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研究の概要
せん妄は、注意力障害と種々の精神症状をともなう中枢神経系の機能障害の一形態である。せん妄は入院患者の 30%、
終末期がん患者では 50%と高頻度に出現する。せん妄は治療中の事故を誘発し阻害するだけではなく、患者の意思表示
を困難にし、家族の精神・身体的負担になるなど、治療成績や生命予後、QOL、医療経済的負担の増加にもなり、発症
と重症化を予防するための適切な管理が必要である。海外では英国では NICE が、米国では NCCN が入院治療中の標
準的なせん妄管理指針を示されている。しかし、わが国ではせん妄に関する認識が遅れている現状があり、拠点病院の
約 60%で不適切な管理が、30％ではまったく対策がとられていない。わが国の拠点病院で即実施可能な簡便で効果的な
介入方法を確立し、提供することが必要である。今回、国立がん研究センターの事業目的であるがん患者の療養生活の
質の尊重する支援体制を整備し標準化を進めるために、拠点病院を対象に実施した実態調査に基づき、拠点病院で実践
可能な簡便なせん妄の重症化を予防する介入プログラムを多職種で構築し、有効性を検証することを計画した。
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研究の目的と到達目標及び実績要点
全期間（目的と到達目標）
：
本研究の目的は、がん患者に高頻度に発症するせん妄に対して、せん妄発症・重症化を予防する拠点病院で実施可能
な簡便で効果的な介入プログラムを開発することにある。
到達目標:
1. せん妄重症化を予防する効果的な医師・看護師教育プログラムを開発する
2. せん妄重症化を予防するのに効果的な薬剤師による薬剤管理・指導方法を開発する
3. せん妄重症化を予防する適切な疼痛管理方法を確立する
4. せん妄に対する介入プログラムの有効性を検証する
第２年次（到達目標）
１ せん妄を早期に発見し重症化を予防する介入プログラムを看護師・医師を対象に予備的に実施し、プログラム
の実行可能性を検討する。介入プログラムには、通常の入院で認められるせん妄への対策に加え、がん医療で問
題となる疼痛コントロールが不良で、疼痛とオピオイドの調整が問題となる疼痛下のせん妄対策を含むプログラ
ムを組み入れる。予備的検討をふまえて介入プログラムを修正し、看護師・医師を対象とした介入プログラムの
有効性を検証するプロトコールを作成し、実施体制を整える。

２ 介入プログラムの実施可能性の検証とともに、プロセス評価とアウトカムの予備的検証を行う。プロセス評価
では、病棟看護師によるせん妄のカルテ記載、初期対応、主治医の投薬や指示変更を記述する。アウトカムは、
介入者とは独立した評価者によって、せん妄の発見率の向上、早期発見・早期対応によるせん妄の重症化の低減、
せん妄に関連する医療事故の減少を想定する。
（年次評価時点の実績要点）
1.せん妄の早期発見・重症化予防プログラムを作成し、医療者が携帯できるせん妄ケアのガイド（せん妄パウチ）
としてまとめた。
2.当プログラムを、一病棟で試行し、実施可能性を確認した。
3.今後計画されている、教育プログラムの実施のために、看護師教育の担当者となるせん妄のエキスパート（せん
妄リンクナース）を、各病棟看護師から選定し、教育を行った。
研究成果と考察
第２年次評価時点
1. せん妄重症化を予防する効果的な教育プログラムの開発
せん妄の早期発見・重症化予防プログラムの開発
看護ケアのエキスパートの備える技能について、昨年度のフォーカスグループの内容をもとに、外部のエキスパート、
によるレビューを受けた後に、精神腫瘍医・リエゾン看護師・心理士を中心に教育プログラム仮案を作成した。教育プ
ログラムは、①せん妄を発見する、②連携した対応の実践、の 2 点を介入の対象とし、
①
情報収集（せん妄の背景因子の同定、身体・治療・症状緩和の状況把握、治療の見通しと方針）
②
観察（身体精神症状の日内変動）
③
評価・診断（重症度評価・サブタイプ（低活動）の同定）
④
介入・ケア（原因（身体要因）に基づいた対応ができる、疼痛コントロールに対応できる）
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⑤
適切な薬剤の使用、指示の判断
⑥
教育・情報提供（同僚：情報共有のために記録できる・伝達できる，主治医に「せん妄」であると言える・対
応を依頼できる，家族にせん妄の知識・接し方を伝える，精神科・他職種へコンサルテーションできる）
⑦
