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ACCM（The	  American	  College	  of	  Cri@cal	  Care	  Medicine）

が作成するICUにおける成人患者の鎮静管理のため

のガイドラインが2013年改訂。

以前の2002年のガイドラインと比べ，せん妄リスクが懸念

されるベンゾジアゼピン系薬のルーチン使用の回避や，

RASSやSASスコアを用いて，鎮静レベルを評価し，軽い鎮静

維持することが推奨されている。また、せん妄モニタリングを

行い，質の良い睡眠を維持させることが重要であるとされて

いる。これらが，人工呼吸器からのweaningとICU滞在期間

を短縮し，死亡率を低下，さらには，認識能力を改善すると

している。



methods

スタンフォード大学のJuliana	  Barr氏を中心に、ACCMの

20人の専門家によって、6年以上をかけて作成。

エビデンスの質や推奨の度合いを評価するGRADE

システム（Grading	  of	  Recommenda@ons	  Assessment,

	  Development	  and	  Evalua@on	  method）を採用。

19000件を超える文献をデータベース化した。



Quality	  of	  evidence



Strength	  of	  recommenda*ons

・推奨の度合い　strong（１）,	  weak（２）,	  none（０）

・介入では　支持する（＋）,	  支持しない（ー）

	  	  推奨度が強い場合は「We	  recommend」,

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  弱い場合は「We	  suggest」,

	  　　 	  　　　 推奨しない場合は「No	  recommenda@on」

	  	  	  と統一。



Pain	  and	  Analgesia
a.	  Incidence	  of	  pain

•Adult	  medical,	  surgical,	  and	  trauma	  ICU	  pa@ents	  rou@nely	  experience	  pain,	  both	  at	  rest	  and	  with
rou@ne	  ICU	  care	  (B).

•Pain	  in	  adult	  cardiac	  surgery	  pa@ents	  is	  common	  and	  poorly	  treated;	  women	  experience	  more
pain	  than	  men	  aYer	  cardiac	  surgery	  (B).

•	  Procedural	  pain	  is	  common	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (B).

〈痛みの発現〉
・成人のmedical,	  surgical,	  trauma	  ICUの患者は安静時、ケア時も常に痛みを
	  	  	  感じている(B)
・心臓手術の患者は痛みをしばしば感じているが治療されていないことが多い
	  	  心臓術後においては女性は痛みを経験しやすい(B)
・ICUにおいて処置に伴う痛みはよくある(B)



	  b.	  Pain	  assessment

•We	  recommend	  that	  pain	  be	  rou@nely	  monitored	  in	  all	  adult	  ICU	  pa@ents	  (+1B).

•The	  Behavioral	  Pain	  Scale	  (BPS)	  and	  the	  Cri@cal-‐Care	  Pain	  Observa@on	  Tool	  (CPOT)	  are	  the	  most
valid	  and	  reliable	  behavioral	  pain	  scales	  for	  monitoring	  pain	  in	  medical,	  postopera@ve,	  or	  trauma
(except	  for	  brain	  injury)	  adult	  ICU	  pa@ents	  who	  are	  unable	  to	  self-‐report	  and	  in	  whom	  motor
func@on	  is	  intact	  and	  behaviors	  are	  observable.	  Using	  these	  scales	  in	  other	  ICU	  pa@ent
popula@ons	  and	  transla@ng	  them	  into	  foreign	  languages	  other	  than	  French	  or	  English	  require
further	  valida@on	  tes@ng	  (B).

•	  We	  do	  not	  suggest	  that	  vital	  signs	  (or	  observa@onal	  pain	  scales	  that	  include	  vital	  signs)	  be	  used
alone	  for	  pain	  assessment	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (–2C).

•	  We	  suggest	  that	  vital	  signs	  may	  be	  used	  as	  a	  cue	  to	  begin	  further	  assessment	  of	  pain	  in	  these
pa@ents,	  however	  (+2C).

