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背景	

•  ICU患者の睡眠は障害されている	
　（分断化や昼夜逆転など）	
	
•  睡眠障害とせん妄との関連性	

•  睡眠障害介入によるせん妄予防効果は検証中	

•  確立された睡眠測定法はPolysomnography	
	  (PSG)	
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目的	

•  ICU患者に対し睡眠促進介入によるせん妄予防
効果の検証	

				-		非薬理学的(ICU環境整備)	
　　　　±　 薬理学的(スボレキサント)	
	
•  ICUにおける睡眠状況とせん妄との関連の検証	

•  ICUにおいて有用な睡眠モニタリングの検討	
　　-		客観的評価：ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨ・眠りscan・SedLine	
　　-	 主観的評価：質問用紙・看護師評価	
	
	
	
	



研究デザイン　	
				前向き介入研究	

P：20歳以上　ICU72時間以上滞在　同意書取得	
I：睡眠促進バンドル(非薬理)	±	スボレキサント(薬理)　	
C：介入前後比較(介入前をコントロール群)	
O：せん妄発症率(CAM-ICU)	
					睡眠状況の変化(PSG	/	眠りスキャン	/	患者・看護師主観)	
　 せん妄期間・ICU滞在日数・28日死亡率	
　 28日非人工呼吸期間	
	

コントロール群	n=80　	

介入群　n=80	
非薬理学的±薬理学的介入	

3ヶ月の介入準備期間		

除外:	
・中枢神経疾患既往(PCAS含む)	
・精神疾患既往	
・認知症	
・アルコール or	薬物中毒	
・小児	(<20y)	
・POD1までにCAM-ICU陽性	



現状の睡眠・せん妄データ	
	
-  睡眠障害・せん妄対策と

して決まった方策がない	
	
-  睡眠促進のための環境　	
　 調整を行なっていない	
	
-  睡眠導入薬の選択・投与

量は担当医の任意	
	

コントロール	
n	=	80	

介入	
n	=	80	

非薬理学的介入 	全例	
	
『睡眠促進バンドル』	
　夜間のICU内の音・光調整　　　	
	 日時の確認	
　ケアの時間の配慮　　　　　　　　	
	 離床・呼吸器離脱促進	
	
薬理学的介入 	下記必要時	
　スボレキサント15-20mg	
　⇒　自覚的or他覚的不眠	
	       術前より眠剤	
	

3ヶ月の準備期間後	

介入前後のせん妄発症率・睡眠状況の変化などを調査	



サンプルサイズ設定	

•  コントロール群 n=	80		介入群 n=80　計n=160	

			-	せん妄発症率30-60%(当院先行研究)	
			-	薬理学的介入による減少率30%(HaWa	K.	et	al.	2014)	
　　		※melatoninによる介入	
			-当院後ろ向き研究(suvorexant)による減少率44%	
			-	非薬理学的介入による減少率8-25%	
				➡　 介入によりせん妄発症率30％→10%(25%減少)と仮定	
　　　　(α	error:0.05		β	error:0.2)	n=72*2	
	



非薬理学的介入	-	睡眠促進バンドル　	

光に関して	

•  消灯時間中は照明を落とす	

•  患者のケアを行う場合はベッドサイドの照明を使用	

•  RASS-4以上の患者にはアイマスクを使用する	

音に関して	

•  ドアを閉める（個室の場合）	

•  消灯時間中はモニターを夜間モードに切り替える（音を下げる）	

•  消灯時間中は電話の音を下げる	

•  ベッドサイドで患者に関する会話以外の会話（雑談）をしない	

•  スタッフと訪問者は静かに話す	

•  RASS-4以上の患者には耳栓を提供する	



非薬理学的介入	-	睡眠促進バンドル　　	

ケアの方法	

•  可能であれば2人でケアを行う	

•  可能な限り同一のスタッフを担当とする	

•  消灯時間中は口腔ケアや清拭などのケアは行わない	

•  1日1回、適切な鎮静目標を設定する	

•  2時間毎に人工呼吸器との不同調の有無をチェックする	

環境整備	

•  8時間ごとに時間、場所、日付を患者に伝える	

•  カレンダー、時計を提供する	

•  可能な限り家族との面会を許可する	



非薬理学的介入	-	睡眠促進バンドル　　	

医学的介入	

•  患者が眠れない場合やCAM-ICU陽性の場合、24時間以内に薬
剤の見直しを行う	

•  疼痛スコアを評価し、 適化を目指して迅速に対応する	

•  人工呼吸患者は1日1回、鎮静の中断、自発呼吸トライアルが可
能かを評価する	

•  可能な場合は離床を進めていく	



薬理学的介入 – スボレキサント　　	

•  覚醒促進物質「オレキシン」拮抗薬	

•  2008年臨床導入された非BZP系睡眠導入薬	

•  当院でのretrospec`ve	pilot	studyでせん妄予防効果
示唆(Odds	0.14	[95%CI	0.04-0.47];	p<0.01,	Masuyama	
T	et	al.	2016)	



