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【資料】

病棟内デイルームの活用と音環境の実態調査
The use of the day room in the ward and fact-finding of the sound environment

菊地 由美 1）
Yumi KIKUCHI 1）
キーワード：療養環境

音環境

デイルーム
条件以外に、施設の環境条件も選択理由となるが、多

Ⅰ．緒言

くの病院では、医療技術の進歩に伴う治療のための機

近年、患者の病院に対する期待は確実に変化してお

能の充実が優先されている現状がある 4）。療養環境の

り、地方と都市部、特定機能病院と療養型の病院で

中でも、デイルーム等の共用空間が充実していると入

は目的も期待されるものも異なる。特定機能病院は、

院患者の離室率が高くなる 2）－4） という研究結果が示

2017 年 4 月現在、全国で 85 施設がその承認を受けて

すように、療養環境が患者の回復過程に影響を与える

1）

おり 、一般の病院などから紹介された高度先端医療

可能性があるといえる。病院における療養環境や生活

を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣

環境の評価に関する研究は、物理的な空間全体を対象

の承認を受け、より専門的で高度な医療が求められて

とし、問題点や環境改善への提言などが述べられて

いる。一方で、診断群分類包括請求によって在院日数

いるものが多い 4）－7）。
その物理的環境の中でも
「音」は、

は短縮化の傾向が見られており、年齢階級においても

聞こえてくる音に対して制御することが困難であり必

2）

年次推移で見ると全体的に短くなる傾向にある 。日

然的な要素であることが多く、われわれは日々それら

本では、65 歳以上の高齢者人口が 25％を占める中で

の音を聞きながら生活している。F. ナイチンゲール

3）

（平成 25 年 9 月推計） 、複数の疾患を抱える高齢者

は「不要な物音や、心のなかに何か予感や期待など

が大学病院で積極的な治療や外科的手術を受けること

をかき立てるような物音は、患者に害を与える音で

はいまや一般的であることから、慢性的な疾患を抱え

ある」と述べている８）。音に対する快・不快の感じ方

ながら自宅での生活を支える在宅医療とともに、特定

は個人によるところが大きいが、騒音は人体へさまざ

機能病院における医療ニーズも高いといえる。しか

まな影響を及ぼすとされている。看護の分野において

し、そういった積極的治療による身体的ダメージの回

「音環境」に注目した先行研究を見ると、療養環境に

復は、年齢に比例して時間を要すことが在院日数から

おける不快音の物理的測定、発生する音に対する心理

も明らかであり、それが元の生活への移行を妨げる要

的側面についての調査や減音対策に関するものが主流

因になっている。したがって、入院生活において、い

である。また、服部ら 9）,10） が行った ICU の音環境に

かに早期回復を目指せるかは重要であり、看護として

関する研究では、サウンドスケープ・デザインを用い

療養環境を整える意義は大きいと考える。

て ICU 内で発生する音の特徴が明らかにされ、音環

患者が病院を選択するとき、病院の医療の質、立地

1）
