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【研究報告】

脳神経外科・内科病棟における夜間騒音に関する一検討
Nighttime noise levels in the neurosurgery and internal wards

阿部 香織 1）, 木村 美代 1）, 櫻井 敬也 1）, 久保 若菜 1）, 原 智津子 1）
Kaori ABE1）, Miyo KIMURA1）, Takaya SAKURAI1）, Wakana KUBO1）, Chizuko HARA1）

要

旨

【目的】脳神経外科・内科病棟における夜間に発生する音の大きさを明らかにすることである。
【方法】夜間の環境音は 22 時～翌朝 6 時に騒音計を病棟内の看護室前の廊下、
看護室から遠い廊下の 2 ヵ所に設置し、
各箇所 1 週間ずつ測定した。また、騒音源と考えられる項目は先行文献を参考に研究者らで協議して、27 項目を決
定し、音の大きさ（dB）を測定した。
【結果】夜間の環境音の平均値± SD は、看護室前の廊下 40.2 ± 1.63 dB、看護室から遠い廊下 37.4 ± 0.57 dB で、
「看
護室前の廊下」のほうが高かった。騒音源と考えられる項目の音の大きさは、すべてが WHO 環境騒音ガイドライ
ンの示す基準値 40 dB を上回った。
【考察】看護室前の廊下では、9 項目が最大で 70 dB 以上を示した。これは、看護室前の廊下はトイレや汚物室など
が近く、騒音源と考えられる項目が多く集まっていることが関与していると考えられた。看護師の動作で生じる騒
音は、看護師の配慮によって音の発生頻度や大きさが変化することが明らかとなっており、音を出さないようにす
る意識付けが重要であると考えられた。
キーワード：脳神経外科

脳神経内科

夜間騒音

等価騒音レベル

Ⅰ．はじめに

レベルは測定していないが、病棟の音環境が患者に直
接的なストレスを与えていることは明らかである。A

脳神経外科・内科病棟は、脳卒中や神経難病により

病院の 2015 年度患者満足度調査においても「病棟お

意識障害や運動障害を有する患者が多く入院してい

よび病室内の静かさ」の満足度が低く、重点改善必要

る。2015 年度重症度、医療・看護必要度の B 項目（患

項目として挙げられている。

者の状況等）の基準を満たす患者が約 7 割と高い傾向

夜間の騒音について、WHO 環境騒音ガイドライン 1）

にあり、体位変換やトイレ介助など生活動作の介助が

では「夜間の発生音の最大騒音レベルは室内で 40 dB

昼夜問わず行われている。そのため、消灯後も騒音の

（A）以下にとどめるべきである」と述べられており、

発生する機会が多く、実際に患者から「夜間の音がう

（A）とは、A 特性レベルで測定された音圧レベルを

るさい」という意見がたびたび寄せられている。騒音

指す。米山ら 2） は、脳神経外科・救急病棟で夜間の

1）
1）

東邦大学医療センター大森病院
Toho University Omori Medical Center
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図 1．病棟の構造と測定機器の設置場所

騒音源の測定を行った結果、すべての項目において夜
間の発生音の最大騒音レベルが 40 dB を大きく上回っ
たと報告している。
また、さまざまな音が発生している ICU の環境は、
健常人でも睡眠障害を生じさせることがあり、ICU