測定項目	

•  患者情報 (年齢・性別・既往歴・APACHE2など)	

•  手術・麻酔関連情報(術式・使用薬剤など)	

•  RASS、CAM-ICUによるせん妄の有無、せん妄	
　発症期間	
	

•  睡眠プロファイル	



バンドルにすることの意義を知りたい	



せん妄評価方法 : CAM-ICU	

•  Confusion	Assessment	Method-ICU	

•  ICU患者のせん妄評価方法として標準的	

•  フローチャートで観察・質問し評価	

•  感度94%、特異度89%(Wei	LA,	et	al,	2008)		

•  当ICUでは2015年より採用　原則1日3回	



睡眠評価方法1:ポリソムノグラフィー
（可能な施設のみ）	

•  ｱﾘｽ6(ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ社)	
•  脳波(6channnels)	
				筋電図(オトガイ)	
				眼電図(左右眼輪筋)	
				心電図	
					n=20(各群n=10)目標	
•  臨床検査技師により装着	
•  解析は日本睡眠総合検診協会依頼	
	

	



睡眠評価方法2：眠りSCAN（可能な施設のみ）	

•  マットレスの下に敷き、測定	
		ポイント前後7分間の体動	
		および呼吸状態などから、	
		1分毎に睡眠・覚醒・在床	
	 の有無を検出	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ社	

•  PSGとの一致度92%、感度97%、特異度34%	
			(健常人n=6)	

	

Kogure	T,	et	al.	J	Physiol	Anthropol.	2011;30:103–9		
	



睡眠測定値	

略　語	 定　義	

TRT Total recording time 総記録時間（消灯から点灯まで）	

（SPT） Sleep period time 睡眠時間（入眠から 終覚醒まで）	

TST Total sleep time 総睡眠時間（SPT-WASO）	

SL Sleep latency 入眠潜時	

RL REM sleep latency REM潜時（入眠から 初のREMま
で）	

（BOL） Bed out latency 離床潜時	

WASO Wake time after sleep 
onset 総中途覚醒時間	

SE Sleep efficiency 睡眠効率（TST/TRT）	



睡眠観察方法3.SedLine（可能な施設のみ）	

•  前額部に装着し、前頭部の脳波を測定する	
　ことで催眠レベルを表示	
	
•  PSGに対しκ値0.61(95%信頼	
　区間0.58-0.64)と高い一致度	
　が報告されている	
　(Vacas	S.	et	al.	2016)	
　	
	



睡眠観察方法4.看護師による評価	

	
•  1時間毎を目安に患者観察	
　　眠っている　　	
　　覚醒している　	
　　どちらとも言えない	
	



睡眠観察方法5.質問用紙	
-	Richards-Campbell	Sleep	Ques`onnaire	-	
-	Sleep	in	Intensive	Care	Ques`onnaire	-			

•  睡眠深度、睡眠潜時、中途覚醒頻度、中途
覚醒後再入眠潜時、質的評価の5項目を
100mmのVAS、平均値を評価	

•  睡眠障害の原因評価(音/光/処置/他など)	

•  PSGとの相関	
Richards	K.C.	et	al.	Journal	of	Nursing	Measurement.	2000;8:131-144.		
	



主要評価項目と解析	

•  主要評価項目	
　　せん妄発症率：Fischer直接確率計算法	
				　　　　　　　　　　 ログランク検定	
•  副次評価項目	
　　せん妄持続期間(日数)/28日非人工呼吸期間　	
　　/ICU滞在日数/睡眠データ：t検定	
				 睡眠データ：ピアソン相関係数	
						28日死亡率：ログランク検定	
	



倫理的考慮	

•  PSGおよびSedLine装着は別途同意書を取得	
	
•  PSGは24時間装着を目標とするが、患者の	
	 不快感が強い場合、および診療に支障を来す	
	 場合は中止する	

•  スボレキサントは保険診療内での投与であり、
副作用などへの対応も保険診療で行う	



こんな施設は 適です	

•  この機会にCAM-ICUやせん妄予防プロトコー
ルを導入したい	

•  ナースがやる気マンマンだがどのようにきっ
かけを作れば良いかわからない	

•  理学療法士が興味を持っている	