〈痛みのアセスメント〉
・成人ICU患者においてはルーチンの痛みの評価を推奨する(+1B)
・自ら痛みを訴えることができないICU(medical,	  surgical,	  trauma:脳損傷以外)
患者ではBPSやCPOTがもっとも妥当で信頼性がある。他のICU患者における
妥当性や、フランス語、英語以外に通訳して行うことの妥当性については、検
討が必要(B)
・バイタルサインのみを痛みの指標としない方が良い(-‐2C)
・バイタルサインを組み合わせるのは良い(+2C)



Behavioral	  Pain	  Scale	  (BPS)

・表情、上肢の動き、人工呼吸器との同調性という３項目について、

　それぞれ４点ずつスコアをつけて満点が12点になるスケール。

・人工呼吸中でコミュニケーションを十分にとれない患者でも、疼痛を評価

　できることがメリット。

A	  systema@c	  review.	  J	  Adv	  Nurs	  2009;	  65:946–956



the	  Cri@cal-‐Care	  Pain	  Observa@on	  Tool	  (CPOT)

Dimens	  Crit	  Care	  Nurs	  2003；22:260–267



Behavioral	  Pain	  Scale	  (BPS)

項　目 説　明 スコア

表　情 穏やかな 1

一部硬い（例えば、眉が下がっている） 2

全く硬い（例えば、瞼を閉じている） 3

しかめ面 4

上肢 全く動かない 1

一部曲げている 2

指を曲げて完全に曲げている 3

ずっと引っ込めている 4

人工呼吸との同調性 同調している 1

時に咳嗽 2

呼吸器とファイティング 3

呼吸器の調節がきかない 4



the	  Cri@cal-‐Care	  Pain	  Observa@on	  Tool
(CPOT)

項　目 説　明 スコア

表　情 緊張なし リラックス0

しかめる,睫毛を下げる,こわばる,筋肉の緊張 緊張1

上記に加えて強く閉眼 しかめる2

体の動き 痛みなく,動かない 動きなし0

ゆっくり慎重な動き,痛いところを触ったり,さすったり 抵抗1

チューブを引き抜く,突然立ち上がる,体を動かす
命令に応じず,攻撃的,ベッドから降りようとする

落ち着きなし2

人工呼吸の同調性
（挿管患者）

発声
（挿管してない患者）

アラームなく,容易に換気 容認0

アラームがあるが,止んだりもする 咳嗽あるが容認1

非同調,換気がうまくできない,アラーム頻回 ファイティング2

通常のトーンで会話 通常の会話0

ため息,うめき声 ため息,うめき声1

泣きわめく,すすり泣く 泣きわめく2

筋緊張 受動運動に抵抗なし リラックス0

抵抗あり 緊張,硬直1

強い抵抗,	  屈曲・伸展できない 強い緊張,硬直2



• 	  c.	  Treatment	  of	  pain

• We	  recommend	  that	  preemp@ve	  analgesia	  and/or	  nonpharmacologic	  interven@ons	  (e.g.,
relaxa@on)	  be	  administered	  to	  alleviate	  pain	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  prior	  to	  chest	  tube	  removal
(+1C).

• We	  suggest	  that	  for	  other	  types	  of	  invasive	  and	  poten@ally	  painful	  procedures	  in	  adult	  ICU
pa@ents,	  preemp@ve	  analgesic	  therapy	  and/or	  nonpharmacologic	  interven@ons	  may	  also	  be
administered	  to	  alleviate	  pain	  (+2C).

• 	  We	  recommend	  that	  intravenous	  (IV)	  opioids	  be	  considered	  as	  the	  first-‐line	  drug	  class	  of
choice	  to	  treat	  non-‐neuropathic	  pain	  in	  cri@cally	  ill	  pa@ents	  (+1C).

• 	  All	  available	  IV	  opioids,	  when	  @trated	  to	  similar	  pain	  intensity	  endpoints,	  are	  equally
effec@ve	  (C).

• 	  We	  suggest	  that	  nonopioid	  analgesics	  be	  considered	  to	  decrease	  the	  amount	  of	  opioids
administered	  (or	  to	  eliminate	  the	  need	  for	  IV	  opioids	  altogether)	  and	  to	  decrease	  opioid-‐
related	  side	  effects	  (+2C).

