
【はじめに】地域包括ケアセンターいぶきは滋賀県
米原市に位置する複合施設である。
地域包括ケアセンターいぶきの理念は、地域支援と
リハビリである。
地域包括ケアセンターの診療所は在宅支援診療所で
あり、多数の外来患者、在宅患者を抱えている。
1日平均外来数約100名（平成23年度延19938名）、
往診、訪問診療数平成23年度、延1418名

ケアセンターいぶきではアロマテラピーを数年前よ
り各部署で導入している。
ここでアロマテラピーとは何か、簡単に説明する。
アロマテラピーとは、芳香療法とよばれる自然療法
である。芳香植物から取り出した精油（エッセン
シャルオイル）を使用する。芳香成分を身体に取り
入れることで体調や精神の乱れを調整する目的で使
われている。最近では、家庭での癒しの場としてだ
けではなく、病院などでもアロマテラピーを利用し
て治療を行っている場所も多数あり、医学的見地か
ら薬理効果なども立証されている。

ここに、ケアセンターいぶきでどのように取り入れ
ているかを紹介する。

（老健）安眠効果のあるラベンダーの精油などを、
夜間ディフューザーを使用して芳香浴に利用してい
る。

（在宅）訪問看護では冬季、循環不全にて下肢冷感
を訴える利用者さんにアロマオイルを利用した岩塩
を足浴に利用している。
足白癬の患者さんに白癬に抑制効果のあるレモング
ラスの精油を利用した足浴を行っている。
意識のない在宅療養中のターミナル患者さんに、好
きだった柚子のオイルを利用していた。アロマオイ
ルで香りをつけたティッシュを枕元におくと、時折
香りで目覚め、「良いにおい・・・。」と言ったそ
うである。思い出の香りで、死後の処置も家族と一
緒に使用した。
また、在宅でのターミナル患者さんに、緩和ケアの
一環としてアロママッサージを行っている。
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地域包括ケアセンターいぶき 

• 滋賀県米原市にある公設
民営の複合施設 （老健、
診療所、居宅介護事業所、
訪問看護ステーション、通
所リハビリ） 

• 理念は地域支援とリハビリ
です。 
 

• 施設でそれぞれアロマテラ
ピーを導入している。 
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今回、アロマテラピーを地域支援にどのように導入
できるか ? と考えてみた。
方法としては、在宅、外来患者、スタッフにアロマ
オイルを使用したハンドマッサージを試みた。そし
て、そのアンケートをとった。
その結果を報告するとともに、今後どのようにアロマ
テラピーを取り入れていけばよいかなどを考察する。

【方法】

・在宅患者数名を数回訪問してマッサージをして、
アンケートに答えていただいた。

・数名の外来患者さんにも、外来待ち時間や点滴後
などにマッサージを試みた。

・患者さんという枠を超えて、一般の地域ではどう
か ? と考え、高齢者サロンに参加して同様にマッ
サージを行った。

・また、スタッフにはアロマオイルを使用してマッ
サージしたときと、対照的にただのオイルを使用
してのマッサージを試みた。

・アロマオイルを使用したハンドマッサージを行う
にあたって、マッサージ手技を習得しなければな
らない。そのために、日本アロマ協会のアロマテ
ラピーインストラクターにハンドマッサージの指
導を依頼した。ケアセンターいぶきで医師、看護
師、ケアマネージャーなど含むスタッフ数名にハ
ンドマッサージの指導を受けた。

・その後、スタッフ同士で数回ハンドマッサージの
練習を行った。

・使用するマッサージオイルは、インストラクター
に依頼し、高齢者に平均的によいと言われるもの
を選んでいただいた。在宅患者さんのうち1名は、
アロマ協会認定アドバイザーの資格を持つスタッ
フが患者さんの好きな香りと状態からブレンドし
たマッサージオイルを使用した。

・マッサージを行う前後の気分の変化を調べるため、
痛みスケール FRS（Face Rating Scale）を使用し
た。高齢者でも簡単に絵を見て気持ちが表せるか
らである。

