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ICUは、重症患者が入室するという特異性から比較的最先端の
装備がある。 

↓ 
高度な設備やケア度により、音のレベル(騒音)もあがる。 

ICU患者の中途覚

醒は、睡眠が浅い
からであると示され

ている3)。 

騒音に関して、睡眠
や構造上の改善と
の関連が示されて

いる1)。 

ICU患者の睡眠の質

は、環境（特に音）と
の関連が示されてい

る2)。 

先行研究で… 

背景 

1) Freedman N, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2001. 
2) Gabor JY, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2003. 
3)  Wallace C, et. Am J Crit Care. 1999. 



目的 

1. 夜間に耳栓を使うことは、ICUにおけるせん妄や混
乱の発生を減少するのか 
 

2. 夜間の耳栓を使うと、ICU患者の睡眠の質を改善す
るのか 

 

 



環境 
 
 ベルギーにある全625症の大学病院で行われた。 
 集中治療部としては45床(その中で、循環器・外科・内科など7-15床ずつの
部署に分かれている)。 

 それぞれのICUには、オープンベッドと個室があり、どの部屋にも時計があり、
TVかラジオを聴け、スタッフと視覚・聴覚的にコミュニケーションを取れるよう
になっている。 

 全部屋の75%以上は、窓がある。 
 

 
対象者 
 
 年齢は18歳以上で、以下を満たすもの 
  24時間以上滞在する予定の者、ドイツ語か英語が話せる、GCS=10点以上 
 除外者 
  入室時に聴覚障害・認知症・せん妄や混乱がある人、鎮静されている人 
 

 
 

 
 
 

対象と設定 



対象者選別のフローチャート 



 群への割り当て   
• 耳栓使用群とコントロール群が1:1になるようにした。 
• 患者の割り当ては、データ収集等に関係しない独立した看護師により、 
  コンピュータープログラムで行った。 

 
 盲検化 

• データ収集、患者の割り当て、熟眠感の聴取、せん妄評価をそれぞれ独立 
  して行った。 
 

 観察期間 
• 最大5日（先行研究より早期せん妄が発症する期間として） 
• 「せん妄」と判定された患者は、その後の観察期間および分析から除外。 

 
 プロトコール 

• 毎晩、22時に看護師が受け持ち患者の部屋にある容器に耳栓があったら 
  （=耳栓使用群)、耳栓を装着し、翌朝6時に外した。 
• コントロール群の病室にも、空の容器を置いておいた。 
• せん妄の評価は、各勤務帯で1回ずつ(3回/日)行った。 
• 機械音などは、33dB以下にした。 

方法 



評価方法 
NEECHAM Confusion Scale 

Subscale I : Level of responsiveness-information processing 
   • attention and alertness (0 – 4 points) 
   • verbal and motor response (0 – 5 points) 
   • memory and orientation (0 – 5 points) 

Subscale II : Level of behaviour 
   • general behaviour and posture (0 – 2 points) 
   • sensory motor performance (0 – 4 points) 
   • verbal responses (0 – 4 points) 

Subscale III : Vital functions 
   • vital signs (0 – 2 points) 
   • oxygen saturation level (0 – 2 points) 
   • urinary continence (0 – 2 points) 

Sleep perception (questionnaire) 

1. Did you sleep well ? 

2. Did you sleep better than expected ? 

3. Did you sleep better than at home ? 

4. Were you awake for a long time before falling asleep ? 

5. Do you feel sufficiently rested ? (質問4の該当者のみ） 

30-27 : normal 
26-25 : at risk 
24-20 : early to mild confusion 
19-0   : moderate to severe  
              confusion 

4<合計点 : good sleep 
2<合計点<4 : moderate sleep 
合計点<2 : bad sleep 



      Study  

group 

N=69 

Control 

group 

N=67 

P-value 

Patient age years, mean(range) 57(19-81) 62(18-84) 0.57 

characteristics gender male 68.1% 64.2% 0.72 

  education university 

college 

high school 

other 

7.2% 

40.6% 

42.0% 

10.1% 

11.9% 

19.4% 

55.2% 

13.4% 

0.07 

  smoking daily smoking 20.3% 23.9% 0.68 

    number of cigarettes per day 

when smoking 

17.4 11.8 0.14 

  alcohol regular use 46.4% 40.3% 0.49 

    number of units/week when 

regularly use 

6.7 5.8 0.65 

  living single at home yes 18.8% 28.4%   

  professionally active yes 46.4% 31.3% 0.01 

  kids yes 73.9% 73.1% 0.92 

Chronic pathology ≥ 1 Comorbidity yes 68.1% 75.8% 0.32 

Acute illness TISS 28 mean(range) 24.5(9-40) 24.5(11-43) 0.74 

  SOFA score first 24 hrs mean(range) 7.2(1-14) 7.0(2-15) 0.65 

  SAPS 3 score mean(range) 42.5(0-78) 42.1(0-78) 0.89 

  admission surgery 

internal medicine 

69.6% 

30.4% 

79.1% 

20.9% 

0.20 

    emergency surgery versus 

scheduled research 

21.6% 29.7% 0.30 

  first time intensive care yes 65.2% 44.8% 0.02 

  Maximal RIFLE No acute kidney injury 3.1% 9.5% 0.22 

        

  score during study risk 

injury 

failure 

9.2% 

20.0% 

67.7% 

3.2% 

15.9% 

71.4% 

  

