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Introduction

▶ ICUなどの集中治療室で⽣じるせん妄に対する取り組みは、
従来から注⽬度が⾼く、集中ケアを中⼼に関⼼度も⾼い。

▶ ⼀⽅で、救急外来におけるせん妄はどのくらい関⼼度があるの
だろうか︖ “ICUせん妄”ならぬ“ERせん妄”︖は認知されているのか︖

▶ 関⼼度は別として、ERでの滞在時間が⻑期になることは、せん妄と
関係があるのか︖またICUだけでなく、病棟⼊院後にどのような影響が
あるのか︖



Introduction

▶ カナダ ケベック州
65歳以上の⾼齢者は18.1％（2016年） 約15年後には2倍増加予想

▶ 国家危機管理委員会からの新しい勧告に基づき、
「⾼齢者のED滞在時間は8時間以下」
→ 従来、せん妄の予測因⼦とされてきた12時間の滞在から、
8時間の滞在に変更

▶ 救急外来の医療従事者に対する⾼齢者専⾨の研修はまだ始まったばかり
▶ EDではよく⾒られる問題で、急性期および⻑期療養施設に⼊院している
⾼齢者の有病率は9.6％〜89％



Introduction

Key Point 「ED滞在によって誘発されるせん妄の発⽣率に注⽬」

▶ EDの混雑や⾼齢者の救急医療サービスの利⽤に反映される可能性
▶ 基本的なケアを提供する医療従事者の能⼒によって影響を受ける

可能性

救急医療提供下において、
せん妄予防のための⾏動を起こすことができる



Hypothesis

▶⼊院する⾼齢のED患者の中で新たにせん妄を発症する

ケースは、地域の⾼齢者にかなりの割合で影響を与える

可能性がある

▶地域で⾃⽴／半⾃⽴で⽣活する⾼齢者のEDで発症したせん妄は
病院のLOSの延⻑につながり、EDのケアと運営に悪影響を及ぼす

負のスパイラルを形成する



Methods

▶ Design
前向き観察型多施設コホート研究

▶ Primary Outcom
EDまたは病棟⼊院後24時間以内のせん妄の発⽣率

▶ Secondary Outcom
在院⽇数（LOS）



Methods
▶ 機能的および⾝体状態の評価

・Clinical Frailty Scale
・Older Americans Resources and Services（OARS）

▶ 認知状態の評価
・modified Telephone Interview for Cognitive Status（TICS-m）
・Confusion Assessment Method（CAM）
・Delirium Index

▶ その他
・社会⼈⼝統計学的データ
・投薬状況
・依存疾患︓Charlson Comorbidity Risk Index
・重症度︓Acute Physiological and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) 
・ED環境評価

単変量解析および多変量解析を⾏い、転帰を評価



Study Setting

カナダ ケベック州
４つの救急医療センターが参加

CHU de Québec-Université Laval

Centre Hospitalier Regional de 
Trois-Rivieres

Centre de recherche de l’Hôpital du 
Sacré-Coeur de Montréal

Centre de recherche du 
Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal

⼤学付属レベル１
外傷センター

⼤学付属レベル１
外傷センター

市中病院 →
↓



Inclusion Criteria
▶ 設定基準
１．65歳以上の患者
２．ED滞在時間が8時間以上の患者
３．任意の病棟への⼊院を必要としているおよび／または待っている患者
４．⾃⽴または半⾃⽴の患者（Older Americans Resources and Services（OARS）スケールによる

7つの⽇常⽣活動作のうち5つを⾏うことができる）
▶ 除外基準
１．精神科病棟、集中治療室、緩和ケア病棟への⼊院が必要な不安定な病状の患者
２．同意できない患者
３．⻑期療養施設で⽣活している（または移⾏中の）患者
４．フランス語または英語を話すことができない患者
５．救急外来に来る前、到着時、または救急外来での最初の8時間が経過するまでに

せん妄を呈した患者
６．精神疾患（統合失調症、精神病症状、双極性障害など）の既往歴のある患者



Intervention
▶ いずれの病院においてもリサーチアシスタント（RA）が、参加候補者に同意を取得
▶ 病院に⼊院した患者は、退院して⾃宅で治療を受けた同等の患者に⽐べて、

