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はじめに 

今日、透析人口に占める高齢者の割合も急速

に増加し、2020年末には、60 歳以上の透析患

者が全体の 86％を占めると推計されている。 

当院透析患者は 37名、うち 60歳以上の患者

が 81％を占め、日常生活動作の低下や認知症

によって看護支援を必要とする患者が年々増

加している。なかでも認知症の中核症状に伴い、

透析中にBPSD（行動心理症状）を引き起こし

怒りや暴言を吐く（やめてくれよ、等怒り口調

で大声を出す）、「急に起き上がる」「シャント

肢を拳上・屈曲する」「両下肢を拳上する」「透

析回路やシャント肢を触る」など多動な危険行

動から抜針事故歴のある認知症患者への対応

に苦慮している現状があった。透析中の抜針事

故は生命にもかかわる重大な医療事故となる

ため、認知症患者への対応は透析スタッフにと

っては避けて通れない問題である。その為、抜

針事故を起こさず、安全で安定した透析治療が

できないものかと模索していたところ、非薬物

療法のアロマセラピーが認知症に効果がある

ということを知った。そこで今回私達は、認知

症に効果のあるアロマオイルの中から、興奮を

抑制・心身をリラックスさせる作用のスイート

オレンジの効能に着目し、スイートオレンジを

用いたアロマセラピーを行うことで、BPSD に

伴う多動な危険行動が減少するのではないか

と考え研究を行った。その結果を報告する。 

 

用語の定義 

・認知症 

記憶障害及び獲得された知的機能の低下よ 

り社会生活・日常生活に支障をきたす状態 

・中核症状 

記憶障害・見当識障害・判断力の低下など 

で認知症には必ずみられる症状。 

・BPSD（行動心理症状） 

認知症の中核症状に伴って、その人の性格・ 

 

気質・環境やその時の心理状態が影響して出 

現する症状。 

（不穏・幻覚・興奮・暴力・大声・不安等） 

 

Ｉ 研究目的 

  アロマセラピー開始前の BPSD 出現状況

とスイートオレンジのアロマセラピー開始

後の BPSD 出現状況を比較し、その効果を

検討する。 

 

Ⅱ 研究方法 

 1. 期間 平成 28 年 8 月 10 日～平成 28 年

10月 31日まで  

 2. 研究対象者紹介 

（表 1） 

年齢・性別 77歳 男性 Y 氏 

疾患 

      

      

慢性腎不全 糖尿病  両下腿切 

断術後      

透析歴 6年 1ヶ月 左内シャント造設 

透析ｸｰﾙ・時

間 

月・水・金（午前）3時間透析 

介護度 介護度 4 妻と二人暮らし 透析

はヘルパーが送迎 車椅子で入室 

認知度 長谷川式簡易知能評価スケール 

11点 

認知症の症

状 

記憶障害・見当識障害 

透 析 中 の

BPSD 

暴言・焦燥・多動（起き上がり・

ｼｬﾝﾄ肢拳上・屈曲する・両下肢拳

上・穿刺部位を触る・透析回路を

触る・右手で頻回に頭や鼻を触る

等）自己抜針歴 2回あり 
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 3. 研究方法 

  1)  アロマセラピー開始前（月・水・金） 

4 週間（13回/月）とアロマセラピー開 

始後（月・水・金）4 週間（13回/月） 

の透析中のBPSD の出現状況を（8項 

目の行動言動）を独自で作成したチェ 

ックリスト表を用いて、観察し記入す 

る。（その日の受け持ち看護師がチェ 

ックする） 

2) アロマセラピー開始前に、Y 氏の嗅覚 

反応の有無をチェックし、アロマオイ 

ルの匂いに不快感がないかを確認する。 

3) スイートオレンジのアロマ液を 2~3 

滴RPクロスガーゼに浸み込ませ、Y 

氏の枕カバーの中に挿入する。 

4) 看護介入 

     Y 氏のベッド位置は固定（何かあれば 

すぐに対応ができ見守れる位置） 

   両サイドベッド柵を設置（転倒転落予 

防）透析開始後、シャント肢にNEホ 

ルダー装着（抜管防止用腕固定具）、右 

上肢ミトン着用し顔に手が届く許容範 

囲で抑制帯固定を行う。（頻回に頭や鼻 

を触る動作があるので強化的な抑制固 

定は避ける） 

   スタッフ一人一人が安全に対する認識 

を持ち、患者を見守り体動や危険行動、 

独語を発した場合は直ぐに患者の傍に 

出向き、声掛けを行い対応する。 

    透析中はテレビ鑑賞をする。 

 