  SLEDD necessity Number of patients 4 5 0.52 

  length in study mean hours of observation 

per patient(SD) 

42.8(25.7) 32.6(25.7) 0.02 

Environment intensive care unit study unit 1 21.7% 17.9% 0.57 

            

          

    study unit 2 

study unit 3 

study unit 4 

21.7% 

29.0% 

27.5% 

26.9% 

20.9% 

34.3% 

  

  visible clock yes 95.7% 89.6% 0.17 

  visible daylight yes 60.9% 67.2% 0.45 

  isolation yes 2.9% 6.0% 0.38 

  no visit yes 0.0% 4.5% 0.12 

  room open 

separated by walls, open end 

closed box 

39.1% 

18.8% 

42.0% 

56.7% 

11.9% 

31.3% 

0.12 

Table 1.背景データおよびせん妄のリスクファクター 

初めてICUに入っ

た人は、耳栓群で
有意に多かった。 

観察時間は、耳
栓群の方が多
かった。 

↓ 

せん妄になると翌
日の観察対象か
ら外れるため、 

2群間で実験環境
に差はなかった 

2群間の重症度に
差はなかった。 



Figure 2.    5日間で最も悪いNEECHAMスコアでみた両群間の比較 

NEECHAMスケール中央値(IQR） 
   耳栓使用群 26(5-29) 
   コントロール 24(8-29) 
              (p=0.04) 

正常な患者は、耳栓群で
多く認められた(p=0.006)。 

Mild confusion＋Delirium 
耳栓使用群 35％ 
         vs. 
コントロール群 60% 

せん妄発生率に差は
ない。 



Figure 3. 24時間における耳栓と混乱状態の発生に関する生存分析 

回帰分析では… 

耳栓使用が、せん妄や
混乱になるリスクを53％
まで低下させると示した。 

(HR 0.47, CI 0.27-0.82) 

リスク因子や性格などで調整すると 
 
・年齢：3%増加 
              (HR 0.47, 95%CI 1.01-1.05) 
・SOFAスコア：9%増加  
                          (HR 1.09, 95%CI 1.01-1.17) 
・喫煙者：87%増加 
                  (HR 1.97, 95%CI 1.10-3.51) 

＊耳栓の使用で、混乱状態の発生を送らせることができる。 
  →先行研究で、予後不良なのはせん妄が悪化した場合なので、せん妄の発生を遅ら   
   せることが出来る耳栓の使用は推奨出来る。 
 



Figure 4.   2群間における熟眠感に関する比較    

一晩目は、耳栓使用群で有意に「良く寝れた」(p=0.042)。 

耳栓使用群では、約半数は「良く寝れた」と答えたのに対し
て、コントロール群では1/4程度。さらに、コントロール群で
は約半数が「眠れなかった」と回答。 

三晩目では、耳栓使用群 
でも「寝れなかった」人が 
大多数に。 

＊退室や、ドロップアウトにより、 
    日を追う毎にnが減っている。 

先行研究4)で、「良い睡眠
はせん妄を防ぐ上で有
益」と示されている為、耳
栓によって良い睡眠が得
られれば、せん妄を予防
する可能性がある。 

主観的データのみな
ので、客観的データ
が必要？ 

4) Mistraletti G, et al. Minerva Anestesiol. 2008. 



結論 

 ICUにおける夜間の耳栓使用により、NEECHAMスケール混乱・

錯乱スケールで混乱・せん妄と判断される患者の数は、明ら
かに低くなることが示された。 
 

耳栓の使用により、「良く眠れた」と感じる患者が多かった。 
 

耳栓は、混乱やせん妄の発症において有効な道具となりうる
かもしれない。 

 
特に入室後48時間以内の患者に効果的である。 

 



 「軽度の混乱状態」では、耳栓使用の有無で差も大きかったが、
「せん妄」の有無だけではほとんど差がないため、有効だと言い
切れるのか。 

 

 同意を取る時点で、患者本人に研究の趣旨が分かってしまい、
かつ入室後、自分に耳栓が装着されるのか否かが分かってしま
うため、それが影響する可能性も否めない。 

 
 

問題点 