〈痛みの治療〉
・早期の鎮痛薬投与または、薬物療法以外の手段を抜管までおこなうことを
推奨する(+1C)
・また、侵襲的な手技に際しても鎮痛薬を投与することを考慮する(+2C)
・神経的な痛み以外では静注オピオイドを第一選択とすることを推奨する(+1C)
・すべての静注オピオイドは、ほぼ同等の効果があると考えられる(C)
・オピオイドの総投与量を減らすため、もしくは副作用を減らすために、
非オピオイド性鎮痛薬の併用もしくは切り替えも検討する(+2C)



• We	  recommend	  that	  either	  enterally	  administered	  gabapen@n	  or	  carbamazepine,	  in	  addi@on
to	  IV	  opioids,	  be	  considered	  for	  treatment	  of	  neuropathic	  pain	  (+1A).

• We	  recommend	  that	  thoracic	  epidural	  anesthesia/analgesia	  be	  considered	  for	  postopera@ve
analgesia	  in	  pa@ents	  undergoing	  abdominal	  aor@c	  aneurysm	  surgery	  (+1B).

• We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  using	  a	  lumbar	  epidural	  over	  parenteral	  opioids	  for
postopera@ve	  analgesia	  in	  pa@ents	  undergoing	  abdominal	  aor@c	  aneurysm	  surgery,	  due	  to

	  	  	  	  	  	  	  a	  lack	  of	  benefit	  of	  epidural	  over	  parenteral	  opioids	  in	  this	  pa@ent	  popula@on	  (0,A).

・神経的な痛みには,　オピオイドにガバペンチンやカルバマゼピンの追加
が推奨される(+1A)
・腹部大動脈瘤術後の患者には胸椎の硬膜外麻酔が推奨される(+1B)
・腹部大動脈瘤術後の患者に腰椎の硬膜外麻酔は静注オピオイドを超え
る効果は立証されていないため、推奨しない(0,A)



• We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  the	  use	  of	  thoracic	  epidural	  analgesia	  in	  pa@ents
undergoing	  either	  intrathoracic	  or	  nonvascular	  abdominal	  surgical	  procedures,	  due	  to
insufficient	  and	  conflic@ng	  evidence	  for	  this	  mode	  of	  analgesic	  delivery	  in	  these	  pa@ents
(0,B).

• We	  suggest	  that	  thoracic	  epidural	  analgesia	  be	  considered	  for	  pa@ents	  with	  trauma@c	  rib
fractures	  (+2B).

• We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  neuraxial	  /	  regional	  analgesia	  over	  systemic	  analgesia	  in
medical	  ICU	  pa@ents,	  due	  to	  lack	  of	  evidence	  in	  this	  pa@ent	  popula@on	  (0,	  No	  Evidence).

・胸部や腹部の血管でない手術に対しては胸椎の硬膜外麻酔はエビデンス
が不十分なためどちらとも推奨しない(0,B)
・外傷性肋骨骨折には胸椎の硬膜外麻酔を考慮する(+2B)
・ICU患者に脊椎麻酔や局所麻酔の追加はエビデンスが不十分なためどち
らとも推奨しない(0,	  No	  evidence)



	  Agita@on	  and	  Seda@on
a.	  Depth	  of	  seda@on	  vs.	  clinical	  outcomes

•Maintaining	  light	  levels	  of	  seda@on	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  is	  associated	  with	  improved	  clinical	  outcomes
(e.g.,	  shorter	  dura@on	  of	  mechanical	  ven@la@on	  and	  a	  shorter	  ICU	  length	  of	  stay	  [LOS])	  (B).

•Maintaining	  light	  levels	  of	  seda@on	  increases	  the	  physiologic	  stress	  response,	  but	  is	  not	  associated	  with
an	  increased	  incidence	  of	  myocardial	  ischemia	  (B).

•The	  associa@on	  between	  depth	  of	  seda@on	  and	  psychological	  stress	  in	  these	  pa@ents	  remains	  unclear
(C).

•We	  recommend	  that	  seda@ve	  medica@ons	  be	  @trated	  to	  maintain	  a	  light	  rather	  than	  a	  deep	  level	  of
seda@on	  in	  adult	  ICU	  pa@ents,	  unless	  clinically	  contraindicated	  (+1B).

