したが

行うことで，医師と共有する鎮静評価ス

こととなった．

って，せん妄の早期発見と他職種との連

ケールとして定着をはかってきた
（表 1 ，

携による速やかな予防的介入が求められ

2）
．

一方，精神科領域におけるせん妄は，

ている．
山口県立総合医療センターICU（ 6 床）
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次に導入した痛みのスケールBPS（表
3）
は，人工呼吸器装着中や，患者の意思

「CAM-ICUの第 1 ステップでもある

疎通がはかれないときに使用可能とした．

RASSは，− 3 から＋ 4 に該当すれば次

得点が高いほど疼痛があると認識され，5

RASS：richmond agitation-sedation scale
CAM-ICU：confusion assessment method for the ICU
BPS：behavioral pain scale

表 1 スケール導入までの経過
年

スケール

普及するための方法

RASS

医師と共有
◦勉強会
◦看護研究（せん妄発生率
と見落としの実態）

2008

CAM-ICU

◦カンファレンス
◦事例検討
◦ヒヤリハット分析

2009

BPS

2007

2010

各スケール
活用

2011

表 2 RASSとその利用法
勉強会の内容

◦Surviving Sepsis
Campaign guidelinesの紹介
◦鎮静の目的と方法
◦病態アセスメント
◦せん妄発生の疫学
◦予防的介入
◦鎮痛管理
◦概日リズム

◦記録用紙に新設
◦術前訪問用紙の作成

ステップ１：30 秒間，患者を観察する．これ
（視診のみ）
によりスコア 0〜＋
4 を判定する．
ステップ 2：	 1）
大声で名前を呼ぶか，開眼するように言う．
2）
10 秒以上アイ・コンタクトができなければ繰り返す．以上２
項目
（呼びかけ刺激）
によりスコアー1〜ー3 を判定する．
3）
動きが見られなければ，肩を揺するか，胸骨を摩擦する．
これ
（身体刺激）
によりスコアー4，ー5 を判定する．

スコア

用語

説明

＋4

好戦的な

明らかに好戦的な，暴力的
な，スタッフに対する差し
迫った危険

＋3

非常に興
奮した

チューブ類またはカテーテ
ル類を自己抜去；攻撃的な

＋2

興奮した

頻繁な非意図的な運動，人
工呼吸器ファイティング

＋1

落ち着き
のない

不安で絶えずそわそわして
いる，しかし動きは攻撃的
でも活発でもない

西村祐枝：CAM-ICUを使用したせん妄の評価．看護技術，57
（2）
：128〜132，2011．より引用・改変

CAM-ICU
評価
スタート

所見 1：急性発症または変動性の経過

いいえ

・基準値からの精神状態の急性変化があるか？
・
（異常な）
行動が過去 24 時間に変動したか？

せん妄ではない
評価終了

はい

RASS
ー3～
＋4

所見 2：注意力欠如

RASS
による
基準線
評価

ASE
（注意力スクリーニングテスト）
：聴覚・視覚いずれか
を実施
聴覚ASE：例）
1 のときに手を握ってくださいと指示する．
→ 6153191124
（十分な声の大きさで）
視覚ASE：先に 5 枚の絵を見せ
（3 秒ずつ），次に異な
る5 枚の絵を加えた 10 枚の絵を順に示し，
先の 5 枚に含まれるかを問う．

