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  慈恵ICU勉強会 

術後せん妄後の認知機能の経過 



せん妄について…  2008.3.18勉強会より参考 

せん妄とは… 
 

・認知機能↓・睡眠障害・錯乱を伴う急性の精神変化 

・精神症状を伴った意識障害の特殊型 

・重い意識変容と軽い意識混濁の共存 
 

意識混濁：意識の量の変化 

傾眠、半昏睡、昏睡へと続く 

意識変容：意識の質の変化 

朦朧、夢幻様状態 
2008.3.18勉強会より参考 



症状 

・注意障害を含む意識混濁：清明度・環境認識↓ 

・認知機能障害：即時想起・近時記憶障害、失見当識 

・精神運動性障害：寡動・多動、驚愕反応↑ 

・睡眠・覚醒周期障害：不眠、混乱した夢、日中の眠気 

・日内変動：急激発症、日内変動 

・感情障害：不安、焦燥、抑うつ、怒り、多幸、無感情 

・知覚障害：幻覚、妄想 

前駆症状→落ち着かない、不安、被刺激性、睡眠障害 

2008.3.18勉強会より参考 



発症率 

-病院入院患者：20% 

-ハイリスク群(高齢・術後・熱傷など)：40-70% 

-ICU入室患者：70-80% (not ICU：15-50%) 

-末期がん患者：30-50% 

-終末期患者：80-90% 

-エイズ患者：30-40% 
 

診断 

CAM-ICU 

感受性：94-100%       特異性:90-95% 
2008.3.18勉強会より参考 



・delirium発症患者は、退院後も高い確率で発症 
 

・脳活動・認識能力↓により、delirium発症患者は
非発症患者に比べdementiaへ移行し易い 

 

Am J Geriatr Psychiatry 2001 9, Age Ageing 2001 28, Arch Intern Med 1992 152 

2008.3.18勉強会より参考 



Introduction 

• 認知機能↓は心臓手術後によくみられる 

→過去の文献に、術後3カ月で回復したと報告 
 

• 高年齢・低学歴・術前合併症の存在がリスク因子 
 

• せん妄が死亡・認知機能↓・医療費に影響 



The Long-Term Cognitive and Functional Outcomes of 
Postoperative Delirium After Cardiac Surgery 

• 研究デザイン：cohort研究 

• 施設：Medisch Spectrum Twente (Netherlands) 

• 対象：心臓手術予定の45歳以上の患者112人 

• 介入：術後1-1.5年後に再入院や認知機能に 

関するアンケートを実施 

Ann Thorac Surg 2009; 87: 1469-74 

Ann Thorac Surg 2009; 87: 1469-74 



結果 

・24人は術後せん妄(+) [診断：DSM-IV] 

・せん妄発症群において… 

-死亡 (12.5% vs 4.5%)               -睡眠障害 (47.4% vs 23.8%) 

-再入院 (47.6% vs 32.6%)       -集中力↓ (36.8% vs 20.2%) 

-記憶機能↓(31.6% vs 22.6%) 

   の発症率↑の傾向 

 

結論 

・術後せん妄は死亡率↑・認知機能↓に関連 

・術後せん妄の予防・早期介入が重要 
Ann Thorac Surg 2009; 87: 1469-74 



Derivation and Validation of Preoperative Prediction 
Rule for Delirium afet Cardiac Surgery 

• 研究デザイン：cohort研究 

• 施設：academic medical center 2施設(Boston) 

Veterans Administration hospital 1施設(Boston) 

• 対象：心臓手術予定の60歳以上の患者231人 

• 介入：-derivation sample(ds):122人 

→術後せん妄のリスク因子を分析 

-validation sample(vs):109人 

→dsの分析結果を検証 

Circulation. 2009 January 20; 119(2): 229-236 

Circulation. 2009 January 20; 119(2): 229-236 



結果 

・ds 63人・vs 48人が術後せん妄を発症 

・リスク因子 

-MMSE: Mini Mental State Examination 

-GDS: Geriatric Depression Scale 

-CVD・TIAの既往 

-血清Alb値 

→リスク因子をスコア化し、発症率を確認 

Circulation. 2009 January 20; 119(2): 229-236 



・リスク因子のスコア化 

-2点 

MMSE <23 

-1点 

MMSE 24-27 

GDS >4 

CVD・TIAの既往 

血清Alb値(<3.5 or >4.5 g/dL) 

 

dsでは… 

0点：19% 1点：47% 

2点：63% >3点：83% 

 

vsでは… 

0点：18% 1点：43% 

2点：60% >3点：87% 

結論 
ハイリスク患者は周術期の慎重な観察・治療が重要 

Circulation. 2009 January 20; 119(2): 229-236 



今回、著者らは… 
 

• 術後せん妄の発症患者は、術後早期に認知機能
が著明に低下し、回復は緩徐と仮説 

 

• 心臓手術後1年間の追跡で術後せん妄による認知
機能への影響を調査 



• 研究デザイン：cohort研究 
 

• 施設：3施設(Boston) 
 

