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　こんな事件がありました。右胸の良性腫瘍

の摘出手術を終え病室に戻った患者が，術後

約30分のうちに２度回診に来た医師からわ

いせつ行為等を受けた，と訴えたのです。通

報を受けた警察官が，患者の左（健側部）乳

頭部付近から微物採取を行ったところ，医師

と同型のDNAとアミラーゼが検出されました。

その後，医師は逮捕・起訴されました。

　本件は，医師の逮捕に伴い大きく報道され

ました。特に本件は，医師の診察行為が犯罪

として疑われただけでなく，被害申告が患者

のせん妄による幻覚ではないか，という点で

医療界から注目が集まり，また検出された

DNA「量」が犯行を裏付けるか，という点で，

おそらく本邦初の事件として，法律界からも

注目が集まりました。

　東京地方裁判所は，2019年２月20日，無

罪判決を言い渡しましたが，現在東京高等裁

判所に係属中です。本連載は，判決が有罪か

無罪かとは別に，本件がいかなる事案であ

り，どのように裁判所が判断したのか，また

「せん妄」について医療者がどのように受け

止めるべきなのか，そして本件から医療安全

上どのようなことに留意すべきなのかについ

て，３回にわたりお話しします。

　第１回は事件のあらましと，科学捜査の問

題点を中心に解説し，第２回はせん妄に関す

る当事者の主張と裁判所の判断に加え，せん

妄に関して医療者に望まれること，第３回は

本件から学ぶ医療安全上の試みについて，で

きるだけこの事案を担当した弁護人という立

場を離れて，それぞれ解説します。

事件の概要注１）

■手術に至るまで
　30代前半の女性患者Ａは，右乳房にしこり

を感じたことからＢクリニックを受診し，Ｘ医

師の診察を受け，Ｘ医師が執刀する良性腫瘍

摘出術を受けました。その数年後，Ａは良性

腫瘍を再発し，ＢクリニックにてＸ医師の診

察を受けていましたが，2016年５月に，Ｘ医

師がＹ病院にてＡの良性腫瘍摘出を行うこと

にしました（Ｂクリニックは無床診療所であ

り，Ｘ医師は手術をＹ病院で行っていました）。

■手術前後
　当日，Ｘ医師はＢクリニックでの午前中の

診察を終えてＹ病院へ移動しました。お昼す

ぎに予定入院したＡに対して，Ｘ医師は，病

室でＡの乳房を触診して右乳房の切除部位に

マーキングを施し，胸部を写真撮影しまし

た。その後，Ｘ医師は，13時30分頃，手術

室に入室したＡに対して，立位のＡの胸部写

注１）東京地裁の認定事実を前提に記載していますが，事案の
理解のために，大きな争いのない事実については，補足的に
記載しています。なお，本稿は患者Ａのプライバシーに配慮
して執筆していますが，本誌が医療安全の専門誌であるため，
医学的に関連する情報に関しては記載してあります。

事件の概要と争点
～DNA型鑑定と　
　アミラーゼ鑑定～
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真を撮影しました。また，Ｘ医師は，Ａが鎮

静した後に，創部のエコー検査と，創部・健

側部双方の触診をした後に，遅れて入室した

上級医の助手（病棟主治医）と，再度の触診

をしながら切除部位のデザイニング（マーキ

ング修正）をしました。

　デザイニングの結果，当初の予定切除範囲

よりも短く切開することにしました。その

後，鎮静下で仰臥位にあるＡの写真を複数枚

撮影し，手術室では，立位写真と合わせて合

計15枚の写真を撮影しました。

■病棟での様子
　手術は予定どおり行われ，Ａは14時45分

に５階手術室を退室し，４階病棟に戻りまし

たが，手術室退室時に，Ａは閉眼したまま，

２～３回「痛い」と訴えました。Ａが４人病

床（当時満床）の病室に搬送後，複数の病棟

看護師はＡのバイタルチェック等を行いまし

た。病棟看護師によれば，Ａは閉眼しながら

ぼそぼそと痛みを訴えていました。また，別

の病棟看護師によれば，検温しようとした際

に「ふざけんな。ぶっ殺してやる」とＡが呟

いたようです注２）。

　その後，病棟看護師は，「痛い，痛い」と

つぶやくＡに対して，医師指示の下，鎮痛薬

（ロピオン）を投与しました。

■被害申告と微物採取
　本件手術後に帰宅予定であったＸ医師は，

手術経過をカルテに記載した後に，帰宅前に

Ａと他の担当患者の様子を見に行きました。

まずＸ医師は，Ａの病床を訪れ，Ａの病衣を

めくり傷口からの出血がないか視診し，異常

がないことを確認すると，他の患者のいる病

室へ向かいました。そして，その患者と数分

間コミュニケーションを取った後に，その復

路に再度Ａの病床を訪室し，出血のないこと

を確認してから医局へ戻り，その後，身支度

を整え帰宅ました。

　他方，Ａは，病棟看護師に対して，回診し

てきたＸ医師に左胸乳頭部を舐められたと訴

えました。その後Ａは一度眠りに落ちまし

た。その後，Ａは，再び回診に来たＸ医師が

Ａの胸を見ながら自慰行為に及んでいたと訴

えました注３）。病室の同室患者によれば「ど

うして信じてくれないの」等と大声を出して

いたようです。

　Ａが会社の上司にその旨を15時12分にLINE

したことなどから，上司が110番通報しまし

た。通報を受け，所轄警察署の警察官が臨場

し，17時30分頃，警察官ＣがＡの乳頭部付

近から湿らせたガーゼで微物採取しました。

■その後
　約１カ月後の微物鑑定で，採取したガーゼ

から，Ｘ医師のDNAと同型のDNAが検出さ

れ，アミラーゼ検査も陽性反応が見られたと

の鑑定結果がでました。そこで，Ｘ医師は逮

捕・勾留（105日間），起訴されました。Ｘ

医師は一貫して否認しています。

■使用麻酔薬
　ところで，酸素のほか，Ａに使用された麻

酔薬等は，笑気，プロポフォール，セボフルレ

ンです。また，鎮痛剤としてペンタジン等が

使用されました。詳細は第２回で解説します。

証拠と争点

■証拠等
　検察官が主張する，有罪の根拠は５つあり，

注２）なお，裁判所は，Ａがこのような発言をしたと認定しましたが，Ａ本人によれば，このような発言をしてはいないとのことです。
注３）Ｘ医師が二度訪室したことと，Ａが二度被害にあったと被害申告したことは明らかになっていますが，厳密には，時系列として
Ｘ医師の訪室と被害があったとされる時点の前後関係やその一致は明らかにはなっていません。
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①微物採取の結果，多量のDNA（1.612ng/μL）

