
高齢者のせん妄ケア特集１

　せん妄は，高齢者にとって起こりやすい病態であり，臨床の

現場においてせん妄を見逃すと，その原因によっては即座に対

処しなければ命を危険にさらすこともある。特に認知症患者

は，認知症のない高齢者と比較してせん妄を起こしやすく，

BPSDと誤解されたり，合併したりすることがしばしばある。

　せん妄が発症する背景には，全身疾患，薬剤の開始や離脱，

脳器質性疾患，環境の変化などがあり，これらが複合的に作用

する。

　医療現場で遭遇するせん妄症例の多くは，これまで入院した

ことがない高齢者が突然，転倒骨折，肺炎，熱中症，脱水，脳

卒中および心筋梗塞などを発症して集中治療室へ緊急入院し，

数日以内に起こる夜間せん妄である。

　重要なポイントは，せん妄が起こってから対応するのではな

く，せん妄を起こさないように予防することである。これまで

はせん妄に対し，向精神薬による治療がされていたが，最近の

臨床研究でせん妄には向精神薬は効果がないことが示された１）。

せん妄に対して有効な治療は集学的治療であり，全人的チーム

医療を行うことである。

　せん妄は，事故の誘発や身体予後の悪化をもたらし，入院が

長期化したり，本人の意思決定能力を低下させたりする。時に

は家族とのコミュニケーションさえも困難となり，同時に医療

現場のスタッフを疲弊させ，医療コストの増大につながる。少

子高齢化が問題となっている日本社会において，今後ますます

高齢者や認知症が増えることが予想されており，せん妄に対す

る予防対策や対応は，医療現場において最重要課題の一つであ

ることは言うまでもない。

せん妄の発症要因と病態
　せん妄の直接因子を表に示す２)。薬剤によって誘発されるせ

ん妄や離脱せん妄を日常診療において経験することが多く，そ

の際，原因薬剤を特定して中止したり，再開あるいは代替薬剤

を投与したりすることで速やかに改善する。そのため，「たか
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がせん妄」と軽視される。しかし，複合