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療養環境に関して、問題点の抽出や改善点への提言は

きるのではないかと考えた。本研究は、このデザイン

なされているが、サウンドスケープ・デザインを用い

を用いて、多角的分析から療養環境を考えていくこと

たものや音環境について多角的に分析し、望ましい音

が狙いであるが、まずは現状を明らかにするために、

環境の提言についての研究報告はほとんど見受けられ

第一段階として、音の表層的な部分について、身体的

なかった。

記録（質的）と器械的記録（量的）の手法を用いて調

サウンドスケープ・デザインは、1960 年代、カナ

査・分析を行った。

ダの作曲家 R.Murray Schafer が提唱した「サウンド
スケープ（音風景）」という概念が基になっており 7）、

Ⅱ．研究目的

日本においては 1990 年代、公共空間で導入され始め 11）、
音の環境を自然科学・社会科学・人文科学のあらゆる

本研究の目的は、療養環境の中で公共性が高く、食

側面にわたって総合的に見据える概念として、環境学、

事や面会など多目的に利用される場であるデイルーム

文化人類学、音響学、騒音行政、環境デザインなどの

に焦点を当て、デイルームの活用の実態とデイルーム

分野において、音に関する問題を取り扱う際の新しい

の音環境の現状を明らかにすることである。

切り口であるといわれている

12）

。その考え方は、音

の聴取という体感的な行為を通じて環境を捉え直し、

Ⅲ．用語の操作的定義

環境世界を具体的に改良するための実践的活動であ
る。手法としては、音を質的（身体的記録、ヒアリン

本研究で対象とするデイルームとは、特定機能病院

グ調査）
、量的（器械的記録、アンケート調査）に捉

の入院病棟に存在する共有スペースで、患者や家族、

える視点と、音を表層的（身体的記録、器械的記録）、

面会者が許可された範囲で、多目的で自由に活用でき

深層的（ヒアリング調査、アンケート調査）に捉えると

る場（空間）として捉える。特に入院患者にとっては、

いったさまざまな切り口から観察するものである

13）

。

入院生活における生活空間の一部である。

音環境を構成するあらゆる音源に気配りし、音の背
景や音を聞く人々の心理領域をも対象とする「音環境

Ⅳ．研究方法

全体の総合的・本質的なバランス回復を図る」という
シェーファーの考え方 13）に基づいている。したがって、

1．研究デザイン

看護の分野においても、物理的側面からの環境調整の

本研究では、フィールド調査によって、サウンドス

ための音の削除や低減といった視点だけではなく、そ

ケープ・デザインの手法である「身体的記録」として、

の場所に存在する音の意義やその場所に存在する人々

調査者による聴覚、視覚的調査・記録、および「器械

にとっての意味などを含めて考える手法として活用で

的記録」として、精密騒音計による音圧測定を行った。

表1．デイルームの特徴
デイルーム

診療科

病床数（床）

床面積（㎥）

A

外科系

42+54

69

B

内科系

44

43

C

外科系

58

63

D

内科系

43

43

E

内科系

32

31

＊A は 2 病棟でデイルームを共有
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の変動を概観し、各調査時間内の最大 / 最小音圧レベ