とアミラーゼが検出されたこと，②Ａが被害

を感じた時点でＸの後頭部がＡの左胸付近に

見えたこと，③必要性がないのに２度訪室し

ていること，④顔を含む写真を計15枚撮影

し，性的興味を抱いていたと窺われること，

⑤カメラのSDカードからＡの写真が削除さ

れていること，です。

　弁護人が主張する，無罪の根拠は，①Ｘ医

師はＡを数度にわたり素手で触診しており

DNAやアミラーゼが検出されても不自然で

はないこと，およびデザイニング（マーキン

グ）の際に唾液等の飛沫が付着した可能性が

あり，ＸのDNAやアミラーゼがＡの左胸に

付着する機会が複数あること，②Ａが術後せ

ん妄を発症し，せん妄による幻覚を体験した

可能性があること，③外科医として出血確認

は当然であること，④整容性維持等の観点か

ら術前に写真を取ることは適切な医療行為で

あること，またすべての写真はＡがすべてマー

キングされた状態であったこと，⑤Ｘ医師は

直接デジタルカメラの管理をしておらず，写

真を消した者が不明であること等です。

　なお，①に関連して，1.612ng/μLという定

量値（DNA濃度）の正確性が重要な争点の

１つとなりました。

■争点
　主な争点は２つであり，１つはＡの被害体

験に関する供述が信用できるか（関連して，

Ａがせん妄による幻覚を体験したか），もう

１つがDNA量およびアミラーゼの陽性に関

する鑑定の信用性（関連して，犯行以外に

DNAやアミラーゼがＡの左乳頭部付近に付

着する可能性があるか）です。

科学捜査の問題点と 
裁判所の判断

　本稿では，DNA型鑑定，アミラーゼ鑑定

の双方に科学的な問題点がありましたので，

主だったところを紹介します注４）。

■陽性結果を示す写真がない
①問題点
　警視庁科学捜査研究所（以下，科捜研）で

実施されたアミラーゼ検査は，アミラーゼ検

査試薬を含むゲル平板を用いた検査でした。

微物採取したガーゼの糸４本をゲル平板に置

いて感作させて陽性反応の有無を判定しま

す。ところが，検査経過や結果をメモする

ワークシートにはアミラーゼ「＋」と記載さ

れているものの，陽性反応を示す写真はまっ

たくありませんでした。陽性反応といっても

強弱がありますから，単に「＋」とあるだけ

ではどの程度の陽性反応を呈したのか客観的

に事後検証することができませんでした。さ

らに，ゲル平板も廃棄されていました。

②裁判所の判断
　アミラーゼ鑑定に関して，陽性反応を裏付

ける写真がないことに関しては，写真を撮影

することが望ましいが，刑事訴訟法を含む関

係法令には，写真を撮らなければならないと

いう規定がないことを理由に，アミラーゼ鑑

定の結果が直ちに否定されるわけではないと

判断しました。

■DNA定量検査の結果を示す 
資料が存在しない

①リアルタイムPCR法（定量検査）
　本件ではDNAの「量」，すなわちDNA抽出

液のDNA濃度を示す1.612ng/μLの正確性が

注４）紙数の都合ですべての問題点を記載することができません。詳細については，拙稿「担当医から性的被害を受けたと
する患者の被害申告が，麻酔薬等により発症した術後せん妄に基づく性的幻覚である可能性があると判断された事例につ
いて」（医療判例解説Vol.79，P.31 ～64，2019年４月）を参照ください。
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争われました。DNAの濃度測定検査（定量検

査）はリアルタイムPCR法で行われます。リ

アルタイムPCR法は，その後に行うPCR増幅

検査を適切に行うために試薬量を決定する検

査です。

　リアルタイムPCR法の検査原理は，あらか

じめ濃度が判明している複数の標準試料と測

定する対象試料とを同時に測定する検査方法

です。具体的には，DNA抽出液を加温，減温

することを繰り返して，DNAを増幅すると，

DNA量が一定量に増幅した時点で何回加温，

減温したかが判明します（図１：その値をCt
値と言います）。複数の標準試料と対象資料

のCt値をプロットすると定量値が判明します

（図２）。リアルタイムPCR法に複数の標準試
料を用いる意味を大雑把に例えれば，ある人

物（検査試料に相当）の身長を測る際に，あ

らかじめ身長が分かっている160cm，165cm，

170cm，175cmの人物（標準試料）を並べ

ることで，当該人物がおおよそ何cmである

かが分かる，というのに似ています。

②問題点
　ところが科捜研では，標準試料については，

検査薬のロットを入れ替えた際に一度行うだ

けで，検査ごとには実施していませんでした。

しかも，検査当時のロットで測定したと検察

官が主張する標準試料の増幅曲線（Ct値）や

検量線図に関する資料はすでに廃棄されてい

ました。標準試料と鑑定試料とを同時に検査

して増幅曲線からCt値を得て，検量線図に当

てはめることで定量できるのですから，鑑定

試料だけ検査しても必ずしも正確な値が算出

されるとは限りません。まして，検査当時の

標準試料の増幅曲線や検量線図が廃棄されて

いるのですから，1.612ng/μLが正確である

か否かは検証できません。

　また，検察側証人は，ホモアレルの蛍光強

度を示すRFU値が平均2000であれば，逆算

することで抽出濃度が1.612ng/μLであるこ

とが推認できると証言しましたが，弁護側証

人によるとそのような逆算ができるという学

術的な裏付けがないと指摘されました。

③裁判所の判断
　「標準試料の増幅曲線や検量線図がなくて，

なぜDNA濃度が1.612ng/μLであると言える

のか原理的に不明である。検察官が，ホモア

レルのピーク高が2000RFUであれば逆算し

10 15 20 25

標準試料●④
0.01ng/μL

DNA量を
調べたい検体

標準試料●②
１ng/μL

標準試料●③
0.1ng/μL

標準試料●①
10ng/μL

サイクル数
Ct値

（Threshold cycle）

蛍
光
強
度
閾
値
（threshold

）

Ct
値
①

Ct
値
②

Ct
値
③

Ct
値
（
鑑
）

Ct
値
④

図１●増幅曲線
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押田茂實，岡部保男，泉澤章，水沼直樹編著：Q&A見てわかるDNA型鑑定
（GENJIN刑事弁護シリーズ25），第２版，P.52，現代人文社，2019.
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て抽出濃度が1.612ng/μLであることが推認