家族への教育的介入
の 7 つの項目を設定し、２つの場面を題材とした講義・ワークショップ形式の教育プログラムとそれを補完するガイド
の作成を進めた。
プログラム実施体制の整備
プログラムを実施する上で必要な、教育体制を整備した。看護部に協力を依頼し、各病棟よりせん妄に対する教育・
情報伝達・連携ナースの役割を担う“せん妄リンクナース”をおき、準備的な教育を開始した。せん妄リンクナースは、
病棟のリーダーを担える人材を病棟師長が推薦し、各病棟、手術室、外来各 1 人ずつ選出した。せん妄リンクナースは
月１回のワーキンググループで定期的なミーティングを実施し、病棟のせん妄ケアに関する現状やニーズを情報共有し
た。まずワーキンググループでは、せん妄ケアのガイドブック（せん妄パウチ）について検討し、せん妄の早期発見の
ためのせん妄ハイリスクの提示方法、せん妄ケアのガイドブック（せん妄パウチ）の確認するタイミングを検討した。
せん妄リンクナースが教育・情報伝達を行う内容として、情報収集、観察、評価・診断、介入・ケア、適切な薬剤の使
用と指示の判断とし、視覚教材を使ったビデオ学習とロールプレイを企画した。
上記教育プログラム仮案をリンクナースを対象に部分的に試行し、受講者によるフォーカスグループを行い、プログ
ラムの実施可能性を検討した。フォーカスグループからのフィードバックを受けて修正を加えた後、今後 1 月にせん妄
リンクナースより病棟スタッフに教育を実施し、その後 2 月に計 10 回のビデオ学習とロールプレイを実施する予定で
ある。
また、介入プログラムの一環として、多職種連携に必要な要素をフォーカスグループで抽出し、電子カルテでの連携
システムを作成した。
疼痛コントロール中のせん妄に対しては、昨年フォーカスグループインタビューから作成した｢せん妄を有するがん
患者における疼痛評価法およびケアに関するエキスパートコンセンサス｣について、緩和ケア病棟の入院中にせん妄を
生じた患者を対象に実施可能性と有用性を予備的に検討した。エキスパートコンセンサスの修正を繰り返し、より実践
的なせん妄を有するがん患者における疼痛評価法およびケアに関する手順を修正した。
上記を踏まえてプログラム全体の実施可能性を検討するために、2013 年 2 月に看護師・医師を対象に教育プログラ
ム実施する予定で準備を進めている。
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プログラム評価の予備的検討
実施体制の整備にあわせて、エキスパートコンセンサスに基づくせん妄ケアに関するスキル評価尺度開発をおこない、
研修会の前後で試行し、尺度評価をおこなった。
プログラムの予備的検討にあわせて、プログラム評価方法を検討した。プログラム評価法に従い、プライマリ・アウト
カムはせん妄の検出率の向上で、
病棟スタッフのせん妄認知率を、
せん妄診断のゴールドスタンダードである Confusion
Assessment Method（CAM）を外的基準として、プログラム実施前後での変化を検証することとした。また、副次ア
ウトカムとして、退院時の臨床転帰（自宅退院、転院、死亡）
、入院期間、せん妄に関連する医療安全関連事象（イン
シデント）
、せん妄に対処する医療者の自信、をおくこととした。スキル評価に加えて、転帰、せん妄の検出率と設定
し、プログラム実施前後での比較とし、プロトコール案を作成した。
プロトコールは、当病院の他外部の医療機関にも協力を依頼し、4 施設で実施する方向で調整を行っている。
2. せん妄重症化を予防するのに効果的な薬剤師による薬剤管理・指導方法の開発
昨年度の Brain Storming において抽出された「せん妄に関する教育・知識の不足」を扱った。せん妄患者への薬剤
指導と薬剤師の役割について他施設の薬剤師と意見の交換を行った。使用薬剤をクエチアピンに限定したせん妄患者の
問題事象調査を実施した。上記問題をまとめて、教育プログラムに実装する予定である。
倫理面への配慮
本研究のプロトコールは、国立がん研究センター倫理審査委員会の審査を受け、研究内容の妥当性、人権および利益
の保護の取り扱い、対策、措置方法について承認を受けることとする。インフォームド・コンセントには十分に配慮し、
参加もしくは不参加による不利益は生じないことや研究への参加は自由意思に基づくこと、参加の意思はいつでも撤回
可能であること、プライバシーを含む情報は厳重に保護されることを明記し、書面を用いて協力者に説明し、書面にて
同意を得る。
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