〈鎮静の深さと臨床的アウトカムについて〉
・軽い鎮静レベルを保つことと臨床的アウトカム改善（人工呼吸管理期間の
	  	  	  短縮	  ,ICU滞在期間短縮など）が関連している(B)
・軽い鎮静は身体的なストレス反応を増加させるが、心筋梗塞の発症率増加と
	  	  	  は関連していない(B)
・鎮静レベルの深さと身体的ストレスの関連は不明である(C)
・臨床的に禁忌でなければ,	  deep	  seda*onよりlight	  seda*onを目指して鎮静薬
	  	  	  を調節することを推奨する(+1B)



b.	  Monitoring	  depth	  of	  seda@on	  and	  brain	  func@on

•The	  Richmond	  Agita@on-‐Seda@on	  Scale	  (RASS)	  and	  Seda@on-‐Agita@on	  Scale	  (SAS)	  are	  the	  most
valid	  and	  reliable	  seda@on	  assessment	  tools	  for	  measuring	  quality	  and	  depth	  of	  seda@on	  in	  adult
ICU	  pa@ents	  (B).

•We	  do	  not	  recommend	  that	  objec@ve	  measures	  of	  brain	  func@on	  (e.g.,	  auditory	  evoked
poten@als[AEPs],	  Bispectral	  Index[BIS],	  Narcotrend	  Index[NI],	  Pa@ent	  State	  Index	  [PSI],	  or	  state
entropy[SE])	  be	  used	  as	  the	  primary	  method	  to	  monitor	  depth	  of	  seda@on	  in	  noncomatose,
nonparalyzed	  cri@cally	  ill	  adult	  pa@ents,	  as	  these	  monitors	  are	  inadequate	  subs@tutes	  for
subjec@ve	  seda@on	  scoring	  systems	  (–1B).

•We	  suggest	  that	  objec@ve	  measures	  of	  brain	  func@on	  (e.g.,	  AEPs,	  BIS,	  NI,	  PSI,	  or	  SE)	  be	  used	  as	  an
adjunct	  to	  subjec@ve	  seda@on	  assessments	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  who	  are	  receiving	  neuromuscular
blocking	  agents,	  as	  subjec@ve	  seda@on	  assessments	  may	  be	  unobtainable	  in	  these	  pa@ents	  (+2B).

〈レベルと意識状態のモニタリング〉
・ICUにおける患者の鎮静の深さを評価するためには、RASSとSASがもっとも
　妥当性があり信頼できる指標である(B)
・昏睡状態や麻痺のない患者においてはAEPs,	  BIS,	  NI,	  PSI,	  SEなどの客観的な
　モニターを第一選択とすることを勧めない(-‐1B)
・筋弛緩薬を投与されているなど主観的なモニタリングができない患者において
　は前述の客観的なモニターを併用することを考慮する(+2B)



・　0を中心に10段階に分かれていて、プラスでは興奮、マイナスでは鎮静が
強いと評価する。

・　まず、視診だけで患者の興奮度合を＋1～＋４までの評価が可能で、呼
びかけで‐1～‐3の評価、身体刺激で‐4～‐5の評価する。

JAMA	  2003;	  289:2983-‐2991



The	  Richmond	  Agita@on-‐Seda@on
Scale	  (RASS)

スコア 用　語 説　明

+4 好戦的な 明らかに好戦的な、暴力的な、スタッフに対する差し迫った危険

+3 非常に興奮した チューブ類またはカテーテル類を自己抜去；攻撃的な

+2 興奮した 頻繁な非意図的な運動、人工呼吸器ファイティング

+1 落ち着きのない 不安で絶えずそわそわしている、しかし動きは攻撃的でも活発
でもない

0 意識清明な 落ち着いている

-‐1 傾眠状態 完全に清明ではないが、呼び
かけに10秒以上の開眼及びア
イ・コンタクトで応答する

呼びかけ刺激

-‐2 軽い鎮静状態 呼びかけに10秒未満のアイ・コ
ンタクトで応答

呼びかけ刺激

-‐3 中等度鎮静 状態呼びかけに動きまたは開
眼で応答するがアイ・コンタクト
なし

呼びかけ刺激

-‐4 深い鎮静状態 呼びかけに無反応、しかし、身
体刺激で動きまたは開眼

身体刺激

-‐5 昏睡 呼びかけにも身体刺激にも無
反応

身体刺激



・　7段階に分かれていて、4を中心としスコアが高い方が興奮、低い方が

　　過鎮静と評価する。

Intensive	  Care	  Med	  2001;	  27:853–858	  



Seda@on-‐Agita@on	  Scale	  (SAS)