せん妄の割合が有意に⾼いことを⽰しているとの先⾏研究から、
⼊院が必要な患者や⼊院待ちをしている患者も対象とした

▶ ⾼齢者にせん妄が多いことがわかっていても、同意を得られない患者は、
最初のインタビューやフォローアップの評価が難しいため除外

▶ 参加候補者は、ED情報システムを⽤いて特定し、RAが
同意を得て、8時間のED滞在後に参加者の適格性を審査した



Intervention
▶ RAによる最初の問診

・社会⼈⼝学的データ、医学的データ、併存疾患のデータ
・患者基本情報である⾝体的、虚弱、認知的状態を評価
・最初の問診時、せん妄のスクリーニングを実施
→ 1⽇2回（各回の間隔は6時間以上）
→ EDに滞在している間、および病棟に⼊院してから24時間以内まで
→ 病棟に到着して1時間後にせん妄を発症した患者は、病棟での最初の
1時間よりもEDでの48時間が原因である可能性が⾼いと考え、
その時点では、せん妄を発症していないと考え、24時間までの評価を実施

→ この評価は、因果関係の可能性を考慮して実施
▶ 潜在的な参加者を「MISSED」とした

→ 参加者募集の際にRAが現場不在
→ RAは、1⽇12時間、週7⽇、患者のスクリーニングのため活動



Results
正直、

この辺も気に
なりますが…



Results

●せん妄の発症時間帯
⽇中が最も多い

●⼊院時の診療科
循環器/呼吸器内科が多い

●トリアージ
蘇⽣/緊急レベルが多い
→緊急度は⾮常に⾼い

●⾝体的拘束の有無
平均53％が実施

●唾液の存在（⾆下）
平均56％がある

●医療⾏為に伴う運動制限
酸素投与 平均19％
尿カテ 平均6％

●環境要因
適切な照明 平均61％

医療記録から（表への記載はない）、
チャールストンスコア︓中等度リスク（平均）

CTAS蘇⽣/緊急、中等度レベル（74.7％）
「トリアージ後24時間以内のせん妄発⽣は1例のみ」

ｎ＝106 ｎ＝84 ｎ＝83ｎ＝65

せん妄発症率12.1% (n=41) 



Results
ｎ＝65 ｎ＝84

●⼿の届くところに⽔の⼊ったグラス、
唾液の存在、点滴が⽐較的に多い

●⾝体的拘束実施率１％︕︖



Results

▶ せん妄発症前のED LOS

中央値︓32.4（24.5〜47.9）

▶ CAM各項⽬の⼀致率（Kappa）
0.63〜1.0



Results

せん妄発⽣患者の⼊院期間
314.4時間（13.1⽇）

⾮せん妄患者の⼊院期間
209時間（8.7⽇）

調整後の平均⼊院期間
せん妄患者では

4.4⽇増加
（有意差あり P=0.003）



Discussion
▶ 救急外来での関わりがせん妄に伴う⼊院期間の延⻑や⻑期的な⾝体機能や
認知機能を予防することが可能
→ 200⼈の患者のカルテに18％のせん妄発⽣率が認め、その患者の半数は、
救急外来に到着してから36時間以内（1.5⽇以内）にせん妄を発症

→ 有病率の⾼い⾼齢のED患者において、せん妄は病院のLOSを⻑期化させる
予測因⼦である

→ 今回の結果では、せん妄発⽣そのものも病院のLOSを⻑期化させる因⼦
→ 有病率の⾼いせん妄とは異なり、⼊院期間や⻑期的な機能・認知に影響を
及ぼす



Discussion
▶ 諸外国では、⾼齢者の院内ケア改善を⽬的とした取り組みが進⾏中
・2011年にシンガポール政府が、⾼齢者に優しい取り組みである地⽅ガイド
「Approche adaptée à la personne âgee en milieu hospitalier」を発⾏。
→ ⾼齢者の⼊院期間をできるだけ短くすることの重要性を強調
→ せん妄を予防するためのさまざまな⽅法を紹介