在宅患者さんに訪問看護でマッサージ 

アロマテラピーをどうやって使用している？ 
（老健） 
 安眠効果のあるラベンダー精油などを、芳香浴 
 として夜間使用。 
（在宅） 
• 足浴に使用。 
 下肢循環不全に対し、アロマ精油入り岩塩使用。 
 白癬患者に対して、レモングラス精油使用。 
• 緩和ケアの一環としてマッサージに使用。意識
のない患者さんに好きな精油使用。 

  
 

足浴に使用 

• さらに地域支援に
使用できないか？ 

 

• ハンドマッサージをし
てみよう！ 

方法 

•  在宅患者さん、外来患者さん、スタッフにハンド
マッサージを行い、どの様な効果があるのか、ア
ンケートをとる。 

• ハンドマッサージは、アロマインストラクターに指
導を受けた。 

• 患者さんとしてみるのではなく、地域に出てみ
る！地域サロンに参加する。 

• 患者さんの中で数名には、オリジナルのオイル
をスタッフが作って使用してみる。 

• スタッフには、アロマ精油を使用した時と使用し
ない時の対照としてみる。 

• 気分の変化を表すのに、痛みスケールを使用。 
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アンケートの内容は以下である。
・アロマテラピーを知っていますか ?
・好きな香りは何ですか ?
・今の気分は何番ですか ?（痛みスケールを見て）
・マッサージしているときの気持ちを教えてください。
・マッサージ終わって気分は何番ですか ?
・今後もしてほしいと思いますか ?

【結果】対象年齢：80～90歳、対象例・・22名
・アロマテラピーを知っていますか ?
　はい・・・5%、いいえ・・・95%

・好きな香りは何ですか ?：みかん、ゆず、レモン、
ヒノキ

・今の気分は何番ですか ?（痛みスケールにて）
・0・・・60%、　1・・・35%、4・・・5%

・マッサージしているときの気持ちを教えてください。
・気持ちよい。うっとりする。眠くなった。暖か

い。・・（快　100%）
・マッサージ終わって気分は何番ですか ?
・気持ち良い、楽になった。肩の力が抜けた。・・
（快　100%）

・（痛みスケールにて）
・マッサージ後の気分の変化は平均
・今後もしてほしいと思いますか ?
　はい・・・100%

御礼にお経の合唱をしていただきました。 

外来患者さんに 

①今の気分は何番ですか？ 
②マッサージ終わった後の気分は 

何番ですか？ 
 

感想としては・・・ 

• うっとりする。 
• 気持ち良い。 
• 楽になった。肩の力が抜けた。 
• 触られているだけでも、気持ち良い。 
• 病気の不安や悩みを聞いてもらって、楽に
なった。 

• 看護師さんにじっくりマッサージしてもらいな
がら、話を聞いてもらって、よかった。 

地域の高齢者サロンにて 

｜434｜



【考察】

・高齢者が多いためアロマテラピーを知っていると
いう対象者は5% と少なかった。

・マッサージ後の気分の変化は1～2（平均1.5）上
昇した。

・「心地よい」と回答する人が100% で、今後もし
てほしいと希望された。

・希望された理由として、しばらく楽だった。力が
抜けたようだった。すっきりして気分良かった。
などである。また、触ってもらうだけでも気持ち
が良かった。看護師さんに話を聞いてもらうのが
良かった、という回答もあった。

・忙しさに患者さん一人一人に、向き合えてなかっ
たのかを感じた。

・在宅でマッサージした患者さんは、療養中の悩み
や痛みを話して楽になった、といわれ、看護師の
訪問を心待ちにされていた。しかし、訪問すると
いうことだけで気分が高揚したといわれ、比較的
気分は良い状態でのマッサージとなった。しかし、
気分の変化が「心地よい」の方に変化した。

（1→0）事前に好きな香りを聞いておいて、患者
さんをイメージして作ったマッサージオイルでの
マッサージでは、よりゆったりと気持ちよさそう
にされ、気持ちの変化も良くなっていた。ノーマ
ルなマッサージオイルでは2→2と変化なかった
が、3→1へと2段階上昇した。