• 対象：心臓手術予定の60歳以上の患者 
 

• 介入：術後2日目~退院まで(毎日)、 

術後1・6・12ヶ月目でのせん妄・認知機能
の評価 

Methods 



対象： 

心臓手術(CABG・弁置換術)予定
の60歳以上の患者 

→基準を満たした461人から術前
に同意を得た235人を登録 

→10人は死亡・脱落等により 

術後データなし 

除外基準 
・自宅-病院間 >60 miles 
・不十分な術前評価 
・緊急手術 

 
・術前にせん妄発症 
・心臓+頸動脈同時手術 
・英語が分からない 



Preoperative assessment 
 

• 認知機能の評価 

→MMSE: Mini-Mental State Examination 

入院患者のせん妄評価として一般的に使用 
 

• 身体能力の評価 

→Katz Index 



MMSE 
 

・認知症の 
スクリーニング検査 
・cut-off値：23点 

(30点満点) 

 神経心理学1：2-10.1985. 



Katz Index 
・日常生活の行動を点数化 

 Katz,S.et al:N.Engl.Med,309:1218-1224 ,1983  



Postoperative assessment 
• せん妄の診断 

→CAM: Confusion Assessment Method 

• CAMの補助評価 

-MMSE 

-digit-span test 

ランダムな数字系列を聞き、即座に繰り返す 

-Delirium Symptom Interview 

せん妄の主な8症状を確認 

-Charlson comorbidity index 

合併症をスコア化して予後を推定 



• 2POD-退院まで毎日、評価 

→患者の状態・スタッフの人数事情により 

評価が出来なかった日：全体の24.4% 

-せん妄発症群：24.7% 

-せん妄非発症群：24.1% 

→両群に有意差なし 
 

• せん妄期間：評価でせん妄と認められた日数 

→退院後は自宅・施設等で評価(術後1・6・12ヶ月) 



CAM 
・4つの特徴で評価 

JAMA; 286, 2703-2710, 2001.  Critical Care Medicine. 29:1370-1379, 2001.  



心臓手術 

Preoperative assessment 

Postoperative assessment 

- 2 POD 
- 3-5 POD 
- 6-30 POD 
- 31-183 POD 
- 184-365 POD 
- 365< POD 

・MMSE 
・Katz Index 

・CAM 
・MMSE 
・digit-span test 
・DSI 
・CCI 



• MMSEに基づく認知機能の補正 
 

-年齢           -教育レベル 

-性別           -CCI score 

-人種           -CVD・TIAの既往の有無 
 

→認知機能の長期経過、せん妄のリスクに影響 

さらに、手術の種類・病院でも補正 



Results 



• 追跡期間 

中央値 363日(range, 2 to 482) 

-発症群：358日(range, 2 to 427) 

-非発症群：368日(range, 3 to 482) 

→有意差なし(P=0.16) 
 

• 術後せん妄発症 

46%(103人) 

・1-2日間：65% 

・3日以上：35% 



• 年齢↑ 

• 学歴↓ 

• 女性率↑ 

• 白人率↓ 

発症群は非発症群に比べて… 



↓ 

↑ 

やや↑ 

横ばい 



< 
-7.7 -2.1 

+5.2 +0.8 

Baselineからの低下 
は有意差なし 発症群では 

baseline復帰が遅い 



非発症群では 
1ヶ月で回復 発症群では 

1年でも回復せず 

両群のBaselineをmatch 
→術後12ヶ月目で有意差なし 



術後せん妄期間が3日以上の群では… 
・術後早期の認知機能↓が大きい 
・術後1年の回復が遅い 



Discussion 

• 術後せん妄はMMSEの一時的↓と認知機能↓の
遷延に影響 

 

• 術前のMMSEをbaselineで補正した場合、両群の 

術後12ヶ月での平均値に有意差なし 
 

• せん妄発症群では術後6ヶ月での認知機能回復 

レベルが低い 

→術後の一時的なせん妄は、以後の認知機能 

障害に影響を与える可能性 



• 今回の研究では術前に加え、術後の認知機能
評価を頻回に施行 

→過去の研究との相違点 
 

• 認知機能回復の遅延は術後の理学療法・作業
療法延長を引き起こす可能性 

 

• リスク因子としてAf・うつ病・CVDの既往・低学歴 

→リスク因子を認識し、予防・治療に臨むべき 



Limitation 
• 発症群で術後認知機能↓が本当は術前から 

始まっていた可能性 

→今回の研究では言及することが出来ない 

-術前に様々な評価を行っていない 

-コントロールとして非手術群を設定していない 
 

• 対象は白人・高学歴が多く、人種に偏りがある 

→結果を一般化することに限界 
 

• 術後1年後以降の評価が出来ていない 

 



まとめ 
 

・術後せん妄は遷延する認知機能障害のリスク因子 
 

・術後せん妄のハイリスク患者を認識し、早期介入 

することで、せん妄発症・認知機能↓を予防出来る
可能性 
 

・今後、せん妄発症患者のさらなる介入や個々の 

リハビリプログラムの設定が必要 