RASSにより判定可能

RASS＝ 0 以外

評価不可能
後で
RASSの
再評価

せん妄である
評価終了

意識清明な

落ち着いている

－1

傾眠状態

完全に清明ではないが，呼
びかけに 10 秒以上の開眼， 呼びかけ
およびアイコンタクトで応 刺激
答する

－2

軽い鎮静
状態

呼びかけに 10 秒未満のア
イ・コンタクトで応答

呼びかけ
刺激

－3

中等度鎮
静

状態呼びかけに動きまたは
開眼で応答するがアイ･コ
ンタクトなし

呼びかけ
刺激

－4

深い鎮静
状態

呼びかけに無反応，しかし，
身体刺激
身体刺激で動きまたは開眼

－5

昏睡

呼びかけにも身体刺激にも
無反応

身体刺激

日本呼吸療法医学会：人工呼吸中の鎮静のためのガイドライン．人工呼吸中
の鎮静ガイドライン作成委員会，2007．より引用

RASS=0
所見 3：無秩序な思考

CAM-ICU

せん妄ではない
評価終了

0〜7点
所見 4：意識レベルの変化

RASS
ー4，
ー5

8 点以上

0

質問
（セットA，Bいずれか）
の誤答数で判定．
誤答 1 つ以下なら，指示を行う．
（セットB）
（セットA）
1．葉っぱは水に浮くか？
1．石は水に浮くか？
2．ゾウは海にいるか？
2．魚は海にいるか？
3．1グラムは 2グラムより重いか？ 3．2グラムは 1グラムより重いか？
4．木を切るのにハンマーを
4．釘を打つのにハンマーを
使用してよいか？
使用してよいか？
（指示）評価者は，患者の前で評価者自身の 2 本の指を上げて見せ，
同じことをするよう指示する．
今度は評価者自身の2本の指を下げた後，
患者にもう片方の手で同じこと
（2 本の指を上げること）
をするよう指示
する．

誤答 2 つ以上
または
指示ができない
誤答 1 つ以下
かつ
指示ができる

せん妄である
せん妄ではない
評価終了

せん妄症状を低減させる看護ケア
3 つの評価スケールを活用することで
評価しながら，積極的にせん妄予防ケア
に取り組んだ．カンファレンスや事例検
討を積極的に行い，せん妄症状を低減す

図 1 日本語版CAM-ICUフローシート
古賀雄二：ICUにおけるせん妄の評価──日本語版CAM-ICU．看護技術，55
（1）
：32，2009．より転載

るための看護ケアの 9 つのポイントを実
践している
（表 4 ）
．
「①のへッドアップはVAP予防など人

点未満で管理することが望ましいという．

CAM-ICUとBPSが定着してきた 2010

工呼吸器装着患者の呼吸ケア，②の循環

BPS導入後，人工呼吸中の鎮静管理状

年度に，せん妄の減少を調査したところ，

血液量評価は体液の過不足を起こさない

況を比較検討したところ，RASSのみで

BPS導入後に有意にせん妄の発生が減少

ように循環動態の早期安定化をはかると

管理した群 42 人より，RASSにBPSを

した．また，BPS導入後でデクスメデト

いうことです．③〜⑥はそれぞれの評価

加えて管理した 51 人がプロポフォール投

ミジン投与症例が増加していたことから，

スケールを活用し，具体的な介入方法を

与量が有意に減少したという．この調査

デクスメデトミジンを使用することが，

指示しながら薬剤管理，概日リズムなど

以降，同院ではRASSにBPSを加え，過

せん妄発生を減少させる一助となると考

を整えていくケアです．⑦は家族との調

剰鎮静の抑制を推進していった．

えられたという
（図 2 ）
．

整を行いながら，精神的なケアに取り組
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表 3 BPS
項目

表情

上肢の動き

人工呼吸器
との同調性

説明

スコア

穏やかな

1

一部硬い
（たとえば，眉が下がっている）

2

全く硬い
（たとえば，まぶたを閉じている）

3

しかめ面

4

全く動かない

1

一部曲げている

2

指を曲げて完全に曲げている

3

ずっと引っ込めている

4

同調している

1

ときに咳嗽

2

大部分は呼吸器に同調している

呼吸器とファイティング

3

呼吸器との調節がきかない

4

日本呼吸療法医学会：人工呼吸中の鎮静のためのガイドライン．人工呼吸中の鎮静ガ
イドライン作成委員会，2007．より引用

15 歳以上，開胸・開腹手術後の人工呼吸器装着患者を対象に，CAM-ICU，
BPSを活用して，せん妄が減少できるかを検討．
BPS導入前の主観的な疼痛評価で管理した群 29 人と，BPS導入後，BPSで
管理した群 24 人のせん妄発生の有無，年齢，性別，術式，抜管までの時間
フェンタニル持続静注・持続硬膜外鎮痛・抜管までの臨時鎮痛薬使用の有無，
プロポフォール投与量，デクスメデトミジン投与症例数を調査し検討した．

