特集 せん妄を看る

Phenomena in Nursing, 2017

高齢者に見られる“せん妄”の捉え方
中 筋 美 子 兵庫県立大学看護学部老人看護学 助教，老人看護専門看護師
キーワード：高齢者，本人の体験世界，認知症

臨床で「高齢者は入院したら混乱する。何度言っても忘
れている」という悩みを聞くことがある。そのような語り

況に陥る高齢者は多く，加齢自体が“せん妄”の誘因となる
という報告もある。

の中には，認知症を抱えた高齢者や“せん妄”と呼ばれる状

臨床では，このような場面でせん妄と認知症の識別に力

況にある高齢者が，安心と穏やかな日常を保つことができ

を注いだ結果「せん妄か，認知症に伴う行動・心理症状なの

なくなっている姿が見える。老年看護とは「老年期を生き

か，よく分からない」
「認知症になった（発症した）のだろ

る人の健やかな生き方と自己実現を，その人の老年期全体

うか」と悩む看護師の姿がしばしば見られる。だが，ある一

を通じて，全体論的視点から支える活動」
（水谷，2016）で

場面の様子からせん妄と認知症を識別することは困難であ

ある。その人にとって晩年が意義あるものとなるよう，最

る。なぜならば，アルツハイマー型認知症で見られる注意

期まで“生きていてよかった”と思う時を重ねられるよう

機能の低下や，レビー小体型認知症の特徴の一つである認

に看護活動を展開していく。筆者は，この活動の基盤には

知機能の変動は，一見すると“せん妄”と類似して見えるか

“高齢者の見方”があると考えている。なかでも，高齢者の

らである。基本的には，それらの識別に悩み続けるのでは

看護に臨む姿勢が問われると思う。看護の対象となる高齢

なく，まずは“せん妄の併存”を疑い，治療可能な誘因を検

者は，ほとんどの場合，看護師にとって年長者にあたるた

索するという考え方でよいと考える。そして，家人等身近

め，年下の者には 80 歳代，90 歳代を生きるということがど

な人から平時の様子を聞き，違いを検討すれば，
“せん妄”

のようなものであるか，今すぐ体験することはできない。

が併存しているかどうかは判断でき，高齢者が回復した時

それゆえ，
「自身が体験したことがない体験世界に生きてい

の姿を思い描けるようになる。事例には A さんの平時につ

る人へかかわる」という事実を，謙虚に受け止めることが

いて詳細な情報はないが，家人が驚き，
「何でこんなことに

求められる。だからこそ，高齢者本人の声を丁寧に聴くこ

なってるんですか？」と看護師へ尋ねていることから，恐

とが重要なのである。声を聴くことからはじめ，そのなか

らく平時には見られない言動と推測される。A さんに恐怖

から高齢者に起こっていることの理解や看護の手がかりを

や不安，いたたまれないほどの苦しみがあることも明らか

探していく。だが，
「認知症やせん妄を抱えた高齢者の声は

である。

捉えにくい」という悩みもしばしば聞かれる。そこで本稿
では，
“せん妄”と呼ばれる状況にある高齢者の声をどのよ

高齢者本人の体験を捉える

うに捉えてかかわるのかを述べたいと思う。

事例のような場面では，まず，A さんが体験しているこ
とを具体的に，特に今どのような苦しみを感じているのか

ここからは，事例（本誌 S･2～3 ページ参照）を用いて述

を捉えようと努める。そのためには，語りをよく聞き，困っ

べる。A さんは自分が身を置く状況がよく分からなくなる

ていること，気がかりに感じていることの手がかりを探す。

時があり，日常と同じように食事を摂ることや眠ることが

状況がよく分からないこと・見知った人がそばにいないこ

できなくなり，穏やかに心地よく過ごすことができない状

との恐ろしさや不安，身体的苦痛があるかもしれない。宙

況にある。その背景には，入院による環境の変化，人工骨頭

をじっと見ている様子や「虫がはってる」という発言から

置換術の侵襲や全身麻酔の影響を受けて生じた脳機能不全

は，幻覚・錯覚を体験して不快な心情を抱いていることも

と，入院前からの認知機能の低下が考えられる。手術侵襲，

推測される。言葉や仕草，表情から読み取ったことをつな

感染症，環境の変化等誘因は様々であるが，このような状

ぎあわせ，体験している世界を思い描く。そして，その内容
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が A さんにとっての事実と食い違っていないかを確かめる。