できると主張したことに対して，なぜこのよ

うな逆算ができるのか原理的に不明であり，

本件では，リアルタイムPCR法の原理からし

て，抽出濃度が1.612ng/μLであることが推

認できるわけではない」と判断しました。

　このように，抽出濃度が1.612ng/μLであっ

たとして記載されたワークシート自体の信用

性が問題となりました。

■ワークシートが鉛筆書きで， 
消しゴムで消去されている

①問題点
　DNA型鑑定を実施する場合には，ワークシー

トを作成することが通達で義務付けられてお

り，「記載は鑑定の推移に応じてその都度手

書きで行い，鑑定後にまとめて記載すること

のないように」（平成28年１月27日警察庁丁

鑑定発第75号）作成しなければなりません。

　実際のワークシートは，すべて鉛筆書きさ

れていました。しかも，判明しているだけで

少なくとも９カ所消しゴムで消した痕跡が認

められ，７カ所加筆されています。中には，

２行消して１行だけ加筆されている箇所もあ

ります。消しゴムで消された箇所も，検査試

薬のロット番号に関する記載のみならず，検

査機器や試料番号に関する記載，アミラーゼ

検査に供した糸の長さや本数に関する記載，

検査の日付や時刻に関する記載など多岐にわ

たります。

　消しゴムで綺麗に消してしまえば，加筆修

正した痕跡が残りませんから注５），本件の重

大争点である，ワークシートに記載された

「1.612ng/μl
ママ

」という定量値が書き直されて

いない保証はまったくありません。

　さらに，本件ワークシートは，後からまと

めて記載したことがうかがわれる箇所があり

ました。

②裁判所の判断
　科学者として，検証可能性を確保するため

に鉛筆書きで記録したり消しゴムで修正した

りすることは許されないし，本件であえてそ

のようにする必要性もなく，刑事裁判の鑑定書

作成の基礎資料の作成としてふさわしくない，

そして本件ワークシートが鑑定の推移に従っ

て作成されたわけではないのではないかと疑

われ，通達違反が疑われると判断しました。

■コントロールが取られていない
①コントロールとは
　コントロールとは，陽性対照（PC：positive

control）と陰性対照（NC：negativecontrol）

を言います。PCは，あらかじめ検査結果が分

かっている検査試料を言い，NCは多義的です

が，一般には汚染等のない試料を用いて，陽性

反応が出ないと判明している検査試料を言い

ます。なお，検査対象以外の部分と比較すると

いう意味でコントロールという場合があります。

②問題点
　本件で，通報を受けて臨場した警察官が，

Ａの左乳頭部付近から微物採取しましたが，

乳頭部以外の左胸からの微物採取をしません

でした。もし，Ｘ医師がＡの左乳頭部を舐め

たとすれば，乳頭部から少し離れた部位から

Ｘ医師と同型のDNAやアミラーゼが検出さ

れることはないでしょう。逆にＸ医師が触診

としてＡの乳頭をつまんだり，左右差を比較

するために乳房を広範に触診したりしていれ

ば，乳頭部から離れた左乳房からＸ医師と同

型のDNAやアミラーゼが検出されますから，

Ｘ医師が触診していたことが強く推認される

でしょう。しかし，微物採取した警察官は，

注５）なお，論文捏造事件を受けて，大学等の研究機関の中には，検査ノートに鉛筆書きを禁止してボールペンを用いるよ
うに義務付けたり，二重線等を引いて加筆訂正するように義務付けたりするガイドラインがあります。
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Ａの左乳頭部以外の部位から微物採取をして