Ⅱ．研究目的
脳神経外科・内科病棟における夜間に発生する音の
大きさを明らかにすることで、今後の夜間の療養環境
の整備について検討することである。

に入室する重症患者において、睡眠障害とせん妄は関
連しているのではないかと推測されている 3）。Patel ら
4）

は、ICU において「音」「光」「ケア」を改善するバ

ンドルの導入前後で、せん妄発生率や発症期間を比較
している。その結果、患者の熟眠感や睡眠の質は改善

Ⅲ．研究方法
1．夜間の環境音の測定
測定場所は、脳神経外科・内科病棟内の看護室前の

し、せん妄発生率の低下、せん妄期間の短縮を認めて

廊下と看護室から遠い廊下の 2 ヵ所とした（図 1）。

いる。

1）看護室前の廊下

病棟の音環境に関する先行研究はあるが、看護師や

2016 年 12 月 1 日～ 7 日の 1 週間、22 時～翌 6 時に

患者が不快に感じるといった「主観」に焦点を当てた

普通騒音計 NL-42（RION 社）を床上 1.2m に設置し（環

ものが多く見られる。また、一般混合病棟や救急病棟、

境省・騒音に係る環境基準の評価マニュアルを参考に

ICU で発生する音の調査であり、脳神経外科・内科

した）、測定間隔は 5 分ごとに設定した。

病棟で発生する音を測定した研究はない。そのため、

2）看護室から遠い廊下

今回、脳神経外科・内科病棟の騒音レベルや騒音源と

2016 年 11 月 23 日～ 29 日の 1 週間、22 時～翌 6 時

考えられる項目の音の大きさを明らかにすることで、

に普通騒音計 NL-42（RION 社）を床上 1.2m に設置

今後の療養環境の整備・改善に役立てることができる

し（環境省・騒音に係る環境基準の評価マニュアルを

のではないかと考えた。

参考にした）、測定間隔は 5 分ごとに設定した。
2．騒音源と考えられる項目の音の大きさの測定
研究者らが騒音源と考えられる項目を協議して、27

東邦看護学会誌

表1． 夜間の環境音の測定結果
看護室前の廊下

第 16 巻 2 号

単位 （dB）

等価騒音レベル

最大騒音レベル

等価騒音レベル

最大騒音レベル

1

40.9

61.4

38.1

53.8

2

41.4

61.5

37.7

53.0

3

36.9

53.0

38.3

55.3

4

41.7

62.2

37.2

54.7

5

40.9

61.4

37.4

51.9

6

40.5

61.4

36.8

52.2

7

39.5

59.9

36.9

53.6

平均値（標準偏差）

40.2±1.6

60.1±3.2

37.4±0.6

53.5±1.2

査された音を参考に、脳神経外科・内科病棟で生活動
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看護室から遠い廊下

測定日数（日目）

項目を決定し、測定した。この項目は、他の文献で調

2019

「最大騒音レベル」とは測定時間内の最大音のこと
とした。

作の介助時に発生する音と、汚物の洗浄作業などで発
生する音の中から決定した。

Ⅳ．倫理的配慮

測定機器は普通騒音計 NL-42（RION 社）を使用し
た。研究者が測定機器を手に持ち、夜間、測定項目の

本研究は、東邦大学医療センター大森病院倫理委員

前で待機し測定した。測定間隔は 0.1 秒、ベッドパン

会の承認を受けて実施した（審査番号：M16186）。病

ウォッシャー、食器洗浄機は 1 秒ごととした。総測定

棟の掲示板に騒音調査を実施するお知らせを掲示し、

時間は項目によって 3 ～ 15 秒に設定し、吸引は 2 分、

患者へ周知した。測定機器は患者の転倒の原因となら

体位変換は 3 分、ベッドパンウォッシャー、食器洗浄

ない安全な場所に設置した。

機は稼働時間に設定した。測定回数は各項目 5 回とし、

騒音源と考えられる項目の音の大きさの測定のう

等価騒音レベルと最大騒音レベルの平均値、標準偏差

ち、病室で実験的に発生させる音の測定は、患者への

を算出した。移動時に発生する音（スタッフの足音、

影響を考慮し、夜間の病棟に近い環境である診療時間

ワゴン・点滴棒・薬車・車椅子を押す音）は 10 秒間

外の外来化学療法室で実施した。

で 10 m 移動し測定した。測定場所は診療時間外の外
来化学療法室とした。測定期間は 2016 年 12 月 12 日

Ⅴ．結果

～ 19 日のうち 5 日間とした。
1．夜間の環境音
3．用語の定義

夜間の環境音の測定結果を表 1 に示した。看護室

「騒音」とは等価騒音レベル 35 dB を超える音、ま

前の廊下で測定した結果、等価騒音レベルの平均値

たは最大騒音レベル 40 dB を超える音とした。これ

は 40.2 ± 1.6 dB（範囲 : 33.9 dB ～ 57.0 dB）、最大騒

は WHO 環境騒音ガイドライン

1）

で、患者はストレ

音レベルは 60.1 ± 3.2 dB（範囲 : 30.7 dB ～ 88.8 dB）

ス対処能力が低いため、患者が治療や観察を受けるほ

であった。看護室から遠い廊下で測定した結果、等価

とんどの病室で、昼夜の等価騒音レベルは 35 dB（A）

騒音レベルの平均値は 37.4 ± 0.6 dB（範囲 : 33.5 dB

以下、夜間の最大騒音レベルは 40 dB 以下にとどめ

～ 60.6 dB）、最大騒音レベルは 53.5 ± 1.2 dB（範囲 :