臨床ではこのような時，A さんの体験を捉える手がかり

この時には，本人が理解しやすいコミュニケーション技術

を探しながら，苦痛があれば緩和する手立てを講じていく。

を用いる。
「一番困っていることは何ですか？」と問うこと

特に，認知機能障害やせん妄を抱える人では，身体的苦痛

もあれば，体の当該箇所に直に触れながら「ここ，痛みます

が適切に評価されていない場合がある。例えば，事例の A

か？」
「息苦しいですか？」と尋ねる，幻覚や錯覚を体験し

さんと同じ，術後の時期でいうと，手術に伴う急性疼痛は

ている人であれば「○○が見えて怖いでしょうか？」と尋

着目されやすいが，高齢者が抱える慢性疼痛には注意が払

ねる等，対象者・その時の状態に応じて確かめ方は様々で

われにくいようである。変形性膝関節症を抱え，
「半年程前

ある。また，この時には A さんの身体状態にも照らして確

からふらつく」ことがあった A さんは，創痛だけでなく，

かめていく。

関節痛を抱えている可能性が考えられる。このような時，

ここで，認知症者の体験について，クリスティーン・ボー

高齢者や家人に尋ねると「○○の前には湿布を貼りかえて

デン氏の著書「わたしは誰になっていくの？‐アルツハイ

いた」
「クッションを膝の下に置いて寝ていた」
「自宅では

マー病者からみた世界」
（ボーデン，1998）から言葉を借り

畳に布団を敷いて寝る」等の対処によって痛みを和らげな

て考えたい。この本は，46 歳で認知症の診断を受けたクリ

がら生活していた様子が明らかになることがある。すると，

スティーン氏が，自分自身の体験を書いたものである。こ

A さんの“落ち着いて過ごすことができない”言動は，入

こから“せん妄”の状況にある認知症者の体験を理解する

院によって日常のように対処できなくなったために増強し

助けになる箇所を取り上げる。クリスティーン氏によると，

た痛みに苦しんでいる表現かもしれないという側面も読み

「ぼんやりと霧のかかったような脳」
（p.92）のような感じ

取ることができる。さらに，人となりやどのように生きて

があるという。見えるものや聞こえるものの理解について，

きた方であるかについて情報が得られれば，A さんの行動

「最初の言葉などを聞きのがして，文章の残り部分の意味

の目的や意味を読み取る助けとなり得る。

も取れなくなるために，何を言われたのか理解できないこ

上記のようにかかわりながら高齢者のそばにいると，
“こ

とがある」
（p.86）
，
「音がどこから聞こえてくるのかを言う

のような体験をしている”
“このようなことをつらいと感じ

ことも，私には難しいことだ。
（中略）その音が実際に何の

ている”といった本人の体験が伝わってくるものである。

音かを知るのも同様に難しく，そのためにはかなりの時間

特に恐怖や不安，焦りは，自分の呼吸のリズムが乱れるよ

がかかる」
（p.87）とも述べている。さらに「にぎやかな場

うな感じがするほどに，ひしひしとこちらへ伝えわってく

所にいると，周辺視野が縮むことに気づく。まるで，脳がう

るような感覚になる。

まく処理できるだけの視界に自動制御しているかのようだ」
（p.88）という。これを踏まえて A さんの視点から事例を

高齢者がもつ 「状況を認識する力」にあわせてかか

見ると“思いがけず転倒し，強い痛みを感じ，入院して手術

わる

を受けた。ふと気が付くと，自分がどこにいるのか，体につ

次に，A さんがこのような体験をしている背景について

ながっているこの不快な物はいったい何なのか，なぜこの

考える。ここで急がれるのは，A さんの「状況を認識する

ような状況にいるのかよく分からない”という，めまぐる

力」の確認である。なぜなら，A さんの表情や仕草，行動の

しい変化を体験していることが読み取れる。認知機能障害

目的や意味を理解するために必要であり，安心を感じても

を抱えた A さんにとって，状況の理解がどれほど難しく，

らえるようにかかわろうとしても，A さんがもつ力に応じ

苦しみを伴うものであるかは想像に難くない。また，手術

たものでなければ効果的でないからである。
「状況を認識す

当日，術後 1 日目の様子については，
“よく分からない状況

る力」を確かめる際，高齢者の場合は意識だけでなく，認知

にいる恐ろしさや不安を抱えた状態から，安心を取り戻そ

機能と視聴覚機能に着目する。

うと，不可解で不快な物（点滴チューブ）を体から取り外

認知機能については，