いません。採取することもまったく思いつか

なかったようです。それどころか，PCやNC

という概念を習ったことがなく，その科学的

な意味を理解していないことが裁判で明らか

になりました。

③裁判所の判断
　コントロールとして乳頭部以外の部位から

微物採取していれば，その結果によっては，

Ｘ医師に有利か不利かは別として捜査や公判

がもっと違った展開となった可能性があると

思うと残念である，と述べました注６）。

■ゲル平板やDNA抽出液等の 
鑑定試料が廃棄されている

①問題点
　ゲル平板は，検査後に廃棄されていました。

また，DNA抽出液も廃棄されていました。

　DNA型鑑定の検査工程は，①ガーゼから

DNAを抽出し，②抽出液中のDNAをPCR増

幅（加温，減温を繰り返すことでDNAを指

数関数的に増幅する工程）してから，③蛍光

色素を用いて型判定（個人識別）します。

　科捜研は，②のPCR増幅過程で，その抽出

液（50μL）からPCR増幅検査に必要な0.6μL

の抽出液を使用しました（２回検査している

ので，1.2μL使用したことになります）が，そ

の残余の抽出液を廃棄しました。しかも，検

査担当者は，検察官から本件ではDNA量が争

点になると知らされていたにもかかわらず，

事件が発生した年の年末に廃棄しました。

　ところで，警察庁はDNA鑑定や科学捜査

に関していくつかの通達を出しています。そ

の１つに，「鑑定はなるべく資料の一部を

もって行い，当該資料の残余又は鑑定後に生

じた試料（府県科捜研において鑑定に使用す

るため資料から採取等して分離したものをい

う。以下同じ。）の残余は，再鑑定に配慮し，

保存すること」（平成22年10月21日警察庁丙

鑑発第65号）とされています。この通達は，

「資料」と「試料」を明確に区別して，「鑑定

に使用するため資料から採取等して分離した

もの」の保管を定めています。

　本件のガーゼの一部からDNAを抽出した

抽出溶液が「試料」として保存されるべきで

あるにもかかわらず，高さ４cm程度，幅１

cm程度の大きさのマイクロチューブに入っ

たDNA抽出液を，科捜研の検査担当者は廃

棄しました。

②裁判所の判断
　本件DNA定量検査で，標準資料の増幅曲

線や検量図が消去されていたというのである

から，その段階で本件DNA定量検査の結果の

妥当性を検証できるのは抽出液の残余試料で

あり，これを保存することが是非とも必要で

あったにもかかわらず，検査担当者が定量検

査の結果の重要性を知っていたにもかかわら

ず，試料残余を廃棄したことは，再現可能性

を失わせたと言えるかどうかはともかく注７），

検査者としての誠実性を疑わせる事情である

と判断しました注８）。

注６）ガーゼは未使用のものを使用したとの証言がありますが，使用直前に汚染することも考えられますから，本来であれ
ば，微物採取の際に陰性対照を取るべきだったと筆者は考えています。科学的には，陰性対照を取らない以上，陽性反応
結果の信用性を減じるべきです。
注７）筆者は，残余試料の廃棄により再現可能性を消滅させた，と裁判所が判断するべきだったと考えています。被告人・
弁護人からすれば無罪の証拠になる可能性がある試料ですから，科捜研が一方的に試料を廃棄することが許されるべきで
はありません。
注８）上記のほか，検査担当者が，前記のごとくワークシートを鉛筆書きした上に消しゴムで修正したことに加え，DNA
定量検査における標準試料の増幅曲線や検量線図を廃棄することを阻止しなかったり，DNA抽出液の残余を廃棄したり
したのは，検査者としての誠実性を疑う事情であるとも判断しています。
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科学捜査に対する 
筆者の感想

■検査方法が明らかではない
　検察官はアミラーゼ検査のゲル平板が，い

かなる条件でいつ作製されたのか等は明らか

にしませんでした。また，いかなる試薬をど

れくらい使用してゲル平板を作製したのかに

関しては，詳細は明らかにされませんでした。

したがって，陽性反応が適切であったのかを

事後検証できないない点でも課題が残りまし

た。さらに，リアルタイムPCR法の検査で，

なぜ鑑定試料と同時に標準試料を検査しなく

てよいのかは明らかにしませんでした。科学

の本質は，再現性のあることであり，検証可

能性があることが大前提であるはずです。検

査方法やその内容が明らかでない以上，検証

可能性はなく，再現性があるとは言えないの

ではないかと筆者は考えています。法律的に

言えば，反対尋問ができないような検査方法

は，裁判を受ける権利を侵害していると言う

べきではないでしょうか。

■検査結果を裏付ける 
写真がないことを許したこと

　筆者としては，アミラーゼ検査の結果を裏

付ける写真を撮影しなかったことを結果的に

許した裁判所の判断には問題があると考えて

います。本件では，ゲル平板自体も廃棄され

ています。検査で使用したゲル平板が残って

いるならばまだしも，写真がなければ，陽性

反応の有無のみならず，その「程度」を正確

に検証することはできません。陽性反応の程

度は唾液量を推測させる１つの事情になり得

るとも言われているようですから，その程度

が正確に検証できない以上，鑑定結果の信用

性が乏しいと判断すべきであったと考えてい

ます。

■再現性と検証可能性
　言うまでもなく，科学は再現可能性が本質

であり，第三者による検証可能性のあること

が科学たる所以です。STAP細胞事件は，科

学者がSTAP細胞の作製を検証できたからこ

そ，その誤りが明らかになった事件であり，

こうした科学のルーティン，自助努力が，真

実の発見に寄与したことはご存じのとおりで

す。刑事裁判は，人の生命・身体・自由を制

限する重大な判断です。検証可能性がなけれ

ば，誤った判断を是正する道は閉ざされてし

まいます。そのためには，鑑定における検査

方法が明らかにされ，検証され，また検査試

料（抽出液等）や残資料（残りのガーゼ等）

が保存されるなど，事後検証に耐えられる環

境づくりが必要でしょう。わが国の刑事司法

は未だその域に達していないのです。

　次回は，本件のせん妄に関する解説をします。

引用・参考文献
１）水沼直樹：担当医から性的被害を受けたとする患者
の被害申告が，麻酔薬等により発症した術後せん妄に
基づく性的幻覚である可能性があると判断された事例
について，医療判例解説，Vol.79，P.31 ～64，2019.

２）押田茂實，岡部保男，泉澤章，水沼直樹編著：Q&A
見てわかるDNA型鑑定（GENJIN刑事弁護シリーズ25），
第２版，P.51，52，現代人文社，2019.
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新連載連載
第２回

乳腺外科医の
準強制わいせつ事件に対する
無罪判決の経緯からみる
医療安全への試み

腺外科医の腺腺腺腺

事件を担当した弁護士の

裁判レポート

水沼直樹 東京神楽坂法律事務所 弁護士
みずぬま・なおき●弁護士。法律事務所勤務後，亀田総合病院
の内部専属弁護士として５年超勤務の後，乳腺外科せん妄事件
の弁護人活動に専念するため，同病院を退職，現在に至る。所
属学会は，日本法医学会，日本DNA多型学会，日本医事法学会，
日本賠償科学会，日本がん・生殖医療学会（理事），オートプシー・
イメージング学会（アドバイザ），日本歯科睡眠学会（倫理委員），
日本医療機関内弁護士協会（代表理事）ほか。大学病院・医師会・
医療系学会からの医療安全講演，専門医指定研修講師等を務める。