BPS導入前（n=29）

せん妄なし
69％
プロポフォールの
投与量
（mg/kg/h）

1.9 ± 1.5

1.7 ± 1.9

デクスメデトミジン
投与症例
（%）

17

37.5

図 2 せん妄の発生率と鎮静剤投与の比較（2010 年度）
佐藤直子ほか；2011 年度山口県集中治療研究会より

介入の結果，混合型せん妄が改善した患

因をかかえています．しかし，その苦痛

者さんが
『生きる希望がもてた』とお話し

を言葉で訴えることはできません．そん

してくださいました」

な患者さんの状況を正確に判断し，せん

「せん妄が怖くなくなった」
「早く予測で

せん妄なし
92％
＊P=0.0425

ICUの患者さんの多くは，せん妄発生要

が大きく変わったと西村氏は話す．

せん妄あり＊
8％

せん妄あり
31％

み，環境調整を行うことです．これらの

各評価スケール導入後，看護師の意識

BPS導入後（n=24）

表 4 せん妄症状の低減をはかる
看護ケアの実際
① 20 度以上のヘッドアップ
②循環血液量の不足を評価

妄予防に対する具体的なケアを立案する

③せん妄の有無を確認

指針となっているのがこれら 3 つの評価

④BPS5 点以下に

スケールです」

「鎮痛すれば鎮静薬の中断も怖くなくなっ

見につながった．こうして訓練されたス

⑤ 1 日 1 回鎮静を中断
⑥日中はRASS 0〜− 2 で
夜間は− 3〜− 4 で
（せん妄症状が改善するまで指示され
た薬剤で上記レベルに調節投与する）
例）プロポフォールとデクスメデトミ
ジンの併用