スコア 用語 説明

7 危険な興奮
モニタリング装置およびデバイスを取り外そうとしたりベッドから降りようとする
物を投げたりひっくり返す	  スタッフに攻撃する

6 非常に興奮している 頻繁な声かけにもかかわらず落ち着きがないままである,気管チューブを噛む
拘束が必要である

5 興奮している
不安な様子または落ち着きがない,動こうとする,声をかけると落ち着く

4 平静で協力的 落ち着いている,容易に覚醒する,指示に従うことができる

3 鎮静している
覚醒が難しい,声をかけるか軽く揺さぶると反応するが再び眠る

2 非常に鎮静している 意思の疎通ができない,身体的な刺激に反応するが声による指示には反応しない
自発的に動くことがある

1 覚醒不能
意思の疎通ができない,痛覚刺激にわずかに反応するか全く反応しない



• We	  recommend	  that	  EEG	  monitoring	  be	  used	  to	  monitor	  nonconvulsive	  seizure	  ac@vity	  in
adult	  ICU	  pa@ents	  with	  either	  known	  or	  suspected	  seizures,	  or	  to	  @trate	  electrosuppressive
medica@on	  to	  achieve	  burst	  suppression	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  with	  elevated	  intracranial
pressure	  (+1A).

c.	  Choice	  of	  seda@ve

• We	  suggest	  that	  seda@on	  strategies	  using	  nonbenzodiazepine	  seda@ves	  (either	  propofol	  or
dexmedetomidine)	  may	  be	  preferred	  over	  seda@on	  with	  benzodiazepines	  (either	  midazolam
or	  lorazepam)	  to	  improve	  clinical	  outcomes	  in	  mechanically	  ven@lated	  adult	  ICU	  pa@ents
(+2B).

・痙攣があるか疑われる患者では非痙攣性てんかん発作をとらえるために
脳波をモニタリングする。また、頭蓋内圧コントロールのためburst	  suppression
状態にする必要がある患者でも脳波モニタリングを使用する(+1A)

〈鎮静薬の選択〉
・人工呼吸管理されているICU患者においては、非ベンゾジアセピン鎮静薬
（プロポフォールorデクスメデトミジン）が、ベンゾジアセピン（ミダゾラム
orロラゼパム）に比べて、臨床的アウトカムを改善させるため使用が好まれ
ている(+2B)



	  Delirium
a.	  Outcomes	  associated	  with	  delirium

•Delirium	  is	  associated	  with	  increased	  mortality	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (A).

•Delirium	  is	  associated	  with	  prolonged	  ICU	  and	  hospital	  LOS	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (A).

•Delirium	  is	  associated	  with	  the	  development	  of	  post-‐ICU	  cogni@ve	  impairment	  in	  adult	  ICU
pa@ents	  (B).

b.	  Detec@ng	  and	  monitoring	  delirium

•We	  recommend	  rou@ne	  monitoring	  of	  delirium	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (+1B).

•The	  Confusion	  Assessment	  Method	  for	  the	  ICU	  (CAM-‐ICU)	  and	  the	  Intensive	  Care	  Delirium
Screening	  Checklist	  (ICDSC)	  are	  the	  most	  valid	  and	  reliable	  delirium	  monitoring	  tools	  in	  adult	  ICU
pa@ents	  (A).

•Rou@ne	  monitoring	  of	  delirium	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  is	  feasible	  in	  clinical	  prac@ce	  (B).