要因として重要な誘発因子に，環境変

化，身体抑制，ドレーンやバルーン留置，

難聴，視力障害，疼痛，便秘，脱水，睡

眠障害などがある。つまり，要因の中に

は重度な脱水など，直ちに治療を開始し

ないと生命に危険が及ぶ恐れのあるもの

もあるため，せん妄を疑った場合は常に

最悪の病態を想定して診療に当たること

が重要である。しかも，意識障害により

患者本人から訴えることができないた

め，対応する医療スタッフが察して，全

人的医療スキルを発揮しなければなら

ない。

　せん妄の病態は複合的で，認知症に合

併することが多いため，せん妄と認知症

は混同されることがある。そこで，せん

妄の病態を図１にまとめる。これらせん

妄の多要因を特定し，同時に多職種チー

ムで集学的治療に当たることが望ましい。

　しかし，本当の意味でのせん妄治療の

主軸は予防であり，病態に示された高齢

者，認知機能障害，頭部疾患既往，せん

妄既往，アルコール中毒などせん妄準備

状態となる要因に当てはまる患者が入院

した場合，せん妄予防対策をあらかじめ

チームカンファレンスなどで話し合って

おくことが重要となる。せん妄対策とし

ては，例えば，身体拘束をしない，点滴

やバルーンの留置は避け，点滴は日中に

抜き刺しを行い，夜間は点滴を外して睡

眠の妨げにならないように配慮し，日中

は声かけなどで昼寝を牽制して，睡眠リ

ズム障害を予防するなどの対策を講じる

ことが必要である。

せん妄の診断基準
　せん妄は，軽度から中等度の意識障害の

特殊型と定義される。米国精神医学会の診

断基準Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, 5th edition（DSM-

５）３) を次に示す。

　以下のＡ〜Ｅをすべて満たすこと

でせん妄と診断される。

記銘力
障害

不安
恐怖

抗うつ
怒り

興奮
意欲低下

妄想

幻覚

覚醒水準の低下
見当識障害
注意障害

ここで障害
されると認知症
ここで障害
されるとせん妄

脳の一時的な機能失調によって起こる，軽い意
識混濁を基盤とする症候群。注意障害を伴う。

知覚

感情 意欲

記憶 思考

知能

意識意識識意意識

図１　せん妄の病態

•抗パーキンソン病薬
•循環器用薬（ジギタリス，βブロッカー，
利尿薬）

•抗コリン薬 •H２受容体拮抗薬
•抗不安薬 •抗癌薬
•抗うつ薬 •ステロイド

●アルコール，薬物または薬物中毒
●感染症，特に肺炎と尿路感染症
●脱水状態および代謝異常
●感覚遮断（環境変化）
●心理的ストレス

表　せん妄の原因と影響を及ぼす主な薬剤

国際老年精神医学会著，日本老年精神医学会監訳：プライマリ
ケア医のためのBPSDガイド，アルタ出版，2005.を一部改変

主な薬剤
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特集2　高齢者虐待の予防と対応

　高齢者医療において，虐待事例との遭

遇は避けては通れない。要介護高齢者や

認知症高齢者に対して虐待が起こりやす

いが，高齢者医療・看護はこのような障

害のある人への対応だからである。とり

わけ認知症患者は，記銘力や判断力低下

のために経済的虐待を受けやすい。認知

症患者は，虐待を受ける自覚がないこと

やその事実を記憶できないことも多く，

その意味でも不利である。本稿では，高

齢者が受ける虐待の特性と，その予防と

対応について述べる。

高齢者虐待の概念
　わが国で通常使用されている虐待の概

念は，次の５つである。

①身体的虐待（physical abuse）
②心理的虐待（psychological abuse）
③性的虐待（sexual abuse）

④介護等放棄（neglect）
⑤経済的虐待（fi nancial abuse）
　「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」（以下，高齢

者虐待防止法），「障害者虐待の防止，障害

者の養護者に対する支援等に関する法律」

（以下，障害者虐待防止法）でも，この５

つの概念が採用されている。本稿では，

加えてセルフ・ネグレクト（self-neglect）

についても述べる。

①身体的虐待（physical abuse）
　殴る，蹴る，つねる，拘束する，熱傷

を負わせるなど，身体的な苦痛を与える

ことを言う。また，「ひも・器具などで

身体を束縛する」「部屋に閉じ込める」

「鎮静剤などで活動を封じる」もそれに

当たる。「無理やり食べ物を口に入れる」

「ナースコールを使用させない」も該当

する。例えば，ベッド柵やミトンの使用

などもこれに該当し得る。

②心理的虐待（psychological abuse）
　どなりつける，ののしる，悪口を言う，

無視するなど，心理的苦痛を与えること

を言う。「親しい人に会わせない」「やり

たいこと（活動など）をさせない」など

も該当する。施設などでは，「食事に薬

をふりかけて食べさせる」も該当し得る。

なお，身体的虐待や性的虐待は，同時に
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心理的虐待であることが多い。心理的な