せん妄とは

　今回は，せん妄についてお話しします。本

稿と同時に，せん妄の専門家による解説が本

誌に掲載されるとのことですので，詳しくは

そちらをご覧ください（P.59～62）。

■せん妄の現状
　せん妄は，「急性で変動性の認知障害や意

識障害である」と言われたり，「体の状態が

崩れた結果，脳機能が障害される脳機能不全

の総称である」と言われたりします。

　せん妄の発生頻度についてはさまざまな報

告がありますが，一般の総合病院では入院患

者の20～30％程度に出現するようで，総合

病院では最も多い精神症状です。

　せん妄は，過活動型のせん妄と低活動型の

せん妄（およびその混合型）に分けられます。

過活動型のせん妄の場合，ルートの自己抜去，

転倒・転落，暴言など，具体的なイベントが発

生することが多くみられます。一説によると，

転倒・転落の８割くらいがせん妄に起因する

と言われています。他方，低活動型のせん妄

は，一見静かに眠っているように見え，せん妄

であると診断しづらいようです。したがって，

実際にどれくらい低活動型せん妄が発生してい

るのか，実のところ明らかではないようです。

　せん妄は，注意障害に伴って，記憶障害な

どの見当識障害を発症するのが典型で，中に

は幻覚や幻聴を体験することもあります。せ

ん妄を発症したり，せん妄期間が長期化した

りすると，患者は正常な意思決定ができない

だけではなく，家族とのコミュニケーション

が妨げられます。また，入院期間が長期化す

るだけでなく，患者・家族，医療スタッフの

疲弊につながります。

■発生機序
　せん妄は一般的に，次のような要因がある

と発症しやすいと考えられています。

・�脳の機能低下を起こしやすい状態である準
備因子（例えば，脳の器質障害）

・�せん妄を誘発させるような誘発因子（例え
ば，術後の急性痛などの疼痛，発熱，飲酒）

・�脳機能障害を引き起こすような直接原因
（例えば，手術侵襲や麻酔薬〈セボフルラ
ンやプロポフォール〉，オピオイド系薬剤
〈ペンタジン〉など）

せん妄の診断基準

　せん妄に関する診断基準は，DSM-５，ICD-10

などがあります注１）。これらには詳細な基準

が設けられており，一般に承認された診断基

準です。

　もっともこれらは，現場の医療者がせん妄

を診断するにはいささか複雑な診断基準であ

注１）これらは，本件の裁判の時点での版であり，少な
くとも現在ではICD-11となっています。

せん妄に関する 
裁判所の見解 
（麻酔と精神）
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るため，これらを簡略化したCAM（Confusion 

Assessment Method）という診断基準も開発

されています。CAMは，次の３つを満たせ

ばせん妄だと判断されます１）。

①急激な発症・症状の変動
②注意の障害
③解体した思考，または意識の障害

本件でのせん妄の 
可能性注２）

■患者Ａの様子
　本件では，前回（Vol.７，No.３）P.44の

ように，患者Ａは術後病室において，看護師

から検温などのバイタルチェックを受けた記

憶やマンシェットを腕に巻いた記憶がありま

せんでした。また，術後間もない時期に医師

や看護師に「痛い，痛い」と痛みを訴えてい

た記憶や，被害申告前に数分間隔でナース

コールを押した記憶もない状態でした。特

に，検温の際に「ふざけんなよ，ぶっ殺して

やる」と発言したようですが注３），そのよう

な発言をした記憶もありませんでした。さら

に，看護師からの問いに対してＡはうなずく

ことがなく，回答しませんでした（表１）。

もっとも，時間と共に徐々にＡの発話は増え

てきて，被害申告をしたり，医療者と会話を

したりすることができるようになりました

（なお，当夜には特別に退院しています）。加

えて，同室患者によれば，「どうして信じて

くれないの」などと大声を出したようです。

■弁護側証人である専門家の証言
　弁護側証人である精神科医師の証言による

と，術後から約30分以内のＡには，

注２）詳細は，拙稿「担当医から性的被害を受けたとする患者の被害申告が，麻酔薬等により発症した術後せん妄に基づく
性的幻覚である可能性があると判断された事例について」２）に記載があります。
注３）病棟看護師は検温の際に，Ａからこのような発言を受けたと証言しましたが，Ａは，「普段そんな言葉は使わないので，
絶対に言っていません」と証言しています。もっとも裁判所は，この発言があったことを認定しました。

表１●時系列で表したＡ氏の様子

時刻 した・見た・聞いた ナースコール 痛い，痛いと
発言

バイタル
チェック
などの
記憶なし

会話不成立

うなずき
なし

微かに
うなずく

14：45 引き継ぎ

14：50 対応 ○

14：55 ロピオン投与
（○）

15：00 バイタルチェック

15：05
－ ○

１，２回15：10

15：15 バイタルチェック

15：20 看護師がＡにスマートフォンを手渡す ○

15：25 －

15：20 触られた，しゃぶられたと訴える

「時刻」「した・見た・聞いた」「ナースコール」は，病棟看護師の証人尋問調書などの資料を基に筆者が編集しています。
当該事実が認められた時間帯を■で示しています。
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①�会話が成立せず，意識の集中・維持・転換
が困難である
②�手術後に症状が出現し，変動しながら継続
している
③�Ａの供述と，看護師や家族との供述とを比
較すると，Ａに記憶障害や見当識が低下し
ていると推測される
④�ほかの既存の精神症状が認められない
ことなどから，当時のＡはDSM-５の診断基

準を満たします。

　また，弁護側証人である麻酔科・集中治療

科医の証言によると，

①�術後，全身麻酔状態でせん妄を発症し得る
原因があった
②�術後のＡは，看護師によれば「半覚醒」で，
また家族によれば「うとうとしていた」，
本人によれば「麻酔が効いていた」とのこ
とで，急性な意識障害があり，変動性があ
り，可逆性もあった
③�周囲を憚ることがないほど大声を出すな
ど，注意障害があった

ことから，CAMの診断基準に照らし，当時

のＡがせん妄状態にあったと判断しました。

さらに，

④�プロポフォールがもたらすせん妄状態に性
的な幻覚があることは知られているが，本
件がその典型に当てはまる
⑤�Ａ自身が金縛り状態にあったことを認めて
いる
⑥「ぶっ殺す」などと発言していないと確信
的に主張しながら，ナースコールの反応や
看護師の対応に関する説明や，悲鳴を聞い
て母親が病室のカーテン内に入った時には
Ｘが忽然と見えなくなったなど，Ａの訴え
る内容の経過が不自然である

ことなどから，被害申告がせん妄状態であっ

た可能性が相当にあると証言しました。

■検察側証人の証言
　検察側証人である精神科医は，左胸からＸ

と同型のDNAとアミラーゼが検出している

以上，本件でＡがせん妄状態であったか否か

を検討する必要がないと証言しました。

　検察側証人である麻酔科医は，短時間手

術，若年齢の患者などでは，せん妄は発症し

にくく，また，プロポフォールによる幻覚の

発症率は文献上0.1 ～１％未満とされている，

などと証言しました。

■裁判所の判断
　裁判所は，弁護側の麻酔科医は，診断の前

提となる事実関係が，概ね裁判所の認定事実

に沿い，診断も診断基準に沿うもので信用性

があるのに対し，検察側の麻酔科医は，診断

の前提とする事実関係が認定事実と異なり，

また証人自ら「成人における覚醒時興奮を悪

化させる危険因子は乳房手術…」などと論文

で記載していることから，見解の一貫性に疑

問を挟む余地があると判断しました。

　また，弁護側の精神科医は診断基準に従っ

て判断しており，その意見は十分尊重に値す

るが，検察側の精神科医は診断結論の先取り

をして証言しているに過ぎないなどと判断し

ました。

　その結果，診断基準にCAMを用いた上で，

手術後約30分間のＡの状態に関して，「せん妄

状態に陥っていた可能性は十分にあり，また，

Ａがせん妄に伴って性的幻覚を体験していた可

能性も相応にある」と裁判所は判断しました。

麻酔薬とせん妄に基づく 
幻覚の可能性とその歴史

■本件で使用した薬剤
　本件で使用された麻酔薬や鎮痛薬を表２に

示します。弁護側および検察側の麻酔科医は
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いずれも，プロポフォールは２～2.5mg/１kg