た」
「CAM-ICUに慣れたので，BPSも使

タッフによる，高度で専門的なせん妄予

⑦面会調整

防の介入が行われていくこととなった．

⑧早期経腸栄養の開始

きるため，不活発型の時点で介入ができ

同院では，他職種に情報を提供し，ス

る」
「鎮痛・鎮静の意識が変わった」
「鎮静管

タッフのせん妄予防に対する意識の向上

理に昼夜のリズムをつけるようになった」

や発見方法の訓練を行うことで，早期発

えるようになった」
などの意見が聞かれた
という．

◆

光が当たる工夫

⑨早期離床への支援
（抑制解除・他動運動）

2008 年度に 44％あったせん妄の発生

最後に西村氏は，ICUで看護計画を考

率は，2010 年度には 15％まで減少した

えるときに思い浮かべる，一人の患者の

という．同様の条件でデクスメデトミジ

病棟と退院後の様子をスライドに映し，

ンの使用状況を調べたところ，2008 年に

その言葉を紹介して現場の看護師にエー

んに言われました．私たちはCAM-ICU

9％だったものが，2010 年には 63％まで

ルを送った．

導入をきっかけに，せん妄予防のケアを

増え，ICUの鎮静・鎮痛管理が大きく変化
していることがわかった．

「
『死ねばよかった．でも死にたくない．

西村祐枝：CAM-ICUを使用したせん妄の評価．看護技術，
57
（2）
：128〜132，2011．より

大きく変えることができました．患者さ

すごく苦しいなかで自分の意思を表現で

んの状態に応じた基本的なケアを一つひ

「この成果の可視化はさらなる原動力と

きないときに，絶えず医療者が声をかけ

とつ確実に実行することで，患者さんの

なりました．鎮痛・鎮静・せん妄評価スケ

続けてくれた．記憶に残っているんです．

生きる力を支援できると考えます．それ

ールは，私たちが“立ち止まって考える

本当に生きる希望になりました．ぜひほ

こそが，せん妄予防につながる近道なの

機会”を与えてくれたのだと思います．

かのスタッフにも伝えてほしい』
と患者さ

ではないでしょうか」
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講演2

看護師から見た鎮静管理

●講演者

安藤 有子氏

関西医科大学附属枚方病院
看護部副師長
集中ケア認定看護師

が容易であること，再現性があること，

その結果，ADLの再獲得のための支援や

鎮静のクライテリアが薬剤の調節を行う

リハビリ，早期離床に向けたケアにも結

ために十分であること，鎮静レベルと同

びつきます」

様に不穏のレベル評価が十分であること，
さまざまな患者層において評価者間の一
致度が高いこと，妥当性が証明されてい

I C U における鎮静管理の実際
同院では重症度が高いほど，それに伴
う過度の苦痛を軽減するために，深い鎮

ること」
と話す．
鎮静・鎮痛の目的は，①患者の快適性・

同院では，鎮静評価スケールをRASS

静レベルを目標にしている．薬剤は麻酔

安全性の確保，②酸素消費量・基礎代謝量

に統一したことで，医師と看護師が患者

効果の強いプロポフォールを中心に管理

の節約，③換気の改善と圧外傷の減少で

の状態を共通して評価することが可能に

している．

あるが，なかでも看護師にとって最も大

なった．それにより，看護師主体で鎮静

「電子カルテに，
“プロポフォールの持続

事なところは①である．治療に伴う苦痛

コントロールを行うこともできるように

静注をRASSの 0 から− 2 の幅でコント

や原疾患の症状をできるだけ和らげ，不

なったという．

ロールしてください．1mLずつ増減可で

安や緊張を緩和することが必要だ．具体

「利点は，患者さんのいちばん近くで，

上限は 20mL，下限はOFFです”という

的には，気管チューブの不快感や驚き，

患者さんの状態に素早くタイムリーに対

医師の指示が入力されます．そこで，看

興奮を抑え，心身の安静を促進すること．

応でき，患者さん中心に鎮静管理ができ

護師は患者さんの状態をRASSで評価し，

また，自己抜去防止や気管内吸引の苦痛

ることです．また，なにかあったときに

流量を調節し，医師に報告します」
と実際

の緩和，治療や処置に伴う苦痛の緩和な

はすぐに報告し，薬剤の変更や増減が可

の管理の様子を説明した．

どがあげられる．

能になりました．鎮静レベルだけではな

すこし状態が回復方向に向かうと，ウ

関西医科大学附属枚方病院のICU（ 12

く，全体の把握に努めるため，苦痛の原

ィーニングの開始や鎮静レベルを浅めに

床）
では，鎮静評価スケールとしてRASS

因がなにかと常にアセスメントしている

設定していくという．

を導入している．

ので苦痛除去のケアができるのです．そ

「人工呼吸器のサポートが減るので，呼

のため，医師に患者さんの回復過程に合

吸の安定を常にみながら鎮静剤を減らし

わせた鎮静目標の変更を提案できますし，

ていくこと，RASSを目的のスコアにも

その理由を安藤有子氏は，
「記憶・解釈が
容易であること，各クライテリアの鑑別

っていくこと，それから，24 時間鎮静状
態ではなく，昼夜のリズムをつけて鎮静

鎮静の必要度
鎮痛

をコントロールすることです．デクスメ
デトミジンを併用し，プロポフォールを

フェンタニル

暫減していくというように管理していき
デクスメデトミジン
・鎮痛・症状緩和
・睡眠・休息の確保

静穏・意識清明
RASS：0

デクスメデトミジン
プロポフォール
・呼吸の安定
・昼夜のリズム

浅い鎮静
RASS：0～－ 2

ます」と安藤氏はポイントを語った（図

プロポフォール

3）
．その後，抜管のめどがたてば，プロ
・生命維持・合併症予防
・呼吸・循環の安定
・安楽の確保

ポフォールからデクスメデトミジン中心

深い鎮静
RASS：－ 2～－ 4

ミジンの流量を上げたり，昼と夜の区別

の鎮静にするという．一方，夜間はプロ
ポフォールを併用したり，デクスメデト

重症度
非挿管・NPPV

図 3 重症度と鎮静目標

自発呼吸主体

人工呼吸器依存

をつけることも大切だという．
「抜管して不穏があればデクスメデトミ
ジンを使い，意識明瞭で安定していれば
睡眠薬のみ，またはなしで管理していき
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表 5 看護師が鎮静管理を行うために必要なスキル
1．知識

そのために看護師は医師からの信頼を獲

2．技術・ケア

◦病態の理解・治療方針

◦人工呼吸器管理

◦患者の尊厳

◦各薬剤の特徴や副作用
投与中の観察ポイント
禁忌症例

◦心血管作動薬の管理

◦家族への配慮

◦意識障害・神経学的所見

◦二次的合併症の予防ケア

◦呼吸モニタリング
血液ガス分析の解釈

得するために，スキルアップをはかるこ

3．倫理観

とが必要だと続ける
（表 5 ）
．
「私たち看護師に必要なのは，RASSが

◦せん妄評価

評価できることではなく，それにまつわ

◦鎮痛管理

るいろいろなスキルを提供できることで
す．当院のICUは，34 人の看護師のうち，

◦気道管理

9 人がICU経験 1 年未満で，平均経験年

◦循環モニタリング

数は 2.0 年と若いスタッフばかりです．
そのため，先輩のサポートは重要で，カ

（ICDSC）
表 6 Intensive Care Delirium Screening Checklist
このスケールはそれぞれ 8 時間のシフトすべて，あるいは 24 時間以内の情報に基づき完成される．明
らかな徴候がある＝ 1 ポイント：アセスメント不能，あるいは徴候がない＝ 0 ポイントで評価する．そ
れぞれの項目のスコアを対応する空欄に 0 または 1 で入力する．