虐待を与えることが目的で，身体的虐待

や性的虐待が行われることも珍しくない。

③性的虐待（sexual abuse）
　「本人の意思に反して性行為を迫る」

「無理に体に触れる」「被害者にわいせつ

な行為を行うことを強要する」などが代

表的である。「わいせつな言葉をかける」

「（介護施設などでスタッフが多忙のため

に生じる）下半身（女性の場合は胸など

も）を露出したまま放置する」もこれに

当たる。

④介護等放棄（neglect）
　必要な世話を提供しないことであり，

「食事を与えない」「入浴させない」「お

むつを交換しない」「劣悪な，あるいは

不潔な住環境で生活させる」などが代表

的である。必要な時に適切な医療を受け

させないこともこれに当たる。

⑤経済的虐待（fi nancial abuse）
　日常生活に必要な金銭を渡さない（使

わせない），年金や預貯金，固定資産な

どを勝手に使用することなどを言う。

「認知症になった親の預金を生活費に流

用する」などが代表的である。「高齢者

の意思に反して高齢者施設などに入所さ

せ，その家屋を使用する」「（高齢者が所

有している）不動産を無断で売却する」

なども該当する。

⑥セルフ・ネグレクト（self-neglect）
　本概念は他者からの虐待ではなく，自

分自身で劣悪な環境や不潔な環境に自ら

を置いてしまう行為である。身体障害や

認知症を伴うことが多いが，必ずしも身

体や知能の障害を伴わない。セルフ・ネグ

レクトは独立した死亡リスク因子である。

●虐待概念の重複
　以上６つの虐待概念を紹介したが，こ

れらの概念分類は，どれかに当てはめな

くてはならないものではない。ほとんど

の身体的虐待や性的虐待は，心理的虐待

を伴う。つまり，「相手を心理的にも支

配する」手段として，身体的虐待や性的

虐待が行われることも多い。したがって，

「虐待を察知するツール」と考えてよい。

●加害者（法律上の用語は「養護者」
「養介護施設従事者等」）の意図
　①～⑤において加害者が虐待行為を

行っていることを認識しているか，ある

いは意図的に行っているかは関係なく，

その状況を見て虐待の存在を判断する。

◆グレーゾーンという認識
　①～⑤を発見した時，「どこまでを虐

待とみなすか」は難しいことがある。白

か黒かはっきりしない「グレーゾーン」

の事例が多いからである。したがって，

「はなはだしきもの」「明らかに虐待され

る側に不利益なもの」をもって虐待と認

識する。しかし，グレーゾーンの事例を

医療従事者が認識することは意義がある。

「そこに，何らかの家庭内の軋轢があり

そうだ」という認識は，治療やケアの実

施にとって重要である。

高齢者虐待の予防とは
　「高齢者虐待の予防」は，行政関係者
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災害対策と看護師の役割特集 3

　本稿では，病院看護部としての災害に

対する備えについて解説したいと思いま

す。災害看護は特別なもののように取

りざたされることがありますが，はたし

てそうでしょうか。また，病院看護部が

取り組むことだと言いながら，それでは

何から取り組んだらよいかについて疑

問を持っている人も多いと思います。そ

こで，ここでは備えとは何かを明確にし

た上で，現在日本で整備されている状

況を説明し，その後，具体例を挙げなが

ら災害に対する備えについて述べていき

ます。

備えとは何か
　ナイチンゲールは，看護の目標を「環

境を操作し，自然が最もはたらきやすい

ような状態に病人を保つことである」１）

としています。ナイチンゲールはご存じ

のように，クリミア戦争で医療衛生改革

に努めました。戦争は人為的災害にあた

り，この経験で導かれた看護のあり方

は，災害看護にもあてはまります。災害

が発生した時，ライフラインが途絶えた

り，物が散乱したりするような環境が

整っていない中で，看護師は平時と同じ

ように看護をしなければなりません。そ

のため，災害が発生したことによって生

じた環境の問題について対応できること

が求められます。

　筆者は病院の防災に関して研究を進め

ており，「自然災害に対する病院看護部の

備え測定尺度」（以下，尺度）を開発２）

し，Web上で公開していますが，これは

病院看護部が自然災害に対して備えてお

くべき項目によって作成されています。

ここに挙げられている項目を考える時に，

まず，災害に備えるとはどういうことが

できていることを言うのか，その枠組み

を考え，備えに関する漏れがないように

しました。

　「備え」に関して文献検索をしたとこ

ろ，いくつかの機関がその要素を示して

いましたが，その中でアメリカの国土安

全保障省（Department of Home land 

Security）の示すPreparedness　Cycle

の項目「Plan（計画)」「Organize（組織

化）」「Equip（装備）」「Train（トレーニ

ング）」「Exercise（予行演習）」「Evaluate/ 

Improve（評価と改善）」という６つの
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臨床老年看護 vol.27  no.2 59