〈せん妄と臨床的なアウトカムの関連〉
・せん妄はICU患者の予後を増悪させる(A)、ICUや病院の滞在期間を延長させる(A)
	  	  	  ICU退室後の認知機能障害に関係する(B)
〈せん妄の認知,	  モニタリング〉
・ICU患者ではルーチンなせん妄モニタリングを推奨する(+1B)
・モニタリングにはCAM-‐ICUとICDSCが最も妥当性があり信頼できる指標である(A)
・ルーチンなせん妄モニタリングは臨床の場でも実行可能である(B)



The	  Confusion	  Assessment	  Method	  for
the	  ICU	  (CAM-‐ICU)

JAMA	  2001;	  286:2703–2710	  
日本語版 /	  看護技術	  55(1),	  30-‐33,	  2009-‐01-‐00



Intensive	  Care	  Med	  2001;	  27:859–864	  　日本語版 /	  EBNURSING	  Vol.10	  No.4	  2010	  (623)



c.	  Delirium	  risk	  factors

•Four	  baseline	  risk	  factors	  are	  posi@vely	  and	  significantly	  associated	  with	  the	  development	  of
delirium	  in	  the	  ICU:	  preexis@ng	  demen@a,	  history	  of	  hypertension	  and/or	  alcoholism,	  and	  a	  high
severity	  of	  illness	  at	  admission	  (B).

•Coma	  is	  an	  independent	  risk	  factor	  for	  the	  development	  of	  delirium	  in	  ICU	  pa@ents	  (B).

•Conflic@ng	  data	  surround	  the	  rela@onship	  between	  opioid	  use	  and	  the	  development	  of	  delirium	  in
adult	  ICU	  pa@ents	  (B).

•Benzodiazepine	  use	  may	  be	  a	  risk	  factor	  for	  the	  development	  of	  delirium	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (B).

•There	  are	  insufficient	  data	  to	  determine	  the	  rela@onship	  between	  propofol	  use	  and	  the
development	  of	  delirium	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (C).

•	  In	  mechanically	  ven@lated	  adult	  ICU	  pa@ents	  at	  risk	  of	  developing	  delirium,	  dexmedetomidine
infusions	  administered	  for	  seda@on	  may	  be	  associated	  with	  a	  lower	  prevalence	  of	  delirium
compared	  to	  benzodiazepine	  infusions	  (B).

〈せん妄のリスクファクター〉
・背景因子として認知症、高血圧、アルコール多飲、重症患者であること(B)
・昏睡はせん妄発症の独立危険因子である(B)
・オピオイドの使用とせん妄の発症の関係に関しては様々なデータがある(B)
・ベンゾジアセピンはせん妄のリスクとなる可能性がある(B)
・プロポフォールとせん妄の発症の関連を決定づけるデータは不十分である(C)
・人工呼吸管理をされるICU患者では、ベンゾジアゼピンよりデクスメデトミジン
　による鎮静がせん妄の頻度減少させる(B)



d.	  Delirium	  preven@on

•We	  recommend	  performing	  early	  mobiliza@on	  of	  adult	  ICU	  pa@ents	  whenever	  feasible	  to	  reduce
the	  incidence	  and	  dura@on	  of	  delirium	  (+1B).

•We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  using	  a	  pharmacologic	  delirium	  preven@on	  protocol	  in	  adult
ICU	  pa@ents,	  as	  no	  compelling	  data	  demonstrate	  that	  this	  reduces	  the	  incidence	  or	  dura@on	  of
delirium	  in	  these	  pa@ents	  (0,C).

•We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  using	  a	  combined	  nonpharmacologic	  and	  pharmacologic
delirium	  preven@on	  protocol	  in	  adult	  ICU	  pa@ents,	  as	  this	  has	  not	  been	  shown	  to	  reduce	  the
incidence	  of	  delirium	  in	  these	  pa@ents	  (0,C).

•We	  do	  not	  suggest	  that	  either	  haloperidol	  or	  atypical	  an@psycho@cs	  be	  administered	  to	  prevent
delirium	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (.2C).

•We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  the	  use	  of	  dexmedetomidine	  to	  prevent	  delirium	  in	  adult	  ICU
pa@ents,	  as	  there	  is	  no	  compelling	  evidence	  regarding	  its	  effec@veness	  in	  these	  pa@ents	  (0,C).

〈せん妄の予防〉
・できる限り早期に動かすことを推奨する(+1B)
・ICU患者にせん妄予防のための薬物投与に関するデータは不十分なため、
　推奨しない(0,	  C)
・薬物と非薬物を組み合わせての予防もデータが不十分なため、どちらとも
　推奨しない(0,	  C)
・ハロペリドールや非定型向精神病薬の予防投与は推奨しない(-‐2C)
・デクスメデトミジンによるせん妄予防に関してはデータが不十分なため、
　推奨しない(0,	  C)



e.	  Delirium	  treatment

•There	  is	  no	  published	  evidence	  that	  treatment	  with	  haloperidol	  reduces	  the	  dura@on	  of	  delirium	  in
adult	  ICU	  pa@ents	  (No	  Evidence).