特定機能病院の承認を受けている大学病院の病棟内

ル（LAFmax，LAFmin）、平均等を算出した。測定デー

デイルームを対象とし 5 ヵ所のデイルームで調査を実

タの分析は、精密騒音計専用の分析ソフトを用いた。

施した（表 1）
。対象病院の一般病棟（特殊な診療科

収集した音の種別に関する記述データについては、

を除外）のすべての病棟（9 ヵ所）から承諾が得られ

音種リストを作成し、各調査場所および時間帯ごとに

たが、構造上、病棟内に存在しているデイルームを優

データを集約し特徴を明らかにした。

先し、
調査期間内に調査が可能となった外科系 2 つと、
内科系 3 つの病棟を選択した。

また、音響情報の「不快」と感じる音については、
その音種や器械的記録の音圧データの音圧レベルが
70㏈以上を示すものと連動させ分析した。

3．データ収集期間
2016 年 3 月～ 8 月

デイルーム利用状況（人数、利用目的等）に関して
は、各調査場所および時間帯毎に集計し、特徴を明ら
かにした。

4．データ収集方法
データ収集は、平日の日勤帯の時間とし、デイルー
ムの主たる活用性を加味し 3 つの時間帯を設定した。

6．倫理的配慮
調査場所となったデイルームには、調査 1 週間前よ

①主に寛ぎの時間として読書や入退院待ちや手術の家

り研究概要、倫理的配慮について記載したポスターを

族待合等に活用される面会時間外の時間帯である 10

掲示し、調査の事前告知を行った。データ収集にあ

～ 11 時、②主に食事の場としての活用される昼食時

たっては、デイルームに機材を設置し調査者が滞在す

間帯である 12 ～ 13 時、③主に談話や面会などに活用

るため、個人の会話や画像の録音や記録は一切されな

される面会時間帯である 14 ～ 15 時とし、各１時間ず

いことを記載した看板を設置し、利用者のデイルーム

つ持続的な調査を実施した。調査日程は、同日に長期

利用に影響しないよう調査時間の設定に配慮し、利用

間機材を設置し調査者が滞在することによるデイルー

者の安全・安楽を妨げないよう、機材の設置場所、調

ムの利用者に負担を与えることを回避するために、デ

査員の滞在場所には注意を払った。また、調査にあた

イルーム 1 ヵ所についての調査は、1 日 1 つの時間帯（1

り、デイルーム利用者（患者、家族、面会者等）より

時間）のみとした。

拒否の申し入れがあった場合は、直ちに調査を中止す

調査内容は、①器械的記録に関しては、精密騒音計

ることを前提に行った。東邦大学看護学部（承認番号：

をデイルーム中央付近に設置し、各設定時間において、

27010）および東邦大学医療センター大森病院（審査

デイルーム内の等価騒音レベル（LAeq）を 1 分ごと

番号：27-151）の倫理審査委員会の承認を得て実施し

に 60 分間連続測定を行った。②身体的記録に関して

た。

は、聴覚による観察として、測定時間内に聞こえてく
る音のすべてを時間とともに記録した。また、視覚に
よる観察として、デイルーム利用者の出入り状況（人
数、利用目的、滞在時間等）
、音が発生したときに観

Ⅴ．結果
1．調査対象デイルームの特徴

察できた内容（音の種別、音響情報）を記録した。音

5 ヵ所のデイルームで調査を実施した（表 1）。外科

響情報は、観察中に感じた「快 / 不快」の印象を記録

系が 2 ヵ所、内科系が 3 ヵ所であり、外科系の 1 ヵ所

した。

は 2 病棟が共有のデイルームとなっていた。病床数は、
32 床から最大 58 床まであり、床面積も 31m2 から最

5．データ分析方法

大 69 m2 までさまざまで、病床数が多いほど床面積が

収集した測定データは、各調査場所および時間帯ご

大きくなっていた。すべてのデイルームに窓があり、

とに、
等価騒音レベル（LAeq）の各時間帯（60 分 / 回）

流し場が設置されていた。共通して置かれていたもの
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（人）
50