要素がふさわしいと考えました。併せて，

それぞれの要素において，先に述べた環

境を整えることを含め，災害の備えとし

て看護が何をやるべきかについての項目

を挙げることにしました。このために，

災害拠点病院の看護部の人にインタ

ビューをしたり，文献検索をしたりして，

114項目を抽出しました。

　「災害に対する病院看護部の備え」と

は，病院の看護部が自施設のある地域で

起こると考えられる災害に対して，専門

的知識と技術を用いて，対応できるよう

に事前に準備しておく活動のことです。

具体的には，災害が起こると認識し，脆

弱性を分析した上で計画し，組織化，装

備，トレーニング，予行演習，評価と改

善を連続的プロセスで継続的に行うこと

です。そのため，この活動には病院に勤

務するほかの職員や関連する業者，機

関，地域住民との協働を含んでいると定

義しました。具体的な項目に関しては後

述します。

日本の備えに関する
整備状況
　近年，日本では，病院において事業継続

計画（BCP：Business Continuity Plan）

の策定が進められています。BCPとは地

震など災害時で供給が途絶えたり，交通

機関などが停止したりするような突発的

な不測の事態が発生しても，重要な事業

を中断させない，または中断しても可能

な限り短い期間で復旧させるための方

針・体制などを示した計画のことです。

2017年度厚生労働省は，災害拠点病院

の指定要件にBCP策定と訓練研修を

2019年３月までに達成することに加え，

災害拠点病院向けにBCP策定研修事業

を開始しました。しかし，病院は24時

間患者を抱えているところであり，災

害拠点病院に限らず，BCPは立てられ

ているべきであると言えます。2018年の

厚生労働省の調査においてBCPの策定状

況を調査したところ，BCPが策定され

ている病院は全国で25％にすぎず，災

害拠点病院でも策定71％と報告されて

います３）。

　先述の尺度は114項目で４段階評価，

456点満点となります。「していない」

１点，「あまりしていない」２点，「だい

たいしている」３点，「している」４点

とし，得点が高いほど備えられていると

評価できます。2013年に全国の病院を

対象に調査を行ったところ，平均値は

251.1点でした。「だいたいしている」３

点を基準に考えると，342点程度あると

よいと考えていましたが，これにははる

かに足りていないと言えました。

　また，災害拠点病院の指定の有無と尺

度の平均値の比較を行ったところ，指定

を受けている病院は平均値302.9点，受

けていない病院は239.4点でした。災害

拠点病院でない場合は，さらに低いとい

う結果でした（図）。
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千葉大学大学院　看護学研究科
ケア施設看護システム管理学　教授
専門職連携教育研究センター

センター長　酒井郁子

千葉大学看護学部卒業後，千葉県千葉
リハビリテーションセンターに看護師と
して就職，その後いくつかの教育機関を
経て，千葉大学大学院看護学研究科ケ
ア施設看護システム管理学教授兼専門
職連携教育研究センターセンター長。
10年以上にわたり，現職の長期ケア施
設看護管理者の能力開発コースでプロ
ジェクト研究に携わってきた。

新連載
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期
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る
看
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管
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長期ケア施設の特徴