•Atypical	  an@psycho@cs	  may	  reduce	  the	  dura@on	  of	  delirium	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  (C).

•We	  do	  not	  recommend	  administering	  rivas@gmine	  to	  reduce	  the	  dura@on	  of	  delirium	  in	  ICU
pa@ents	  (–1B).

•We	  do	  not	  suggest	  using	  an@psycho@cs	  in	  pa@ents	  at	  significant	  risk	  for	  torsades	  de	  pointes	  (i.e.,
pa@ents	  with	  baseline	  prolonga@on	  of	  QTc	  interval,	  pa@ents	  receiving	  concomitant	  medica@ons
known	  to	  prolong	  the	  QTc	  interval,	  or	  pa@ents	  with	  a	  history	  of	  this	  arrhythmia)	  (–2C).

•We	  suggest	  that	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  with	  delirium	  unrelated	  to	  alcohol	  or	  benzodiazepine
withdrawal,	  con@nuous	  IV	  infusions	  of	  dexmedetomidine	  rather	  than	  benzodiazepine	  infusions	  be
administered	  for	  seda@on	  to	  reduce	  the	  dura@on	  of	  delirium	  in	  these	  pa@ents	  (+2B).

〈せん妄の治療〉
・ハロペリドールによる治療がせん妄の期間を減少させるとのエビデンスはない
(no	  evidence)
・非定型向精神病薬はせん妄の期間を減少させる可能性はある(C)
・せん妄の期間を減少させるためにリバスティグミンの使用は推奨しない(-‐1B)
・QT延長が存在したり、Torsades	  de	  pointesの既往やリスクが高いと思われる
　患者には向精神病薬は使わない方がよい(-‐2C)
・アルコールやベンゾジアゼピンの離脱症状でなければベンゾジアゼピンより
　デクスメデトミジンの方がせん妄の期間を減少させる(+2B)



	  Strategies	  for	  Managing	  Pain,
Agita@on,	  and	  Delirium	  to	  Improve	  ICU

Outcomes
• We	  recommend	  either	  daily	  seda@on	  interrup@on	  or	  a	  light	  target	  level	  of	  seda@on	  be

rou@nely	  used	  in	  mechanically	  ven@lated	  adult	  ICU	  pa@ents	  (+1B).

• We	  suggest	  that	  analgesia-‐first	  seda@on	  be	  used	  in	  mechanically	  ven@lated	  adult	  ICU	  pa@ents
(+2B).

• We	  recommend	  promo@ng	  sleep	  in	  adult	  ICU	  pa@ents	  by	  op@mizing	  pa@ents’	  environments,
using	  strategies	  to	  control	  light	  and	  noise,	  clustering	  pa@ent	  care	  ac@vi@es,	  and	  decreasing
s@muli	  at	  night	  to	  protect	  pa@ents’	  sleep	  cycles	  (+1C).

・人工呼吸管理されているICU患者においては、鎮静薬の1日1回の中断、
　または軽い鎮静での管理をルーチンに用いることを推奨する(+1B)
・人工呼吸管理の患者では鎮痛をまず第一にする鎮静がよい(+2B)
・環境を整えたり、光や音を調節したり、ケアの時間を考えたり、夜の刺激を
　減らし、睡眠リズムを守ることを推奨する(+1C)



• We	  provide	  no	  recommenda@on	  for	  using	  specific	  modes	  of	  mechanical	  ven@la@on	  to	  promote
sleepin	  mechanically	  ven@lated	  adult	  ICU	  pa@ents,	  as	  insufficient	  evidence	  exists	  for	  the	  efficacy
of	  these	  interven@ons	  (0,	  No	  Evidence).

• We	  recommend	  using	  an	  interdisciplinary	  ICU	  team	  approach	  that	  includes	  provider	  educa@on,
preprinted	  and/or	  computerized	  protocols	  and	  order	  forms,	  and	  quality	  ICU	  rounds	  checklists	  to
facilitate	  the	  use	  of	  pain,	  agita@on,	  and	  delirium	  management	  guidelines	  or	  protocols	  in	  adult
ICUs	  (+1B).

