
【1. はじめに】多くの難病患者は、大きな不安を抱
えながら在宅療養をしている。ALS 患者の A 氏は
抗不安薬を服用していたが、不安からくると思われ
る症状がみられていた。症状の緩和を目指して、
日々の看護ケアに香りと音楽を取り入れ、A 氏の
身体・精神面の変化について検討したので報告する。

【2．事例紹介】A 氏　40歳代　女性。平成21年に
ALS の診断を受ける。徐々に体の動きが低下し、
生活全般に介助が必要で、ベッド上で過ごすことが
多くなった。主たる介護者は夫。A 氏は仕事の傍
ら介護をする夫に対し感謝するとともに、何かと気
を遣いながら遠慮している様子が伺えた。

　A 氏は病気については理解し、苦悩しながらも
受容しようと努力しながら生活されていた。しかし、
身体機能の低下に伴い、様々な不安に襲われるよう
になった。常に表情が暗く、泣きながら「不安に
襲われて苦しい」「もう逃げたい」という言葉が聞
かれた。感覚が敏感になり、特に電話が鳴る、台所
で包丁を使うなどの日常の音に過敏に反応し、不快
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心の安定を目指したい
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【事例紹介】 
 
・A氏 ４０歳代 女性 
 

・平成２１年 ALSの診断を受ける 
 

・徐々にADLが低下し、全介助の状態 
 

・主たる介護者は夫 
 自営業を営む傍ら、介護している 

【はじめに】 
 

多くの難病患者は大きな不安を抱えなが
ら在宅療養をしている。 
ALS患者のA氏は抗不安薬を服用していた
が、不安によるものと思われる症状が 
みられていた。 
症状の緩和を目指して、日々の看護ケア
に香りと音楽を取り入れ、A氏の身体・ 
精神面の変化について検討したので報告
する。 

【A氏の主な症状と訴え】 
不安に襲われる 
もっと薬が必要では・・・ 苦しい 

もう逃げたい 

・表情が暗く、泣くことが多い 
・医療的処置前は不安や緊張が強く、気持ちを 
 落ち着かせるまでに時間がかかる   

電話や台所の音が嫌！ 
気持ちが休まらない 

心臓がドキドキする 
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感を抱き、頻繁に動悸を訴えていた。また、バルー
ンカテーテル交換など医療的な処置前は、不安や緊
張が強く、気持ちを落ち着かせるまでにとても時間
がかかった。

　A 氏が不安に思うことは、病気の事はもちろん、
家族の事、生活の事など様々である。
不安そのものの解決は困難でも、張りつめた精神状
態の中、「もっと穏やかな気持ちで過ごしたい」と
願う A 氏の、心の安定と症状の緩和を図りたいと
考え、リラックス効果のある香りと音楽を日々の看
護に取り入れることにした。

【3．研究方法】評価期間は平成24年3月から7週
間である。現在も継続して行っている。看護ケアに
A 氏が好む香りと音楽を取り入れ、心身の観察及
び記録を行い、1週間ごとに評価した。

【4．倫理的配慮】　本研究を進めるにあたり研究対
象者・家族に対して、研究の趣旨を文書・口頭で説
明し、個人情報保護に努めること、研究への協力は
強制ではなく、協力拒否によって不利益を被らない
ことを説明し、同意を得ている。

【5．看護ケア】　使用したものは、リフレッシュ効
果やリラックス効果があるというエッセンシャルオ
イルで、柑橘系の香りや森林の香り、ハーブの香り
などを揃えた。A 氏に香りを確認してもらい、不
快な香りはなく、準備したものすべてを使用した。
また、音楽は A 氏が所有している CD の中から、
クラシックやオルゴール音楽など、癒しの音楽を使
用した。

　看護ケアの流れとして、一般状態の観察を行いな
がら A 氏とコミュニケーションを図り、その日使
用する香りと音楽を選ぶ。洗面器にお湯をはり、オ
イルを垂らすと室内に香りが広がる。CD を掛け、
香りと音楽の中で医療的な処置やリハビリなどを行
う。