　長期ケアとは，永続的・長期的にケアを必要とする

人を対象として，地域の多様な場で提供されます。特

別養護老人ホーム，介護老人保健施設といった高齢者

が入居する介護保険でのケアサービス提供の場だけで

はなく，グループホームやサービス付き高齢者向け住

宅，作業所や更生施設，療養型病床なども長期ケアの

場です。慢性疾患の管理のための外来や，在宅で訪問

看護サービスを受ける場合も長期ケアとなります。長

期ケアは，急性期ケアと対比して考えると理解しやす

いと思います（図１）。

急性期ケア
　急性期ケアとは，分かりやすく言えば総合病院での

治療に伴うケア提供の場です。その目的は，疾患の治

癒と健康状態の回復です。そのために正確な診断と治

療が求められ，治療のために「入院」します。すなわ

ち，急性期ケアは入院および退院というイベントが必

ずあり，始まりと終わりが明確です。それは，利用者

（患者）が日常から切り離され，非日常の中で治療に

依存した生活を送るということです。急性期ケアの使

命は，質の高い医療提供になります。

長期ケア施設の特徴

長期ケア

QOLの維持・向上

終わりが不確実

尊厳あるケア提供

日常の過ごし方を
利用者と作る

急性期ケア

疾患と健康状態の回復

始まりと終わりが明確

質の高い医療提供

非日常の中の治療に
依存した生活

図１　長期ケアと急性期ケアの特徴

酒井郁子：高齢者ケア施設において看護管理者に求められる能力とは，
Community care，Vol.17，No.６，P.50～53，2015.

臨床老年看護 vol.27  no.2 73



長期ケア
　それに対して，長期ケアの目的は利用

者のQOLの維持・向上です。始まりもあ

いまいであることが多く，徐々にケアが

必要になってくることが多いかもしれま

せんが，終わりがいつやってくるのかは

不確実です。ケアが永続的に必要な状態

であれば，その生命が終わるまでケアを

提供する必要があります。明日亡くなる

かもしれないし，10年後まで生きるかも

しれない，このような終わりの不確実さ

があることが長期ケアの最大の特徴です。

　また，長期ケアは日常生活の中にケア

が埋め込まれます。ですからケア提供者

は，利用者の日常の過ごし方を利用者と

共につくることが求められます。ケアや

処置の時間を優先させるのではなく，日

常の過ごし方の一つとしてアレンジして

いきます。このような長期ケアの最大の

ミッション（使命）は，尊厳あるケア提

供です（尊厳については，またいつか話

せればよいと思っています）。

　このような長期ケアを提供する多様な

場がある中で，長期ケア施設とは，長期ケ

アを提供する「施設」のことを指します。

高信頼リーダーとして振る舞い
組織の変革に寄与する

高信頼リーダーと低信頼リーダー
　長期ケア施設は，多くの場合１つの施

設の中で働く従業員が100人以下の中小

規模企業であるため，リーダーの振る舞

いはダイレクトにスタッフに影響します。

すなわち，看護職管理者のリーダーとし

ての行動が，ケアの質にも職員満足にも

波及することを自覚しておくことは重要

です。その組織の中で「信頼」を作るの

はリーダーの責任と言うこともできます。

　信頼にはさまざまな定義がありますが，

ジョエル・ピーターソンは「信頼の核と

なる意味は，一定の権限を進んで他者に

ゆだねるということである。信頼は立ち

上げ，育て，評価し，修復していくもの

である」１）と述べています。一緒に働い

ているから自然に信頼が生まれるという

ものではありません。高い信頼感のある

リーダーは，組織から受託されたものと

して権力を使います。組織から信頼され

ること，そして職員を信頼することが，

この場合の権力の源泉となります。その

ため，高信頼リーダーはメンバーと共通

の目的を達成しようとします。この時大

切なものは，ミッションと考えます。そ

の理由は，権限を与えてくれた人々のこ

とを思い，社会的な役割としてリーダー

を引き受けるからです。ですから，メン

バーに権力を委譲した方が共通の目的を

達成できると判断すれば，委譲すること

をためらいません。なぜなら，メンバー

を客観的に評価し，その能力を信頼して

いるからです。

　これに対して，信頼されていない（低

信頼）のリーダーは，権力を個人の所有

物としてとらえ，政治的方略を駆使しま

す。その目的は，その組織を自分のもの

にすることです。大切なのは自分であり，

高信頼リーダーとして振る舞い
組織の変革に寄与する
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新連載

高齢者施設における感染対策 1983年現・国立病院機構熊本医療センター附属看護学校卒業後，社会福
祉法人済生会熊本病院入職，2002年に感染管理専従看護師としてTQM
センター配属。2004年に感染管理認定看護師認定取得。2007年から
2008年まで日本感染管理ネットワーク代表理事。2009年から日本環境
感染学会評議員。2011年国際医療福祉大学大学院保健医療福祉研究
科看護学専攻修了。同年，山口県立大学看護研修センター感染管理認定
看護師教育課程主任教員として赴任。2012年から山口県立大学看護栄
養学部看護学科講師を兼任し，現在に至る。