10－11 時
38

12－13 時
14－15 時

25

13

0

A

B

C

D

E

平均

図1．病棟別デイルームの各時間帯の利用者数と平均

は、椅子・ソファとテーブル、本棚と本、自動販売機、

準備であった。

無料飲料機、電子レンジやトースターなどの調理器具
であった。ナースコールは 1 ヵ所～複数ヵ所設置され

３．音環境の現状

ていた。

1）精密騒音計による測定データ
等 価 騒 音 レ ベ ル（LAeq）、最 小 値（LAFmin）お

2．デイルーム活用の実態

よ び 最 大 値（LAFmax） は、10 時 台 で は LAeq:51.5-

利用者の延べ人数を A ～ E のデイルームごとに時

55.5 dB、LAFmin34.8-50.4 dB、LAFmax77.1-84.1dB、

間帯別に図に示した（図 1）
。時間帯ごとの利用者延

12 時 台 で は LAeq:52.8-56.2dB、LAFmin42.0-53.0dB、

べ人数を見ると、10 － 11 時は 7 ～ 14 人、12 － 13 時

LAFmax51.5-82.6dB、14 時 台 で は Laeq:56.0-62.3dB、

は 11 ～ 25 人、14 － 15 時は 14 ～ 46 人であった。内

LAFmin36.9-50.6dB、LAFmax77.5-87.3dB であった。

科系・外科系の区分で見てみると、外科系デイルーム

等価騒音レベル、最小値および最大値と利用者数と

（A、
C）の午後の面会時間帯の延べ人数は 33 ～ 46 人、

の関係について、外科系・内科系それぞれ利用者数が

内科系デイルーム（B、D、E）では 14 ～ 19 人と外

最も多かった A、B 病棟 2 ヵ所のデイルームにおける

科系が多い結果であった。

結果を図 2、図 3 に示した。

利用目的に関しては、午前中（10 － 11 時）は、携

外科系（A 病棟）では、利用者数と等価騒音レベ

帯電話の通話、新聞や雑誌を読む、お茶を飲む、退院

ルの値にばらつきが見られているが、内科系（B 病棟）

や手術予定の患者家族の待機等、昼（12 － 13 時）は、

はどの時間帯も変動が見られず同じようなパターンに

食事、
レンジやトースターの使用、午後（14 － 15 時）は、

なっていた。

面会での利用が主であった。どの時間帯も共通する利
用目的は、無料飲料機や自動販売機の利用であった。

2）聴取した音の種別に関する記述データ

看護師の活用としては、患者のバイタルサインの

デイルームで生じる音種については、各デイルーム

チェックや点滴のチェック、入院時説明、食事や飲料

でさまざまであった。デイルームはどの場所も開放的

東邦看護学会誌
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50（人）

38

LAeq
LAFmax

25

45

25

LAFmin
利用人数

14

22.5

13

0

10－11 時

12－13 時

14－15 時

0

図2．外科系
（A）
デイルーム 各時間帯の等価騒音レベルおよび最小値 / 最大値と利用者数

（㏈）90

50（人）

67.5

38

LAeq
LAFmax

45

25

LAFmin
利用人数

22.5

0

19

14

12

10－11 時

12－13 時

14－15 時

13

0

図3．内科系
（B）
デイルーム 各時間帯の等価騒音レベルおよび最小値 / 最大値と利用者数

表2．デイルームで聴取した音種と音響情報「不快」
音の発生場所 / 音圧

70dB 以上

70dB 以下

デイルーム内

自動販売機・無料飲料機のモーター音

椅子を引く音、自動販売機補充音、会話音

（43-53dB）
、会話や飲食にまつわる音、足音
デイルーム外

医療従事者・患者の声、ナースコール、サイ

看護師ワゴン音、食札を扱う金属音、配膳車音

ン音（アラーム・タイマー）、業者運搬音、
棚の開閉音、ドアの開閉音（非常口、処置室等）
屋外
＊「不快」と感じたものは太字

緊急車両サイレン音、セミの声、強風･雨音

なし
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な空間となっているため、デイルーム内で生じる音の