・サロンでマッサージした方の中には、硬直してい
た肘がしばらく動くようになった、と診療所に礼
に来られる方もあった。また、マッサージオイル
が欲しい、と来られる方もあった。さらに、サロ

ンに時々来てマッサージしてほしい、といわれた。
サロン参加者がお礼に浄土真宗の恩徳讃という唄
を合唱してくださった。皆さんがありがたい、嬉
しい、という意味を込めて唄って下さったのであ
る。サロンでの参加者も、比較的気分良い状態で
参加されていたので、マッサージでの気分の変化
は特に得られなかった。

・スタッフ間ではどうか ? 意外なことに高齢者に比
べて現在の気分は2～4（平均3）と低かった。これ
は、就業中である、というブルーな気分であるか
らだと推測する。また、地域での高齢者のほうが
朗らかに毎日過ごされているともいえる。スタッ
フのほうが、精神的に不健康なのかもしれない。

・スタッフにもアロママッサージの効果は大きく、
気分よくなった、すっきりした、などの意見がき
かれた。アロマオイルを使用したマッサージと、
アロマオイルを使用しないただのオイルマッサー
ジの対照では、明らかにアロマオイルを使用した
方が「心地よい」、との回答を得られた。アロマ
オイルを使用したマッサージや足浴では、される
ほうだけではなく、しているスタッフも癒される、
と回答があった。アロマオイル使用することでス
タッフの精神面に良い効果が得られていることが
わかった。

【まとめ】

・地域での高齢者にもアロマテラピーはすんなり受
け入れてもらえた。

・スタッフ間のスキンシップにもなった。
・外来患者、在宅患者、サロン、スタッフにも今後

も継続してほしいとの希望があり、できるだけ継

結果 

• 高齢者が多いため、アロマテラピーを知っている
人は5％。 

• 「心地よい」と回答した人は100％。今後も希望さ
れる。 

• 外来患者さんはマッサージ後、平均1～2段階気
分が上向き。 

• 在宅患者さんも１段階上昇。オリジナルのマッ
サージオイルを使用するとさらにアップ。 

• 地域サロンでは気分良い状態で参加されている
ため、変化ないが十分満足された。 

• スタッフでも仕事の合間にマッサージすると気分
が1段階上昇。 

考察 
• アロマテラピーという言葉は知らないが、地域の
高齢者に受け入れられた。 

• 患者さん、スタッフとのスキンシップとして有効で
あった。じっくり話をきく事も癒しとなった。 

• 忙しさにおわれ、患者さんに向き合う時間がな
かったのでは、と反省した。 

• 好きな香りを使用した場合は、より一層癒しと
なった。その方とじっくり向き合える貴重な時間
だった。 

• マッサージしているスタッフも、アロマを使用した
マッサージをすることにより、癒された。 
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続したいと思う。
・地域活動としての手段でもあり、患者さんや地域

を知るよいきっかけとなった。
・アロママッサージをしているスタッフも、アロマ

の香りや患者さんとのスキンシップでかえって癒
されていた。

・痛みや不安に訴える在宅患者さん、外来患者さん
に、何かしてあげたいが手段がないと思っていた
スタッフに、何かできると実感した。

・患者さん一人一人にもう少し時間をかけて向き
合っていきたいと思う。

・今回はほとんど高齢者だったので、今後は子育て
中の母親など子育てサロンに参加してマッサージ
をしてみようか ? と思っている。

・今後もアロマテラピーをよく勉強して、痛みや不
安の緩和などに利用していきたい。

まとめ 
• 地域での高齢者にもアロマテラピーはすんなり
受け入れられた。地域活動の手段としても有効
であった。今後も継続していきたい。 

• 患者さんに何かしてあげられる、という実感が持
て、患者さんにもっと向き合いたいと思う。 

• アロマを使用すると、される方もする方も一緒に
癒される。 

• 今回はほとんど高齢者だったが、子育てサロン
など、対象を増やしてしていきたい。 

• 今後もアロマテラピーを良く勉強して、痛みや不
安の緩和に利用していきたい。 
 

 

御清聴ありがとうございました。 
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