るべきであると述べていることから、同じ設定とした。

30.9 dB ～ 89.6 dB）であった。看護室前の廊下と看

「等価騒音レベル」とは不規則かつ大幅に騒音レベ

護室から遠い廊下の騒音レベルの推移を比較すると、

ルが変動している場合に、測定時間内の騒音レベルの

等価騒音レベル、最大騒音レベルともに看護室前の廊

エネルギーを時間平均したものとした。

下のほうが高かった（図 2）。
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図 2．看護室前の廊下と看護室から遠い廊下の騒音レベルの推移
2．騒音源と考えられる項目

タッフの足音」43.6 ± 1.6 dB であった。

騒音源と考えられる項目の測定結果を最大騒音レベ
ルの高い順に示した（表 2）。

Ⅵ．考察

各項目の等価騒音レベルは、「医療用廃棄容器の開・
閉」75.2 ± 4.6 dB、
「物品棚の開・閉」69.3 ± 3.5 dB、
「吸
引」59.3 ± 3.7 dB、
「車椅子を押す音」62.4 ± 2.3 dB、
「汚

1．看護室前と看護室から遠い廊下の環境音について
今回の測定の結果、看護室前の廊下、看護室から

物室の流水音」65.9 ± 1.0 dB、
「扉の開・閉（看護室）」

遠い廊下ともに等価騒音レベル、最大騒音レベルが

60.7 ± 0.8 dB、
「トイレのドアの開・閉（木製）」61.2

WHO 環境騒音ガイドラインの提示する基準値を超え

± 7.8 dB、
「トイレのドアの開・閉（アコーディオンカー

ていた。

テン）
」62.8 ± 4.7 dB、
「薬の粉砕」64.5 ± 10.5 dB、
「手
洗い」62.3 ± 1.8 dB、「薬車を押す音」61.8 ± 1.3 dB、

看護室前の廊下と看護室から遠い廊下を比較する
と、等価騒音レベル、最大騒音レベルともに看護室前

「食器洗浄機」53.8 ± 0.5 dB、「トイレの流水音」59.8

の廊下のほうが高かった（図 2）。看護室から遠い廊

± 0.4 dB、
「ワゴンを押す音（プラスチック）」57.8 ±

下は等価騒音レベル 37.4 ± 0.6 dB であり、基準値 35

4.0 dB、
「ワゴンを押す音（金属）」57.4 ± 1.3 dB、
「ア

dB との差はわずかなため、看護室前の廊下より望ま

ラーム（心電図）
」59.0 ± 0.4 dB、「アラーム（輸液

しい環境であるといえる。看護室前の廊下では、最大

ポンプ）
」53.5 ± 1.9 dB、「ナースコール」53.9 ± 2.7

騒音レベルが 60 dB を超える突発的な音が頻繁に発

dB、
「スタッフの話し声（申し送り）」53.9 ± 3.0 dB、
「点

生していた。その原因として、看護室には騒音源と考

滴棒を押す音（経管栄養を吊るして）」50.6 ± 2.1 dB、

えられる項目の上位に位置する医療用廃棄容器や物品

「ベッドパンウォッシャー」51.0 ± 0.8 dB、「アラーム

棚があること、看護室前の廊下はトイレや汚物室に近

（フットポンプ）
」52.0 ± 0.4 dB、
「体位変換」48.1 ± 1.2

いこと、トイレからの音が響きやすいという構造上の

dB、
「ベンチュリーネブライザー 5L/ 分 35%」55.7 ±

問題などが考えられた。川崎ら 5） の研究でも、看護

0.3 dB、
「トイレのドアの開・閉（車椅子用）」49.7 ± 0.3

室前は WHO 環境騒音ガイドラインの提示する基準値

dB、
「アラーム（シリンジポンプ）」52.7 ± 2.3 dB、
「ス

を超えたという同様の結果であった。

東邦看護学会誌

表2． 騒音源と考えられる項目の測定結果
項目
医療用廃棄容器の開・閉
物品棚の開・閉
吸引 *
車椅子を押す音 *
汚物室の流水音
扉の開・閉（看護室）
トイレのドアの開・閉（木製）
トイレのドアの開・閉（アコーディオンカーテン）
薬の粉砕
手洗い
薬車を押す音
食器洗浄機
トイレの流水音
ワゴンを押す音（プラスチック）
ワゴンを押す音（金属）
アラーム（心電図）*
アラーム（輸液ポンプ）*
ナースコール
スタッフの話し声（申し送り）
点滴棒を押す音（経管栄養を吊るして）
ベッドパンウォッシャー
アラーム（フットポンプ）*
体位変換 *
ベンチュリーネブライザー（5L/ 分 35%）*
トイレのドアの開・閉（車椅子用）
アラーム（シリンジポンプ）
スタッフの足音
＊病室で実験的に発生させた音