山口県立大学　看護栄養学部　看護学科
講師／感染管理認定看護師　家入裕子

　高齢者施設では侵襲性の高い医療処置

が少ないことから，感染のリスクは低い

ととらえられがちである。しかし，対象

者である高齢者が感染に対する抵抗力が

低下していることや，日常生活動作の援

助など密着して行うケアが多いこと，さ

らに，認知機能の低下などによる衛生管

理の困難さから，決して感染のリスクが

低いとは言えない現状がある。また，高

齢者施設は医療の場ではなく，集団での

生活の場であることから，入所者間のさ

まざまな接触の機会も多く，感染症の多

発につながるケースも少なくない。

　このように感染対策の必要性が高いに

もかかわらず，職員不足や職種間の感染

管理に対する認識の違いなども

含め，感染管理の体制が十分

整っていないことなどから，高

齢者施設における感染対策の問

題は多いと考えられる。感染対

策の必要性を感じながらも，現

実的な課題をどう克服していけ

ばよいか悩んでいる看護職も多

いのではないだろうか。

　地域の感染管理認定看護師と共に実施

した高齢者施設の実態調査の経験を踏ま

え，高齢者施設の実態に即したより良い

感染対策を提案したいと考えている。関

連する高齢者施設の現状を振り返る機会

としていただき，感染対策改善の一助に

なれば幸いである。

手指衛生の重要性と
基本的知識

　感染対策の基本原則は，「病原体の除去」

「感染経路の遮断」「宿主（人）の抵抗力

の増強」の３つである。手は，自らの髪

や皮膚に触れた場合やカーテンなどの環

境に触れた場合にも汚染される（写真）。

手指衛生の重要性と
基本的知識

手指衛生の重要性
～たかが手洗い，されど手洗い

写真　パームスタンプ法による手の汚染状況

髪に触れた後 カーテンに触れた後
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汚染後に適切に手指衛生を行わないと，

職員の手を介してインフルエンザや感染

性胃腸炎などの感染症の原因微生物が媒

介されることが多いことから，「感染経

路の遮断」において手指衛生は要であ

る。

　手指衛生には，目に見える汚染がある

場合の流水と手洗い洗剤による手指衛生

（図１）と，目に見える汚染がない場合の
アルコール手指消毒剤による手指衛生（図
２）の２つの方法がある。2002年の医療
環境における手指衛生ガイドライン１）で

は，目に見える汚染がなければ，同じ30

秒の手指衛生では流水と手洗い洗剤の手

指衛生よりアルコール手指消毒剤を用い

る手指衛生がより除菌効果が高いことか

ら，アルコール手指消毒剤による手指衛

生が推奨されている（表）。
　流水と石けんによる手洗いでは，使用

中に細菌汚染する可能性が高いことから，

固形石けんではなく，液体洗剤を用いて

いる施設が多いと思われるが，液体洗剤

を用いる場合であっても，濃縮液を水で

希釈して用いるタイプの製剤や容器につ

ぎ足して使用する場合には細菌汚染され

る可能性があるため，容器を再利用しな

いタイプの製剤を導入することが望まし

い。希釈して用いる場合は適切な希釈濃

度を守ることと，希釈する場合も詰め替

えて用いる場合も，再利用する容器をそ

の都度洗浄・乾燥することを徹底する必

要がある。

指輪，時計は外す 手をこすり合わせる 指の間を洗う
反対の指も洗う

指先は手のひらに
こすりつける

反対の指先も洗う

親指は手のひらで
包むようにして洗う 手首も忘れずに洗う 洗剤を洗い流す 水分を十分拭き取る

●① ●② ●③ ●④

●⑤ ●⑥ ●⑦ ●⑧

図１　正しい手洗い方法：流水と手洗い洗剤
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