4. 倫理的配慮 

該当患者及び周辺の患者にアロマの匂いに 

よる不快がないか確認し研究の趣旨につい 

て説明し同意をえる。苦痛や負担をかけな 

いう最善の注意を払い、得た情報は研究以 

外には使用せず研究が終了した時点でシュ 

レッターにより破棄する。個人情報が外部 

に漏れないよう十分に留意し、プライバシ 

ーの保護に努める。 

 

Ⅲ 結果 

 アロマセラピー開始前後のBPSD 出現状況 

 

（表 2） 

開始前 4 週間（13 回/

月） 

開始後 4 週間（13 回/

月） 

顔上げ 46回 顔上げ 21回 

右手拳上 29回 右手拳上 7 回 

下肢拳上 179回 下肢拳上 169回 

警報機作動 3 回 警報機作動 0 回 

何時まで 38回 何時まで 36回 

もう終わり 4 回 もう終わり 8 回 

あとどれだけ 3 回 あとどれだけ 9 回 

興奮・怒り 2 回 興奮・怒り 3 回 

 

チェックリストの集計を行った結果（表2参照） 

アロマセラピー開始前は顔上げ・右手拳上・両

下肢拳上・左シャント肢を動かし透析監視装置

の警報音が発生して、透析治療が中断するなど

BPSD に伴った多動な危険行動が多かった。ア

ロマセラピー開始後は、顔上げ・右手拳上・両

下肢拳上の多動な危険行動が減少しているが、

何時まで・もう終わり・あとどれだけ・興奮・

怒りの言動はアロマセラピー開始後増えてい

る。         

                     

Ⅳ 考察  

認知症の BPSD の悪化には身体的要因、精

神・心理的要因・環境要因が考えられている。

環境による影響を受けやすい認知症患者にと

って、透析装置の警報音や周囲の声、足音など

の騒音、穿刺による痛みや体動制限による苦痛

（ストレス）、血圧や電解質・酸塩基平衡の変

動など様々な変化がある透析治療の場合は

BPSD が発症しやすい環境と言える。大坪は

「認知症患者の透析中の安全確保には、BPSD

への適切な対応が不可欠である」¹⁾と述べてい

る。BPSD は直接治療に影響を及ぼし、抜針事

故の観点からも透析治療中の BPSD への対応

は重要である。Y 氏もアロマセラピー開始前に

は「やめてくれよー」と大きな声を出し、急に

頭を上げたり、シャント肢を動かし透析装置の

警報音が鳴って、透析治療が中断するなど安定

した治療が困難となることがあった。このよう

なY 氏の行動・言動から考えられることは、長

時間の透析治療（体動制限）の苦痛や、記憶・
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見当識障害から透析治療を受けているという

状況・時間等がわからなくなり、Y 氏にとって

大きなストレスとなって「あとどれだけ・もう

終わり・何時まで」と落ち着きをなくして

BPSD を発症し危険行動へと繋がっていると

考える。 

 アロマセラピー開始後は、「何時まで・もう

終わり・あとどれだけ・興奮・怒り」の言動は

増えているが、他にも言動は増えY 氏自ら会話

しようと視線を合わせスタッフを手招き、コミ

ュニケーションを図ろうとするなどの行動が

現れ、表情が穏やかになり声を出して笑うなど

感情表現を示すようになった。また透析中大声

を上げることはなく、顔上げ・右手拳上・下肢

拳上・透析装置の警報音作動などの BPSD に

伴う危険行動が減少した。塩田は「においは脳

（視床下部や大脳辺縁系）に直接作用するため

に、自立神経や内分泌系、あるいは感情や情動

行動に影響を与える」²⁾と述べている。このこ

とから、スイートオレンジを用いたアロマセラ

ピーは、Y 氏の透析治療中のストレスを緩和し

リラクゼーション効果をもたらし、情動・行動

にも変化が現れ BPSD に伴う危険行動の減少

につながったのではないかと考える。 

 

Ⅴ 結論 

1) 非薬物療法のスイートオレンジのアロマ 

オイルを用いたアロマセラピーは、リラク 

ゼーション効果があった 

2) 透析治療中のBPSD に伴う危険行動が減 

少し、安定した透析治療が行えるツールと 

なる。 

 

Ⅵ おわりに 

今回の研究では、研究対象者が Y 氏１名であ

り、統計学的な研究として有効性は立証できな

いが、結果として透析中の BPSD の伴う危険

は減少している。更に増加すると思われる透析

患者の認知症に対して、正しい知識を学び患者

を理解し非薬物療法であるアロマセラピーを

活用して、今後も認知症と向き合い、その人に

合ったケア・サポートに繋げていきたい。 
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