3．失見当識：時間，場所，人物の明らかな誤認．これらのうちいずれかがあれば 1 点．

り返って患者の状態を評価しており，4
点以上をせん妄と判定している．
続いて安藤氏は事例をあげて，看護師
─
─
─

─

5．精神運動的な興奮あるいは遅滞：患者自身あるいはスタッフへの危険を予防するため
に追加の鎮静薬あるいは身体抑制が必要となるような過活動（たとえば，静脈ラインを
抜く，スタッフをたたく）．活動の低下，あるいは臨床上明らかな精神運動遅滞（遅く
なる）
．これらのうちいずれかがあれば 1 点．

─

になっていきます．看護ケアの目標は，
“睡
眠・休息の確保ができる”で，活動とのバ

もできるのでミトンをはずした

自己抜去して再挿入になったという．状
RASS評価では最初の 2 回の抜去時は上

─

が，ICDSCではせん妄と判定できるレベ

─

ているが，日内変動型の認知情動の障害

（Bergeron N, et al.: Intensive Care Delirium Screening Checklist : evaluation of a new screening tool. Intensive Care Med,
27(5) : 859-864, 2001. より著者の許可を得て逆翻訳法を使用し翻訳）
翻訳と評価：卯野木 健*，水谷太郎**，櫻本秀明***
*聖路加看護大学，**筑波大学大学院人間総合科学研究科，***筑波大学附属病院ICU

ます．この間のRASSの目標スコアは 0

てほしいと看護師に訴えている．話

手に鎮静管理ができているようにみえる

（たとえば，その勤務帯
8．症状の変動：上記の徴候あるいは症状が 24 時間のなかで変化する
から別の勤務帯で異なる）場合は 1 点．

症例 1

況に合わせて鎮静も変化をつけ工夫し，
─

7．睡眠／覚醒サイクルの障害：4 時間以下の睡眠，あるいは頻回な夜間覚醒（医療スタッ

フや大きな音で起きた場合の覚醒を含まない）．ほとんど 1 日中眠っている．これらの
うちいずれかがあれば 1 点．

ついて会場に問いかけた．

実際，患者は経鼻栄養チューブを 4 回

6．不適切な会話あるいは情緒：不適切な，整理されていない，あるいは一貫性のない会話．
出来事や状況にそぐわない感情の表出．これらのうちいずれかがあれば 1 点．

が鎮静管理を行ううえで必要な倫理観に

78 歳の男性が，毎日ミトンをはずし

4．幻覚，妄想，精神障害：臨床症状として，幻覚あるいは幻覚から引き起こされている
と思われる行動（たとえば，空を掴むような動作）が明らかにある．現実検討能力の総
合的な悪化．これらのうちいずれかがあれば 1 点．

ています」
カルテや夜勤の情報も考慮し，1 日を振

2．注意力欠如：会話の理解や指示に従うことが困難．外からの刺激で容易に注意がそら
される．話題を変えることが困難．これらのうちいずれかがあれば 1 点．

ー態勢のなかで相談しながら鎮静を考え
せん妄評価はICDSCを用いて
（表 6 ）
，

1．意識レベルの変化

（A）
反応がないか，
（B）何らかの反応を得るために強い刺激を必要とする場合は評価を妨
げる重篤な意識障害を示す．もしほとんどの時間（A）昏睡あるいは（B）昏迷状態であ
る場合，ダッシュ
（ー）を入力し，それ以上評価を行わない．
（C）傾眠あるいは，反応までに軽度ないし中等度の刺激が必要な場合は意識レベルの変
化を示し，1 点である．
（D）
覚醒，あるいは容易に覚醒する睡眠状態は正常を意味し，0 点である．
（E）
過覚醒は意識レベルの異常と捉え，1 点である．

ンファレンスの機会を多く設け，フォロ

看護師だけの
一人よがりの看護は厳禁

ルであったという．後半は落ち着いてき
が示唆された．
安藤氏は，
「せん妄があるから抑制をは
ずさないのではなく，それ以外のリエゾ
ン的な介入など，対策を講じることが大
切です．そして，この患者さんの尊厳は
どうなるか，患者さんの要望を断り続け