・睡眠を推進する人工呼吸器モードという点ではエビデンスがないため推奨
　できない(0,	  no	  evidence)
・様々な職種が参加するチーム医療のアプローチを推奨する。教育の充実、
　プロトコル、指示の作成、PADガイドラインを使用した質の高いチェックリスト
　ラウンドを行っているかなどが含まれる(+1B)



Pharmacology	  of	  Opiate	  Analgesics





Pharmacology	  of	  Nonopiate	  Analgesics







Clinical	  Pharmacology	  of	  Seda@ve
Medica@ons





PAD	  care	  bundle
疼痛 不穏 せん妄

評
価

〈疼痛の評価〉
意志表示可能な患者→NSR
意思表示不可能な患者→BPS	  or	  CPOT
NRS≧4　BPS＞5　CPOT≧3
であれば疼痛あり

〈鎮静・不穏の評価〉
RASS	  or	  SAS
筋弛緩薬→脳機能をモニターするとき使用
〈不穏・鎮静の深さの指標〉
不穏→RASS	  ＋1～＋4　SAS	  5～7
覚醒かつ平穏→RASS	  0	  or	  SAS	  4
浅い鎮静→RASS‐1～‐2　SAS	  3
過鎮静→RASS‐3～‐5	  	  SAS	  1～2

〈せん妄の評価〉
CAM-‐ICU	  or	  ICDSC
CAM-‐ICU	  (＋)	  せん妄あり
ICDSC≧4　せん妄あり

治
療

30秒以内に鎮痛し再評価
非薬物治療：リラクゼーション療法
薬物療法：非神経性疼痛
→オピオイドIV±非オピオイド
神経性疼痛
→ガバペンチンorカルバマゼピン
＋オピオイドIV
腹部大動脈瘤術後、肋骨骨折→硬膜外
麻酔

〈鎮静の目標設定〉
・不穏なく命令に応じる　RASS‐2～0　SAS	  3～4
・鎮静が浅ければ（RASS＞0　SAS＞4）
疼痛の評価治療を行った後、再評価
アルコールやベンゾジアゼピンの離脱症状がない限り、
ベンゾジアゼピンの使用を避ける
・鎮静が深ければ（RASS＜‐2	  	  SAS＜3）
目標スコアになるまで鎮痛薬を一旦中止し、
投与前投与量の50%量から再開する

必要であれば疼痛の治療を行う　患者の環境整備
〈せん妄に対する薬物治療〉
アルコールやベンゾジアゼピンの離脱症状がない限り、
ベンゾジアゼピンの使用を避ける
リバスチグミンの使用を避ける
Torsades	  de	  pointesのリスクがある場合、
抗精神病薬の使用を避ける

予
防

頓用の鎮痛薬投与
and/or非薬物療法介入

まず鎮痛、次に鎮静

禁忌がない限り、普段からSBT、早期のリハビリテーション
・脳波モニタリングが必要なとき
→痙攣リスクがある場合
ICP亢進時にburst	  suppression療法が適応となる場合

〈せん妄のリスク因子を確認〉
認知症・高血圧・アルコール・重症疾患・昏睡・ベンゾジアゼピン
・早期より患者の運動療法　ベンゾジアゼピン使用を避ける
・睡眠導入（照明・騒音制御、ケアのバンドル、夜間の刺激減）
・適応があるなら抗精神病薬を再開



まとめ

• 鎮静の前に必ず鎮痛　鎮痛にはオピオイド
• 鎮静には、ベンゾジアゼピンよりプロポフォールやデクスメデトミジンを優先
• RASSやSASスコアを用いて、鎮静レベルを的確に評価

• 鎮静深度は浅く
• せん妄対策はまずは予防
• 患者を1日に1度は覚醒、自発呼吸を維持し、適切な鎮静薬を調整、

• CAM-‐ICUまたはICDSCを用いてせん妄のモニタリング、早期リハビリテーション、

　　質の良い睡眠を推進

• これらが、人工呼吸器からのweaningとICU滞在期間を短縮し、死亡率を低下、

　　認識能力を改善、自立能力を高める