等価騒音レベル
（標準偏差）
75.2（±4.6）
69.3（±3.5）
59.3（±3.7）
62.4（±2.3）
65.9（±1.0）
60.7（±0.8）
61.2（±7.8）
62.8（±4.7）
64.5（±10.5）
62.3（±1.8）
61.8（±1.3）
53.8（±0.5）
59.8（±0.4）
57.8（±4.0）
57.4（±1.3）
59.0（±0.4）
53.5（±1.9）
53.9（±2.7）
53.9（±3.0）
50.6（±2.1）
51.0（±0.8）
52.0（±0.4）
48.1（±1.2）
55.7（±0.3）
49.7（±0.3）
52.7（±2.3）
43.6（±1.6）
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単位 （dB）
最大騒音レベル
（標準偏差）
85.5（±5.1）
81.4（±4.1）
80.5（±7.1）
79.5（±1.6）
75.1（±0.6）
74.7（±0.9）
73.7（±7.7）
72.9（±7.5）
70.8（±11.3）
69.6（±4.2）
69.2（±1.6）
69.1（±4.4）
66.6（±2.4）
65.9（±5.7）
65.3（±1.7）
62.9（±0.4）
62.4（±2.6）
61.9（±5.7）
61.5（±4.4）
60.8（±2.9）
60.6（±2.6）
59.9（±0.4）
58.3（±1.8）
56.2（±0.5）
55.6（±0.7）
55.4（±1.8）
49.0（±4.9）

1 週間の測定を通して見ると、看護室から遠い廊下

する患者が半数以上を占めている。そのことから、体

の等価騒音レベル、最大騒音レベルともに大きな変動

位変換や吸引、トイレ介助といった看護ケアが昼夜問

はなかった。しかし、看護室前の廊下は 3 日目のみ等

わず頻繁に行われている現状がある。その中でも、吸

価騒音レベル、最大騒音レベルともに看護室から遠い

引は最大騒音レベル 80.5 dB であり、病室で行うケア

廊下より低かった。この日の騒音レベルが低かった原

の中で最も高い値を示した。測定時間の 2 分間に発生

因は不明だが、騒音源が集まっている看護室付近でも

した最大値は PPE 物品ケースの引き出しを開ける音

対策を講じることで騒音レベルを低下させることがで

で 92.7 dB であった。徳永ら 7）の報告でも吸引は最大

きると考えられた。たとえば、病室前の廊下から看護

騒音レベル 80 dB を超えており、中でもピッチャー

室への出入りを控えることにより扉の開・閉を減らす

の蓋の開閉が 80 dB であった。このことから、分泌

6）

ことができる。また、城戸ら は、夜間はナースステー

物を吸引する音だけではなく、カテーテルを開封した

ションの扉の開・閉にかかわらず、人の話し声は聞き

り万能壺の蓋を閉めたりといった動作が音の大きさに

取りやすいと報告している。そのため看護室内でも静

関与していると考えられた。

かに行動する必要がある。

体位変換は最大騒音レベル 58.3 dB であり、入室す
る際のカーテンの開・閉は最大騒音レベル 60 dB を

2．夜間の吸引や体位変換などの看護ケアの音について

超えていた。徳永ら 7） の報告でもおむつ交換時の最

脳神経外科・内科病棟の特徴として、前述したよう

大騒音レベルが 70 dB 近くを示した。体位変換には

に、脳卒中や神経難病により意識障害や運動障害を有

声かけやズボンの着脱などさまざまな動作がある。こ
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れは吸引同様に、瞬間的に多数の音が発生すること
が音の大きさに関与していると考えられた。入江ら