・しかし、ケベック州でもこの取り組みが⾏われたが、⾼齢者のED滞在時間が
依然としてかなり⻑く、⾼齢者がせん妄を発症するリスクを⾼めていることを⽰唆。

● 今回の結果は、せん妄を発症した患者の⼊院期間が⻑くなり、
さらなる合併症のリスクが⾼まるという事実を明確に⽰唆。

● 4つの研究施設におけるせん妄の発⽣率は8.3％から20％と差があった。
原因の⼀つには、各地域の⾼齢者向けガイドラインの実施状況が異なって
いたことも関係している可能性



Discussion
▶ アメリカではせん妄⾃体にかかる経済的負担は“年間1,520億ドル⁉”と推定

→ 今回の研究では、「⾃⽴した⾼齢者および半⾃⽴した⾼齢者」が対象であり、
せん妄による⼊院期間が4.4⽇増加していた

→ ⾃⽴していない場合は、⼀体どのくらいなのだろうか・・・
→ ⾼い発⽣率の⾼さと⼊院期間の⻑さは憂慮すべきものであり、
患者と医療制度全般に⼤きな影響を与える可能性がある。

今回の結果では、⾮せん妄患者に⽐べ
せん妄発⽣患者の⼊院期間が4.4⽇増加している

つまり、4.4⽇分の医療費がかかっているということになる



Discussion
▶ EMRシステムにせん妄のアラート機能を導⼊
→ せん妄のスクリーニングが可能
→ 対象は65歳以上のすべての患者
→ EDナースが23％の患者をせん妄の可能性があると判断可能に
→ ⼊院中にせん妄を発症する危険性の⾼い患者を特定することにも有⽤



Limitations
▶ ⾒逃した患者の割合が⾼かった

→ 主に物流上の制約
→ 社会⼈⼝統計学的特性と併存疾患を⽐較した結果、対象患者と対象外患者の間に
有意な差なし

→ 除外患者を含めれば、結果の強化が可能になった
（せん妄率↑、ED滞在↑や病院LOS↑）

→ 中等度から重度の認知症患者を除外（⻑期療養施設に⼊居中の患者、
精神的な既往症のある患者、機能レベルの低い患者の除外）

▶ 今回のコホートは、通常、救急外来を受診する⾼齢者の⼀部を表しているに過ぎない
→ すべての⾼齢者に⼀般化できるわけではない
→ 最も体⼒のある⾼齢者に対するせん妄の影響を調査することが今回の⽬的



Limitations
▶ CAMは異なるRAによって実施されたため、新しい症状で且つ急性発症の頻度を

過⼩評価または過⼤評価していた可能性
▶ 実施可能な状態を確保

→ CAMによる1回の初回評価でせん妄患者を除外
（せん妄の誤分類が⽣じた可能性。実際の臨床現場と変わらない。）

→ 潜在的なバイアスを減らし、標準化されたトレーニングをRAに提供
（観察者間の⼀致が良好）



Conclusions

▶ カナダの4つの救急病院から登録された地域在住の⾼齢者における
せん妄の発⽣率は12.1％であった。

▶ 院内LOSを4⽇有意に増加させ、患者と医療システムに悪影響を
及ぼす可能性がある。



今回の研究を踏まえての私⾒

✔ 医療⾏為に伴う運動制限（ベッド上安静、酸素、尿カテ）は、せん妄の要因とは

⼤きな関係はなさそう

✔ ⾝体拘束、照明などの環境、唾液の存在、点滴はせん妄と⼤きく関係してそう

✔ せん妄発⽣による⼊院期間の延⻑（4.4⽇）は、患者だけでなく医療者側の負担や

コスト増⼤の恐れがある

✔ ⼀⽅で、救急外来から⼊院先でのせん妄発⽣の可能性を予⾒できれば、

救急外来から急変の早期発⾒や早期介⼊が可能となり、⼊院後せん妄の発⽣を低減できる
可能性

✔ ⻑期的な⾝体機能や認知機能低下予防にも効果的かもしれない