「処方薬の残数が薬によって異なる」

し，安心できる場所（家や家族のそば）へ戻ろうとしてい

ことや，理由を尋ねると「ちゃんと飲んでますよ」と笑って

る”
，
“
「家族の身にも危険なことが起こっているかもしれな

答えるという，事実認識の不確かさや状況をあまり重視し

い」と心配に思い，状況を確かめようとしている”という側

ていないようにも見える態度から，認知機能の低下が推測

面を読み取ることができる。

される。その程度は，語りの文章構成や語彙，手段的日常生
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活動作に支障が生じていることから，軽度～中等度と考え

を取り外して接するようにしている。このように，弱まっ

られる。筆者は，認知機能障害が推測されるときには，入院

た「状況を認識する力」を補い，今ある力を発揮するための

前の認知機能や生活機能をアセスメントするために，家人

工夫を日常の様々な看護場面に取り入れて，安心を感じら

へ「もの忘れのような，気になる様子はありませんか？」等

れる生活を A さんが取り戻せるようにかかわることが必要

と尋ねて情報を集めるようにしている。このとき，A さん

である。

と家人の関係に注目し，A さんと接する機会の多寡や，A さ
んへの思いを考慮しつつ，情報の解釈を進めていく。この

最後に

ことは A さんの回復や退院後の生活の再構築に向けて，家

“せん妄”と呼ばれる状況にある高齢者には，本人がも

族からどのような協力が得られるかにも関わる。さらに，

つ力を発揮して，安心やその人なりの安定を取り戻す過程

介護・福祉職等 A さんをよく知る支援者がいる場合は，で

を進めるようにかかわる看護が求められるのだと思う。こ

きる限り情報を得るようにしている。

の考え方は特別なものではない。また，A さんのような状

視聴覚機能については，視聴覚機能の加齢性変化を考慮

況にある高齢者へ提供される看護行為は，一見すると大差

しなければならない。その他，脳血管疾患や眼疾患等によ

がないように見えるかもしれない。恐らく，脳機能不全を

る視覚機能の障害を抱える場合もある。筆者は，
“せん妄”

引き起こす要因の検索と治療・処置，身体観察，身体的苦痛

の状況にある高齢者へかかわるとき，表情を認識する力へ

の緩和，覚醒度や創部の回復に応じた日常生活援助，運動

特に注目するようにしている。表情の認識には認知機能も

機能の回復を図る訓練等が行われるだろう。しかし，
“状況

関与するが，高齢者には視力低下や視野狭窄のために認識

が分からなくなってしまった人”ではなく，
“今はもってい

できる範囲が限られる人や微笑み程度の変化では表情を識

る力を発揮できない状況・時期にある”という見方をもっ

別できない人がいるからである。そのような人へ“自分は

て高齢者へかかわると読み取れる“声”が異なる。すると，

敵ではない。安心して欲しい”というメッセージを送るた

行為に含むことができる意図が変わり，高齢者にとっての

めには，かなり大きく口を開けて口角を上げ，目尻を下げ，

意味も変わるのではないだろうか。やはり，高齢者本人の

笑顔とはっきり分かる表情で接することが必要となる。80

声を分かった気にならず，
“伝えたくてもうまく伝えられな

歳の A さんの場合も，視聴覚機能に何らかの変化を抱えて

い思いや望みは，まだ，他にもあるのではないか？”と謙虚

いる可能性を考えて，かかわりながら確かめるようにする。

に考え，かかわり続けることから，高齢者の看護はいつも

上記のように「状況を認識する力」を知ろうとかかわっ

始まるのだと思う。

ていくと，高齢者が力を発揮するために必要な援助の手が
かりも見つかる。例えば視聴覚機能でいうと“家では新聞
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かかわってこそ分かるものである。また，筆者は高齢者と
接する時，自分との間にある物や距離に注意を払うように
している。例えば，高齢者のベッドには，転落防止等のため
頭元にベッド柵が設置されていることがあるが，
「状況を認
識する力」が弱まっている人が，金属の柵越しに見える人
の顔や覗き込む人の姿に安心を感じるだろうか。もし自分
と高齢者の間にベッド柵があるならば，
“敵ではない人”と
して認識してもらえるように，筆者は可能な限りベッド柵
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