A氏が不安に襲われる理由はさまざま・・・ 

『もっと穏やかな気持ちで 
       過ごしたい！！』 

 不安そのものの解決は難しい 
 

でも・・・  
 

香り と 音楽 のアプローチで 
 

心の安定 と 症状の緩和 を目指せないか？ 

【期間】 
・平成２４年３月～７週間 
 

・月曜日～金曜日 午前中に施行 
 

【方法】 
 

・日常の看護ケアにA氏が好む香りと 
 音楽を取り入れ、心身の観察及び記録 
 をする 
 

・１週間毎にA氏と面談し、感想を聞く 
 
 

【倫理的配慮】 
 

研究者・家族に対し、本研究の趣旨を文書 
口頭で説明し、同意を得ている 

エッセンシャルオイル 
 

リフレッシュ効果や 
リラックス効果がある 
物を準備 

A氏が所有するCDの一部 
 

クラシックやオルゴール 
癒しの音楽を好む 

【使用したもの】 

～看護ケア～ 
 

①V-S、一般状態の観察 
 

②香りと音楽を一緒に選ぶ 
 

③洗面器にお湯（60度くらい）をはり、 
 オイルを4～5滴垂らす 
  →室内に香りが広がる 
 

④A氏が好きなCDをかける 
 

⑤香りと音楽の中で処置やリハビリを行う 
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　写真は、実際にリハビリをしている様子である。
香りと音楽に包まれ、とても心地よい時間が流れる。

【6．A 氏の変化】開始して1週間、色々な香りに
興味を持ち、その日使用する香りと音楽を選ぶこと
を楽しむ様子がみられた。不安に襲われて動悸がす
るのは変わらないが、看護ケアの時間は何も考えず
に、香りと音楽に集中できると A 氏は感じていた。
普段、呼吸が浅くなりがちであったが、香りを吸い
こもうと意識的に深呼吸をするようになり、呼吸リ
ハビリもより効果的に行うことができた。

3週間経過する頃には、リラックスしながらも香り
と音楽から様々なものを感じるようになった。ヒノ
キの香りが漂うと、ヒノキ風呂に入っている気分に
なったり、ハーブの香りがすると、庭でハーブを植
えていたことを思い出したり、気分を変えることが
できる手段の一つとなっていた。
看護師が帰った後も、部屋に残った香りを話題に夫
ともよく話すようになり、この頃から BED UP や
車いすに乗り、起きている時間が少しずつ増えて
いった。不安な気持ちを訴える時も、言葉の中に少
しずつ前向きな言葉が聞かれるようになった。

開始から1か月経過する頃には、暗かった表情に笑
顔が戻り、ほとんど動悸を訴えることがなくなった。
日常生活の音には敏感に反応するが、以前のように
不快感を抱くようなことない。また、不安と緊張が
強かった医療的処置も、精神的に落ち着いた状態で
スムーズに行えるようになった。

【7．結果】看護ケアに香りと音楽を取り入れたこと
で、訪問看護の時間が A 氏にとって気分転換できる
良い時間となった。リラックスできる時間を設ける

【リハビリの様子】 

癒しの音楽を掛けながら 
部屋に広がった香りの中でリハビリをしています 

【A氏の変化 3週間】 

リラックスできる 

様々な光景が目に浮かび 
いろんな気分を味わえる 

香りの事を話題に 
パパと話すことが 
多くなった 

今はこうして 
生活できるのだから 
どうにかなると思える 寝てばかりいないで 

起きていようと思う 

《看護師の観察》 
・香りと音楽に包まれると目を閉じ、リラックスされる 
・夫婦の会話のきっかけとなっている 
・BED UPや車椅子に乗り起きている時間が少しずつ増えた 
・不安を訴える中にも、前向きな言葉が聞かれるようになった 