やデイルームの床面積にも差があるため、診療科の特

みならず、デイルーム外で生じる音や屋外の音も存在

徴とは一概にはいえない。
デイルームは、患者にとって自分の病室とベッド周

していた（表 2）
。
デイルーム内で生じる音種は、自動販売機や飲料用

り以外の場所として、自分の意思で選択して利用する

機械のモーター音がベースとして存在（43 － 53㏈）

ことのできる生活空間である。個室でない限りパーソ

しており、その音に加えて会話や飲食にまつわる音、

ナルスペースには限りがあるため、病状回復とともに

足音、椅子を引く音、自動販売機補充音等が生じてい

生活範囲を拡大したいという欲求は誰しも持つもので

た。デイルーム外で音が生じてデイルーム内で聴取で

はないかと考える。利用目的に関しては、比較的利用

きる音種は、医療者・患者の声、ナースコール、アラー

者の多い外科系であっても、面会以外の利用での 1 人

ム音やタイマー音、ワゴン音（看護師、業者等）、配

当たりの滞在時間はお茶を汲みに来る利用者が占める

膳車運搬音、食札を扱う金属音、棚の開閉音ドアの開

割合が多いため短時間利用が多かった。デイルーム自

閉音（非常口、処置室）等であった。屋外で音が生じ

体の環境もオープンスペースであるため、プライバ

てデイルーム内で聴取できる音種は、緊急車両サイレ

シーは守られず、寛ぎを与える設えとはいえない。特

ン音、セミの声、強風 ･ 雨音であった。また、どのデ

定機能病院におけるデイルームが、どのような目的で

イルームにも共通して存在した音は、デイルーム内の

設えられているのかはわからないが、治療が優先され、

椅子を引く音、
自動販売機や飲料用機械のモーター音、

在院日数短縮化の現状においては重要視される空間

会話音であった。

ではないのであろう。しかし、デイルーム等の共用空間

70㏈以上と測定された音は、椅子を引く音、自動販

が充実していると、入院患者の離室率が高くなる 2）－4）

売機補充音、廊下から生じるワゴン音、配膳車や食札

ということからも、療養環境が患者の回復過程に影響

を扱う金属音などがあった。全体的な傾向として、医

を与える可能性は高いため、利用者がこの空間利用に

療関係者による音種が多い傾向があり、デイルームの

際して満足しているのか、利用者のニーズと合わせて

配置場所によってデイルーム外からの音の種類や量に

考えていくことは必要であろうと考える。

違いがあった。

入院中の患者の生活行動範囲は、ベッド周りに限定

日常生活でも存在するような音種については、電子

され、与えられた狭い場所で多様な生活欲求を満たす

レンジやトースターの音、お茶を汲む音や水道の流水

ことを余儀なくされる 14）。入院前は、自分の住まい

音、食器の音やジュースの缶を開ける音、ペットボト

の中で生活行為や行動の欲求を満たす空間や場所を自

ルを捨てる音など飲食にまつわる音が存在した。また

由に使い分けながら生活している。寝室は休息の場で

季節や天候によっては、強風の音やセミの鳴き声、子

ありプライベートな空間、居間は食事や家族との会話

どもの声や車の音なども存在した。

の場など、娯楽的行為や社交的行為を満たす空間とも
いえる。本調査の結果からは、食事の時間帯に食事を

Ⅵ．考察
1．デイルーム利用の実態
時間帯によって利用者人数および利用目的が異な
り、それに伴い生じる音種にも違いがあり、時間帯に

目的にデイルームを利用している利用者は少なかった
が、デイルームで食事をするということは、そういっ
た目的を果たすことにつながり、入院によって制限さ
れている生活に潤いを与え、活力を与える機会ともな
り得ると考える。

よる特徴があることが明らかとなった。また、外科系・

そういった意味でも、病気の回復過程に応じて、退

内科系で利用者数に違いがあった。外科は患者自身の

院に向けた生活調整を可能にする空間として環境調整

利用も多いが、面会者数が多い印象を受け、内科は病

したい空間である。

状等で安静制限があり、利用できる患者が限られてい
るといった特徴の影響が考えられた。しかし、病床数
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しにくく気づきにくいものである 15）といわれている。