看護師主体の鎮静コントロールとはい

ると看護師との信頼関係が崩れてしまう

鎮痛は，重症であればプロポフォールの

え，看護師のみでの管理ではいけないと

のではないか，元気になりたいという患

みでなく，必ずフェンタニルの持続投与

安藤氏は注意を促す．医師との連携がよ

者の気持ちを失わせてしまうのではない

を併用します」

い治療に結びつき，早期回復につながる．

か，という葛藤をかかえながら，自己抜

ランスがとれることが目的になります．
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症例 1
78 歳，男性．前立腺腫瘍，誤嚥性肺炎→敗血症
人工呼吸管理中（気管切開），誤嚥の再発防止のため，経鼻栄養チューブ挿入により，経腸栄養を行っている．
ウィーニング段階にあり，1 回/日車椅子移乗を実施．昼夜のリズム確立に向けたケアを行っている．
患

者	
「絶対に抜かないから，これ（ミトン）は
ずして」
看護師	
「ダメですよ．そういって前にも抜いて
るでしょう」
患 者	
「もう絶対に抜きません．お願いします」
看護師	
「信じますよ．お鼻のチューブだけは絶
対に触らないでくださいね．本当に約束
ですよ」

初回自己抜去

2 日後

さらに 17 日後

18：00
フェンタニル
＋プロポフォール

13：50
フェンタニル
＋プロポフォール
＋デクスメデトミジン

11：28
16：00
デクスメデトミジン デクスメデトミジン
＋塩酸モルヒネ
＋エチゾラム内服
＋エチゾラム内服

RASS：− 1

RASS：0〜＋ 1

RASS：− 1〜＋ 2

RASS：0〜＋ 1

ICDSC：4

ICDSC：4

ICDSC：2

ICDSC：2

せん妄

さらに 17 日後

日内変動型の認知・情動の障害

→経鼻栄養チューブを 4 回自己抜去！

症例 2
56 歳，女性．卵巣腫瘍
子宮全摘，両側子宮付属器切除術，胸腔ドレナージ術
術前より多量の胸腹水貯留による呼吸困難あり．
左側臥位でへッドアップの体位で過ごしていた．
→体動著明

気管チューブを抜こうとする動作あり

〈実際は〉

RASS：＋ 2〜＋ 3

ICDSC：0

気管チューブの不快
呼吸困難の恐怖
追加

〈鎮静目標〉
デクスメデトミジン プロポフォール
8mL/時
14mL/時

硬膜外持続鎮痛薬
フェンタニル

血圧 80〜90mmHgで
不安定
RASS：0〜− 2

フェンタニル
静脈内持続投与

RASS：0〜− 1
デクスメデトミジン
8 → 4mL/時

プロポフォール
14 → 5mL/時

血圧 100mmHg台で安定

去から患者さんを守らなければなりませ

め，薬剤を合わせて鎮静を上げてよいも

て患者の感じている苦痛を取り除くケア

ん」
と対応の難しさを述べた．

のか，という疑問があった．RASSは＋

が奏功した．

症例 2
56 歳の卵巣腫瘍の女性が，子宮全摘，
両側子宮付属器切除術，胸腔ドレナ
ージ術を行った．術前より多量の胸
腹水が貯留し，はげしい呼吸困難が
ある．へッドアップして左側臥位で過
ごしている．挿管中でも体動がはげ
しく，気管チューブを抜こうとする．
目標鎮痛レベルはRASS 0 〜− 2 のた

2 〜＋ 3 で興奮状態ではあるが，ICDSC
では 0 点と評価された．

◆
安藤氏は最後に，
「患者に適した鎮静管

「もともと呼吸困難があるのに気管チュ

理を行うためには，客観的な評価ツール

ーブを挿入されて余計しんどい」
と患者は

を用いて鎮静評価を行い，同時にせん妄

訴えていた．そのためフェンタニル静注

の評価や痛みなど，患者に苦痛をもたら

の追加を医師に相談し，持続静注を開始

す原因が潜んでいないか同時に評価する

した．その後，RASSは 0 〜− 1 に落ち

ことが必要です」
とまとめた．

着きはじめ，デクスメデトミジンは 1 時
間に 8mL→ 4mL，プロポフォールは 1
時間に 14mL→ 5mLに減量した．こうし
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