であるとしましたが，弁護側の麻酔科医によ

ると，体重約50kgのＡには100 ～125mgを

使用すべきで200mgは過量であり，また，

ペンタジンも５mgでは過少であるとの指摘

があります。これに対して検察側証人の麻酔

科医によれば，ラリンゲルマスクを使用した

本件では，200mgくらいは適正使用の範囲

であるとされました。

　この点については，判決では何の判断も示さ

れませんでした。また，筆者は医療者ではない

ため，この点についてはコメントを控えます。

■歴史
　麻酔薬や鎮静薬と性的幻覚の歴史は，判明

している限り最も古い報告として1847年の

エーテルによる幻覚があります３）。そして，

クロロホルムや笑気，ベンゾジアゼピン類に

よる幻覚のほか，2008年にはプロポフォー

ルによる性的幻覚が報告されています（表３）。

　プロポフォールによる性的幻覚の内容とし

ては，次のような事例が報告されており，枚

挙にいとまがありません。

・�心電図の電極を剝す行為が乳房への愛撫だ
とされた事例
・�血圧計のゴム球を握る行為が自慰行為に見
えた事例

・�20代女性が昔の交際者との性交渉を語り
出した事例

・�覚醒時に麻酔科医にキスしたり性的に言い
寄ったりした事例４）

・�42歳女性がリカバリールームで怒り出し
て，男性従業員が自分の手を陰部に触れさ
せようとしたと訴えた事例５）

　しかも，これらの体験は，婦人科系の小手

術を受けた女性患者が男性職員を巻き込む形

表２●本件で使用された麻酔薬・鎮痛薬

投与薬物（濃度） 総量14
：4
5

13
：3
0
13
：3
5
13
：4
0
13
：4
5
13
：5
0
13
：5
5
14
：0
0
14
：0
5
14
：1
0
14
：1
5
14
：2
0
14
：2
5
14
：3
0
14
：3
5
14
：4
0

酸素（Ｌ）
笑気（Ｌ）
セボフルラン（％）
プロポフォール（mg）
ペンタジン（mg）
ボナフェック坐剤50mg
ラクテットリンゲル
CEZ１ｇ
生食

180
60
15

200（１Ａ）
５
50
150
－
100

６→１

１

２
１
200

50

２

５

0.6

３
０

６

０

３ ０

手術開始 手術終了
＊２ ＊３

検体摘出（54ｇ）麻酔開始13：35（酸素供給時）

＊４ ＊５

麻酔終了14：42

＊６

出血５mL

＊７

手書きチャートのため投与時刻は概数値

＊１

表３●麻酔薬や鎮静薬と性的幻覚の歴史
使用薬 年 被告医師

エーテル

1847 歯科医

1854 歯科医

1857 歯科医

クロロホルム 1874 不明

亜酸化窒素（笑気）
1980 歯科医

1980 歯科医（上記とは別件）

ベンゾジアゼピン類
（ミダゾラムを含む）

1986 救急医

1996 麻酔科医

2005 救急医

プロポフォール

2008 口腔外科医

2009 消化器科医

2009 麻酔科医
弁護側麻酔科医がMartínez Villar ML, d'Este González JP, et. al ‘Erotic 
hallucinations associated with the use of propofol’ Rev Esp Anestesiol 
Reanim. 2000 Feb；47（2）：90-2.ほか論文より抜粋して作成した表

（同証人尋問調書の表）より引用，一部改変

病院安全教育 Vol.7 No.4 57



であることが多く５），リアルで生々しく，一

見，幻覚体験であるとは判別し難い内容です。

　米国のプロポフォールの添付文書では，異

常な夢，性的行動，幻覚の発生頻度・因果関

係が不明とされつつも，「副作用」として記

載されています。また，フランスではそのよ

うな記載がないようで，副作用として記載す

べきだとの主張があるくらいです６）。

　なお，これらの幻覚は，セボフルランを用

いた短時間手術でも類似の報告があります７）。

このほかにも，中国人研究者や欧米諸国の研

究者が，多くの同様の報告をしています。

■キレのよさと体内残置量は異なる
　プロポフォールはキレのよい麻酔薬として

よく使われています。しかし，まず，３コン

パートメントモデルで言えば，急速分布する

脳，緩徐に分布する血流の少ない組織，その

間の血液などでは，プロポフォールの分布が

異なります。また，プロポフォールは脂肪組

織に親和性が強く，しかもタンパク結合率

97 ～99％と高い薬剤ですから，体内バラン

スの微妙な変化によって作用力が急増し得る

薬剤です。さらにプロポフォールは，薬物の

影響が消失すると言われる４半減期は24時

間です（約６時間〈365分〉×４。計算上この

時点での体内残置量は6.25％です）。

　したがって，キレがよいと言われるもの

の，このことは必ずしもプロポフォールが代

謝されたことを意味するわけではありませ

ん。日帰り手術などで当日に運転して帰宅す

ることを禁じるのも，これが一つの理由です。

せん妄リスク

　従来，せん妄リスクは高齢者にあり，若年

者には少ないと考えられていました。しか

し，これは正確ではない可能性があります。

　確かに，60代以上で比較した場合には，

高齢者の方がせん妄リスクが高いようです。

しかし，高齢者同士の比較では，認知症など

の脳器質障害の有無などが異なるため，より

高齢者にせん妄が生じる可能性があります。

むしろ，全身麻酔をかけた15 ～99歳の患者

を対象にした研究（1,359例）では，年齢に

有意差がないとされています８）。しかも，こ

の論文によれば，乳房手術はオッズ比5.19で

せん妄リスクが高いそうです。

　このことから，すべての患者にせん妄リス

クがある可能性があります。しかも，プロポ

フォールは年間数百万人の患者に使用されて

いますから，性的幻覚に限っても，年間に数

千から数万人が幻覚体験をしている可能性が

あります。

　このようなことから，せん妄に対するスク

リーニングや対策は，全患者を想定して行う

必要があるのではないかと考えています。な

お，筆者の考えるせん妄対策についての試み

は，次号の最終回で解説します。

引用・参考文献
１）Inouye SK, et al, J Am Geriatr Soc. 2005.
２）水沼直樹：担当医から性的被害を受けたとする患者

の被害申告が，麻酔薬等により発症した術後せん妄に
基づく性的幻覚である可能性があると判断された事例
について，医療判例解説，Vol.79，P.31 ～64，2019.