8）

今回、騒音源となり得る項目を決定した際、騒音レ
ベルが高いと予測したスタッフの足音は等価騒音レベ

は CCU 内で発生する音について、患者の安全を確保

ル 43.6 dB であり、予想より低い値であった。ワゴン

するために必要不可欠なものもあり、すべてをなくす

はプラスチック製より金属製のほうが騒音レベルが高

ことはできないと述べている。吸引や体位変換は治療

いと予測したが、金属・プラスチックともに等価騒音

上必要なケアであり、それらを行うときは連続した動

レベル 57 dB で同じ騒音レベルであった。音には音

作の一つひとつに音が発生していることを意識して行

量だけでなく、音源の材質によって音の質にも影響し、

う必要がある。

音を聞く者によっても感じ方は変わってくる。入院中
の患者はストレス対処能力が低下しており、精神・身

3．音に対する意識づけと感じ方について

体状況によって普段と音の感じ方が変化し敏感になっ

騒音源と考えられる項目の音の大きさは、27 項目

ている可能性がある。また、看護師それぞれでも音の

すべてにおいて等価騒音レベル、最大騒音レベルとも

感じ方は異なるため、今回の結果を病棟スタッフへ周

に WHO 環境騒音ガイドラインで提示されている基準

知し、意識づけを強化していく必要がある。

値を上回り、すべての項目が騒音源であった。最大騒
音レベル 70 dB 以上は医療用廃棄容器の開・閉、物

Ⅶ．結論

品棚の開・閉、吸引、車椅子を押す音、汚物室の流水音、
扉の開・閉（看護室）、トイレのドアの開・閉（木製・

今回、脳神経外科・内科病棟における夜間の騒音源

アコーディオンカーテン）、薬の粉砕の 9 項目であり、

として考えられる項目の測定を行った結果、以下のこ

その中で医療用廃棄容器、物品棚の開・閉は最大騒

とが明らかになった。

音レベル 80 dB 以上を示した。Aaron ら

9）

は、80 dB

1. 夜間の環境音は、看護室前の廊下と看護室から遠い

以上の音は患者の睡眠妨害の重要な要因であると報告

廊下ともに WHO 環境騒音ガイドラインが提示する

している。今回調査した病棟の医療用廃棄容器、物品

夜間の等価騒音レベルと最大騒音レベルの基準値

棚は劣化しており、看護師の開閉速度によっても騒音

を超えていた。

レベルが変化していた。看護師一人ひとりの行動が発

2. 看護室から遠い廊下より看護室前の廊下のほうが、

生する音の大きさに影響しており、音の発生を意識し

騒音発生要因が集まっているため騒音レベルが高

て優しくゆっくりと行動することで騒音を軽減できる

かった。

2）

は、看護師へ騒音に対する意識

3. 騒 音源と考えられる項目の音の大きさは、27 項目

づけをすることで、騒音レベルは有意に低下すると述

すべてにおいて WHO 環境騒音ガイドラインが提示

と考える。米山ら
べている。清水ら

10）

も、ドアやカーテンの開・閉を

ゆっくり行ったほうが、音が小さくなると報告してお

する等価騒音レベルと最大騒音レベルの基準値を
超えていた。

り、患者に配慮し行動することが重要であると考えら

4. 医療用廃棄容器の開・閉、汚物室の流水音、物品棚

れた。また、使用時に発生する音に意識を向けて、物

の開・閉、扉の開・閉（看護室）、薬の粉砕、トイ

品の整備や交換が必要である。

レのドアの開・閉（木製、アコーディオンカーテ

音量調節が困難な項目であるベッドパンウォッ
シャー、食器洗浄機はまとめて洗浄する、真夜中に使
用しない時間を設けるなど、使用頻度と使用時間に配
慮していく。ナースコール、アラーム（心電図、輸液
ポンプ、シリンジポンプ、フットポンプ）は、看護師
が早期に対応することで騒音時間の短縮に努める必要
がある。

ン）、車椅子を押す音、吸引は最大騒音レベルが 70
dB 以上であった。
5. 吸引は最大騒音レベル 80.5 dB で、病室で行うケア
の中で 1 番高い騒音レベルであった。

東邦看護学会誌

Ⅷ．研究の限界と今後の課題
本研究は、夜間の環境音を測定した。その際、看護
師の行動を記録していないこと、医療機器使用の有無
や患者条件の詳細は調査していないことから、騒音の
原因は特定できていない。
音は聞く者によって感じ方が異なり、患者・看護師
間での騒音の認識も異なる可能性がある。音の大きさ
のみに注目するのではなく、患者・家族の意見を聞き、
その結果を反映させることで療養環境の改善に努めて
いく必要がある。
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