【A氏の変化 開始～1週間】 

香りと音楽を 
選ぶのが楽しい 

動悸がするのは 
変わらない 

何も考えずに 
集中できる 

いい香りが吸いたい 
深呼吸するのが 
気持ちいい 

《看護者の観察》 
・色々な香りに興味をもち、楽しみにしている様子 
 がみられる 
・意識的に深呼吸をすることで、心地良さが得られ、 
 さらに呼吸リハビリもより効果的に行えた 
 

【A氏の変化 １ヶ月】 

色々考え込んでも 
この時間は気持ちを 
切り替えられる 

心が落ち着く 

心臓がドキドキ 
しなくなった 

《看護師の観察》 
・動悸をほとんど訴えなくなった 
・日常生活の音に敏感に反応するが、以前のような 
 不快感を抱かなくなっている 
・医療的な処置の際も、精神的に落ち着いた状態で 
 スムーズに行えるようになった 

【結果】 
 
①日常生活の音に不快感を抱くことが 
 少なくなった 
 
②不安による動悸の訴えが減った 
 
③医療的処置前の強い緊張が緩和され 
 落ち着いて処置を受けられるように 
 なった 
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ことで、徐々に気持ちが安定し、日常生活の音に不
快感を抱くことが少なくなった。不安による動悸の
訴えが減り、医療的な処置前の強い緊張もやわらぎ、
落ち着いて処置を受けることができるようになった。

【8．結論】香りと音楽を看護ケアに取り入れること
により、精神的安定が得られ、不安からくる身体症状
が緩和された。しかし、すべての人に同じような効果
が出るとは限らない。私たちの訪問看護ステーション
の利用者は、男女ともに年齢層は様々である。今後は
対象となる方を広げ、検証していくことが課題である。

【結論】 
 

香りと音楽を看護ケアに取り入れることに
より、精神的安定が得られ、不安からくる
身体症状が緩和された。 
 

しかし、すべての人に同じような効果が出
るとは限らない。 
 

今後、訪問看護を利用する多くの人を対象
に、効果があるか検討していくことが課題
である。 
 

初めての在宅外出支援により QOL が向上した一例
と今後の課題

【はじめに】住み慣れた我が家で自分らしく暮らしたい。
多くの方の願いであると思われる。

しかし病態又は加齢に伴う ADL の低下により
QOL が保てないのが現状である。
今回、当ステーションでは、予後不良であった悪性
リンパ腫の利用者様に対し、ご本人の温泉へ行きた
いという希望を叶えるため急遽ではあったが、初め
ての外出支援を行った。
結果、全身状態の安定、QOL の向上など、良好な
状態となった。
又、今回の症例を通し、今後の課題も見えてきたの
で合わせて報告する。

【症例】

利用者様、64歳　女性
本人、夫、本人の母との3人暮し
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初めての在宅外出支援によりQOLが向上した一例と今後の課題
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（症 例） 
   利用者様、 ６４歳 女性  
 
   本人、夫、本人の母（８８歳）との３人暮らし 
（病 名） 
   ・シェーグレン症候群 
 

   ・右耳下腺悪性リンパ腫 
 

   ・仙骨部褥瘡 
 

はじめに 
 ｢住み慣れた我が家で自分らしく暮らしたい｣多くの方の 
 
 願いであると思われる。今回、予後不良であった悪性 
 
 リンパ腫の利用者様に対し、温泉へ行きたいと言う 
 
 希望を叶えるため、初めての外出支援を行なった。 
 
 結果全身状態の安定、QOLの向上につながった。 
 
 今回の症例を通し、課題も見えてきたので、あわせて 
 
 報告する。 
 
 

 
 

初めての在宅外出支援により   
QOLが向上した一例と今後の課題 

 かみやはぎ訪問看護ステーョン 
 
      看護師 ○成瀬 直美 近藤こずえ 
             阿部 仁美 鈴村優子 
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