利用者数と等価騒音レベルの大きさは比例している

今回の調査結果にもあるように、患者が入院して耳

とはいえず、等価騒音レベルの大きさは利用者が少な

にする音の多くは、日常生活では感じることのない音

くても高値を示すことが明らかとなった。それは、利

が多数あり、入院当初の患者は入院や病気そのものに

用者の滞在時間の長短や利用目的なども影響してい

対する不安や苦痛に加え、音の刺激からも不安や緊張

る。特に外科系の昼の時間帯において、利用者数の割

を高めている可能性がある。しかし、違和感を覚えな

に等価騒音レベルが下がっている結果があるが、それ

がらも、音への慣れの機能が働き、時間の経過ととも

はお茶くみなどの短時間利用者が多かったことが影響

にその人なりの適応をしていくのだろうと考える。医

している。滞在時間は 1 分以内で椅子に座ることな

療者は、その生じる音の大きさには気を遣い低減に努

く、目的達成のためだけの利用となっていた。また、

めている 16）,17）といった報告は多数見受けられるが、音

瞬間的に 70㏈以上を示す音が複数観察された。調査

の大きさと「不快」と感じる感覚は必ずしも一致する

者が音響情報として「不快」と感じる音を記録した結

とは限らないという結果から、量的な問題に対する対

果と等価騒音レベルと合わせてみると、必ずしも「不

策だけでは限界があると考える。在院日数の短縮化を

快」と感じた音が 70㏈を超えてはおらず、逆に 70㏈

目指す病院であるからこそ、デイルームが個々の患者

以下でも不快と感じる音が存在した。デイルームを利

の日常生活を保つ一助となる場、または退院に向けて

用する目的や個々の状況によって、個々に不快を感じ

の生活を取り戻すための場として活用されるよう、利

る音圧・音種は異なる可能性があるため、本調査から

用者が「不快」と感じる音を把握し低減するとともに、

は利用者の不快感情との関連については何ともいえな

生活空間に相応しい音環境の提供が望まれる。慣れや

いが、今後のさらなる調査の必要性が示唆された。

個別性を持つ感覚という特徴を踏まえ、音環境の量的

音種としては、医療関係者によるものが多い傾向が
あり、デイルームの場所によってデイルーム外からの

な部分に加え、患者が捉える質的な部分を把握し、介
入していくことが重要であると考える。

音の影響に差があった。病院に特有ではなく日常生活
にまつわる音の存在について見てみると、飲食にまつ
わる音がさまざま存在していた。また季節や天候に

Ⅶ．本研究の限界と今後の課題

よっては、自然音も聞かれたが、視覚との連動がない

今回の調査において、デイルームの利用実態および

ため、その音が本来の自然音のイメージとして聞こえ

音環境の現状については、観察から得たデータからの

るかについてはさまざまであろう。多目的空間である

表層的な把握が限界である。今後は、サウンドスケー

デイルームは、
日常生活寄りの空間であると考えるが、

プ・デザインの手法のヒアリングやアンケート調査か

音環境としては、医療にまつわる音の暴露をかなり受

ら、利用の現状に対する認識や要望など、利用者ニー

けており、くつろげる空間とは言い難い現状が明らか

ズを把握し、具体的な生活欲求の充足のために深層的

となった。

な側面への理解が必要である。また、本研究は、5 ヵ

われわれが日常生活において聞き馴染んだ音は、普

所という限定されたデイルームでのデータであるた

段あまり意識されることはなく聞き流されていること

め、病棟の特徴もさまざまであり、測定した時間帯に

が多いが、あたり前に存在する音が急に聞こえなく

示されたデータが少ないため、その病棟の標準的なも

なったとき、音が変化したときなど、何らか音環境に

のであるとはいえず、一般化には限界がある。

変化が起きたときには、人は敏感に反応し、気がつく
ものである。音環境に変化が生じたときは、感覚的に
不安や違和感、さらに居心地の悪さなどの緊張を感じ

Ⅷ．結論

ることになる。これは個別の持っている感覚で、それ

時間帯によって利用者人数および利用用途が異な

ぞれの環境の中で育まれた感覚であり、他者には理解

り、それに伴い生じる音種にも違いがあり、時間帯に
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よる特徴があることが示唆された。また、瞬間的に
70㏈以上を示す音が多く観察されたが、個々に不快と
感じる音圧・音種は異なる可能性が示唆された。

16）斎藤有香里，黒川麻美，高橋直美：NICU 内の音環境に対する
意識向上への取り組み．成田赤十字病院誌，16，64-68，2014.
17）小谷陽子，田中麻理：急性期病棟における音環境に対する意識
変化 アンケート調査を通して．日本看護学会論文集：看護総合
41，21-23，2011.
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