３）C. Schneemilch K. Schiltz et. al. ‘Sexualbezogene 
Halluzinationen und Träume unter Anästhesie und 
Sedierung Medizinische und rechtliche Aspekte’
Anaesthesist 2012 61：234-241.

４）Balasubramaniam B, Park GR. ‘Sexual hallucinations 
during and after sedation and anaesthesia.’ Anaesthesia. 
2003 Jun；58（6）：549-53.

５）Martínez Villar ML, d'Este González JP, et. al ‘Erotic 
hallucinations associated with the use of propofol’
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2000 Feb；47（2）：90-2.

６）Marchaisseau V, Molia A, Herlem E, Germain ML, 
Trenque T.：Propofol-induced hallucinations and dreams.
Therapie. 2008.

７）G. H. Xu, X. S. Liu, et. al ‘Dreaming during sevoflurane 
or propofol short-term sedation：a randomised controlled 
trial’ Anaesth Intensive Care 2012；40：505-510.

８）C. Lepouse, et al. Emergence delirium in adults in 
the post-anaesthesia care unit. Br J Anaesth 2006；96：
747-53.
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特別
企画

て明るい話題である。

■　せん妄とは
　せん妄は，睡眠覚醒リズムの障害（いわゆ
る昼夜逆転），注意障害（臨床症状としては，
まとまりのない会話や行動，言い間違いなど
があるにもかかわらず本人が気づかない・気
にしていないことで明らかになることが多い）
を中心に，不安・焦燥感，興奮，さまざまな
情動変化（怒り，多幸感，無欲，無関心），
幻覚・妄想（通常は幻視，注意障害からの錯
覚が混在）を伴う症候群である。症状には日
内変動があり，夕方から夜間にかけて増悪す
ることが多い。背景となる身体因子にもよる
が，適切な対応がなされないと数週間から
数カ月間持続し，長期間放置されると認知症
に移行することもある２）。
　せん妄を発症すると治療の遂行を妨げ，死
亡率の上昇や合併症の増加といった治療面の
問題と，転倒やルートトラブルなどのマネジ
メント上の問題に直結する。また，せん妄を
いったん発症すると，その影響は入院中に留
まらず退院後まで続き，退院後の死亡率の上
昇や再入院の増加，認知症への移行の増加に
も関連する３，４）。

　せん妄は，高齢者を中心に高頻度で発症す
る治療中の代表的な精神症状である。せん妄
は，入院して急激に発症し，注意力の低下や
精神運動性興奮，睡眠覚醒サイクルの乱れな
どを生じる。治療全体を通して，どのような
疾患でも，治療のどの段階でも生じ得る１）。
　せん妄は入退院を通して，治療と管理上の
さまざまな問題と関連する。いったんせん妄
を発症すると，治療の遂行を妨げると共に，
症状発見を遅らせ重症化を招く。その結果，
死亡率の上昇や合併症の増加など治療面の問
題が生じる。
　せん妄への対応やケアというと，「せん妄
は防ぎようがない」「発症したらなすすべが
ない」「時計やカレンダーを置くくらいでは
どうにもならないし，ケアは役に立たない」
というイメージが強かった。しかし，せん妄
への対応はこの数年で大きく変わりつつあ
る。特に，予防的なケアを最適化することに
より，せん妄の発症率を下げることができる
というエビデンスが確立しつつある。従来の
ように「せん妄は対処のしようがない」とい
うところから，「せん妄は適切なアセスメン
トとケアをすることにより，予防できる」こ
とが明らかになってきたことは，インシデン
トに悩まされてきた高齢者医療の現場にとっ

適切なアセスメントとケアで予防できる
医療者が知っておくべき 
せん妄への対応

小川朝生　国立がん研究センター東病院　精神腫瘍科　科長
1999年大阪大学医学部医学科卒業，2004年国立病院機構大阪医療センター神経科医員，2007年国立がん
センター東病院精神腫瘍科医員，2009年国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部心理社
会科学室長，2013年より現職。日本サイコオンコロジー学会理事。
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■　病態
　せん妄は，かつては「不穏」な状態を漠然
と指して用いられてきたが，1980年代ごろ
にはせん妄に錯乱，昏睡をまとめて意識障害
として再構成されるに至った。現在では，せ
ん妄は器質性脳症候群（びまん性の脳障害の
結果生じるさまざまな精神症状を，原因の如
何にかかわらず総称する）の一群として整理
されている。対応を検討する上で重要なこと
は，せん妄は意識障害であり，その病態は身
体的な要因にある点である。
　せん妄は，主に脆弱性（主に脳の器質因子
で認知症や脳梗塞の既往などが要因になる）
を基に，感染などの炎症反応や増悪因子が重
畳して発症する。一般にはせん妄の原因は次
の３つに分けられる（図）。
①準備因子：脳自身に機能低下を生じやすい

状態が用意されている

②誘発因子：直接せん妄を生じはしないもの

の，脳に負荷をかけ，機能的な破綻を誘導

する。主に痛みや身体的苦痛などの内的な

要因と環境要因からなる

③直接原因：直接脳の機能的な破綻を引き起

こす因子

■　せん妄への対応（表１）

　せん妄への対応というと，発症してからの
対応（不穏を鎮めるなど）のみ検討されがち
である。しかし，せん妄は臨床上次のような
問題があるため，まずはせん妄の発症を予防
することが最初の要点である。
・せん妄は意識障害であり，急性期管理の問

題であること

・せん妄が患者・家族の苦痛になること

・一方でせん妄が見落とされ，治療がなされ

ていない場合がしばしばあること

■　せん妄の非薬物的なケア
　せん妄は多様な背景因子を原因に発症する
ことから，主要な背景因子のうち，ケアで予
防や調整が可能な因子に介入してリスクを下
げることにより，せん妄の発症を予防できな
いか試みられてきた５）。せん妄は，治療のあ
らゆる段階で出現することから，さまざまな
セッティングに応じた取り組みが行われてい
る６）。主要な介入要素を表２に示す。
　複合的介入は，それぞれ実施した構成要素
も異なるが，見当識付けや早期離床，視聴覚
障害への対応，睡眠補助，脱水の予防のうち
いくつかを組み入れることが多い。近年効果

せん妄

直接原因：薬物，代謝性障害，敗血症，呼吸障害

誘発因子
過少・過剰な感覚刺激

睡眠障害
強制的安静臥床

準備因子：70歳以上，脳器質疾患，認知症

図 せん妄の原因

予防的介入 治療的介入

薬物療法

非薬物療法

抗精神病薬やメラトニン，ラメルテ
オン，抑肝散などが試みられている

入院時のリスク評価とリスク因子の
除去（誘発因子，直接原因の除去）

抗精神病薬が使用されている

早期発見と早期対応
早期発見：定期的なモニタリング
早期対応：原因検索と直接要因除去，誘発因子除去

表１ せん妄への対応
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を検討したメタアナリシスでは，複合的介入
を実施したランダム化比較試験，非ランダム
化試験を用いたところ，複合的介入はせん妄
の発症を予防し（オッズ比0.47），転倒も予
防する（オッズ比0.38）効果が認められた７）。

■　周術期における予防的介入
　外科領域においては，術後せん妄への対策
が主たる課題になる。術後せん妄への非薬物
療法は，主に大腿骨頸部骨折に対する骨頭置
換術を中心に，介入試験が行われている。
　術後せん妄を予防するための周術期の介入
は，栄養・輸液管理を中心とした脱水の予
防，疼痛コントロールの徹底，早期離床，排
泄のマネジメント，合併症予防などを中心に
構成され，内科病棟での介入と構成要素がや
や異なる。Abrahaらは，せん妄に対する非
薬物療法に関するメタアナリシスを行い，周
術期のセッティングに絞った解析を行ったと
ころ，周術期においても予防的介入により，
せん妄の発症頻度を低下させることができた
と報告している８）。

■　薬物療法
　せん妄は意識障害であるから，治療は意識
障害を来した原因への対処である。どうして
も臨床現場では問題行動がまず目につくこと
から，抗精神病薬の投与に流れがちである
が，その前に原因の検索と対応を意識したい。
　せん妄に対して抗精神病薬を使用する目的
は，注意障害の改善や幻覚・妄想などの精神
症状の軽減である。臨床では，抗精神病薬は

「睡眠薬」との誤解が多い。「寝かす」ことを
治療効果と誤解して用いると「寝かせるま
で」投与しがちになり，結果として過量投与
となるため注意したい。
　せん妄は身体的な要因から生じることから，
抗精神病薬の投与も身体機能，合併症に配慮
する必要がある。基本は，①可能な限り単剤
で，②半減期の短い薬剤を選択し，③少量か
ら様子を見つつ開始をするのが原則である。
抗精神病薬の有効性は，どの薬剤でもほぼ同
等であることから，半減期の短いクエチアピ
ン（T1/2は約３時間）が最初に選択される
ことが多い。
　ハロペリドールやリスペリドンといった薬

項目

ハイリスクのスクリーニング

予防的なアプローチ

患者・家族に対して教育的・
支持的なアプローチを行う

症状への治療

増悪因子の治療

せん妄のモニタリング

内容

入院・入所した患者に一律に実施する

ハイリスク群（特に高齢者や認知機能障害を持つ患者）を対象に実施
•飲水を促し脱水を予防する　　•抗精神病薬の使用を最小限に留める

•せん妄の病態や経過についてあらかじめ教育する（自宅と様子が変わったらす
ぐに医療チームに伝えるように依頼する）

•ケアのゴール設定をする

•症状マネジメントを実施する
•疼痛コントロールを強化する（主観的な評価に加えて，客観的な疼痛評価も行
い，ずれがないかどうかをモニタリングすることで，痛みの見落としを防ぐ）

•投薬をすべてレビューする，不要な薬剤を中止する
•モルヒネやオキシコドンが誘因の場合には，オピオイドスイッチングができな
いか検討する

•抗精神病薬の使用　　•転倒リスクの評価・安全の確保

•治療のゴール設定（回復なのか症状緩和か）　　•血液生化学検査・画像検査
•輸液の検討　　•抗生剤投与の考慮

ハイリスク群に対して，治療中や入院期間を通して客観的にせん妄症状をモニタ
リングする

表２ せん妄に対する非薬物的なケア
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剤も選択される。ハロペリドール，リスペリ
ドンを選択する際に注意したいのは，両者と
も鎮静作用はあえて弱く設計されている点で
ある。「寝ない」ので「弱い薬剤」と誤解され，
しばしば相当量から初期投与が開始されがち
である。例えば，高齢者に対して，ハロペリ
ドールを初期から1A（５mg）投与したり，
リスペリドンも１mgから開始される事例が
ある。どちらも半減期は20時間以上あり，
さらにリスペリドンは活性代謝物が腎排泄の
ため，腎機能低下時にはさらに遷延する傾向
がある。高齢者の場合，過鎮静からかえって
睡眠覚醒リズムを崩したり，誤嚥を招いたり
するリスクがある。75歳以上の場合には，
少量（1/2 ～1/3）から開始するなど注意し
たい。

■　我が国の医療体制で 
実践できること

　一般病院へ入院する高齢者が増加し，せん
妄に対する対策が望まれている。せん妄への
対応では特に予防が基本であり，どの病院で
も予防的な対応は重要である。まだ未確定で
はあるが，せん妄に対して予防的なケアを提
供することへの診療報酬化が検討されている
ことは重要であり，狭間ゆえに顧みられるこ
との少なかったせん妄に対して明るい話題で
ある。
　我々は，スタッフの配置が少ない我が国の
医療体制でも実施可能なせん妄に対する非薬
物療法によるプログラム（Delirium Team 
Approach Program：DELTA Program）
を開発し，教材などを公開している（詳しく
は下記参照）。せん妄は高頻度で発症する合
併症であり，超高齢社会を迎えた我が国では，
どの臨床場面においても考慮される病態であ
る。非薬物療法は対応の基本であることか
ら，その認識が高まることを期待している。

DELTAプログラムについて
https://www.ncc.go.jp/jp/epoc/division/psycho_
oncology/kashiwa/090/20171115095243.html

youtube 国立がん研究センター公式チャンネル
患者・家族向け　せん妄動画
https://www.youtube.com/watch?v=k6Fe0AyhHSk
https://www.youtube.com/watch?v=GRbNY9GFWvs
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