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全身麻酔後の創痛緩和の試み
～音楽療法を用いて～

発 表 者 安部 由希乃 （大分県：豊後大野市民病院）

共同研究者 佐藤 友里恵、安部 悠子、吉川 裕子、佐藤 沙知子、元木 恵美
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�．はじめに
当病棟では平成２４年度に手術が２１１例行われ

た。全身麻酔１１９例、腰椎麻酔９２例であった。手

術後、体位変換・薬剤使用で創痛緩和を図った

が十分とはいえなかった。そこで鎮痛剤の他に

も手段はないかと考え音楽療法に着目した。

音楽療法はこころの癒し、ストレス解消、リ

ラクゼーションに効果があると注目され、一部

の医療現場では積極的に取り入れられている。

東田ら１）は「痛みという感覚が不安・心配・恐怖

心等の心理的影響により増強されることはよく

知られており、音楽には精神的緊張や不安を緩

和させる作用がある」と述べている。

今回、手術後の創痛緩和に音楽療法は効果が

あるのか取り組んだので、ここに報告する。
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�．目的
腹腔鏡下手術後の患者に対して、癒しの音楽

を流すことで創痛の緩和が図れるかを検証す

る。
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�．研究方法
１．研究期間：

平成２４年８月１日～１１月３０日

２．対象：

当院２病棟に入院する消化器外科の以下

１）～５）の条件を満たす患者

１）全身麻酔下で腹腔鏡下手術を受ける患者

２）事前に研究に同意をしている

３）術後個室に入室する
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４）難聴がない、コミュニケーションがとれ

る。難聴があっても補聴器を使用できる。

５）予定手術
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３．方法

手術当日、ラジカセ（パーソナルMDシステ

ム、品番：RX−mdx７７）を患者の頭元から１m

離れた場所に設置する。術後２時間目から６時

間目までの計４時間、音楽を流す。ボリューム

は１４（騒音計にて３０～４０db）で１枚の音楽 CD

を流す。

創痛チェック表に沿い、創痛の程度と睡眠状

態を翌朝安静解除されるまでバイタル測定と同

じ２時間おきにチェックする。
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創痛チェック表の評価についてはフェイスス

ケール０～５点を用い、睡眠状況は覚醒を「１」、

声かけにボーっとしているは「２」、入眠を「３」

とした。

術後３日目、音楽の主観的効果を問う質問紙

と封筒を手渡しした。自己記入できる患者には

質問紙記入後、封筒に入れ回収ボックスに投函

してもらった。自己記入出来ない患者は質問紙

に沿って聴取し回収した。

４．論理的配慮

プライバシーの保護及び医療機関等の守秘義

務について

１）研究への参加・協力は患者の自由意思に

よって行われる事を説明する。

２）同意した場合であっても、途中で辞める

ことが出来ることを説明する。

３）不同意の場合であっても不利益を被るこ

とはないことを説明する。

４）個人が特定されないように氏名・術式・

入院日・手術日は記載せず、匿名とする。

５）研究で得られたデータ及び結果は目的以

外に用いることはない。

６）研究が終わればデータは破棄する。
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�．結果
１．対象者の概要

年齢は６０代２名、８０代３名、９０代１名。性別

は男性３名、女性３名の計６名であった。
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２．創痛の変化

鎮痛剤は、帰室時に４名、帰室４時間後に腰

痛のため１名の使用であった。

フェイススケールについては表１に示す。

表１ フェイススケールと睡眠の推移

 

音楽を開始してフェイススケールの値が下

がった（痛みが軽減した）患者は６人中５名で

あった。

痛みの平均値は、術後２時間目はフェイスス

ケール２点で経過したが術後４時間目からは１

点、術後８時間目より０点である。
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３．睡眠

睡眠状況は音楽が流れる間はどの患者も入眠

しなかった。A氏は術直後より入眠されていた

が、その他の５名は睡眠状況１の「覚醒」で経

過した。

音楽開始２時間後は６名覚醒しており、うち

２名は傾眠的であった。しかし、音楽中止後は

入眠される患者もみられた。
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４．音楽の主観的効果

質問紙の回収率は１００％であった。質問項目と

回答については表２に示す。

表２ 質問紙調査の結果

質問紙４「音楽を聴いた後の創痛の変化」で

は「変化なし」と答えた患者は４名だった。

質問紙３「音楽を聞いて不快の有無」につい

ては「不快でない」と答えた患者は５名。また、

質問紙６「手術当日の睡眠」については５名が

「よく眠れた」と答えた。
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�．考察
音楽開始後フェイススケールは音楽を流す前

より下方に変化したことから創痛緩和に効果が

あると考えられる。音楽開始２時間後、フェイ

ススケールの値が改善したのは５名である。し

かし、４名が帰室時に鎮痛剤を使用しており一

概に音楽療法の効果だけとは言い難い。質問紙

４「音楽を聞いた後の創痛の変化」では４名が

変化なしと答えている。これは鎮痛剤使用後の

ため、音楽との関連性が感じられなかったので

はないか。

音楽を流し始めて、硬膜外チューブも鎮痛剤

もなく創痛が緩和した患者は１名おり、音楽の

効果があったといえる。質問紙４でも痛みが軽

減したと１名が答えており、これらの結果は一

致している。
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睡眠について音楽開始後のチェックリストで

は睡眠状況の変化はみられず全員が覚醒してい

た。しかし、手術後の経過時間には個人差があ

るため、日常生活の睡眠時間と照らし合わせて

考えると２２時からの時間帯は入眠傾向である。

川上ら２）は「音楽を流すことによりフェイスス

ケール、精神面とのリラックス効果を認めた」、

と述べている。今回の研究でも質問紙では５人

が良く眠れたと答えており、術後当日という特

異な状況下であるにも関わらず、熟睡感をもた

らす事ができたのは音楽療法の効果ではないか

と考える。
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慢性期意識障害患者への背面開放座位と足浴を用いた介入の効果
～４事例の試み～

発 表 者 橋本 真介 （鳥取県：南部町国民健康保険西伯病院）

共同研究者 矢田貝 奈緒子
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�．結論
１．音楽療法は精神的安定に効果がある。

２．音楽療法によりフェイススケールの点数は下

がった。しかし、鎮痛剤の使用もあったため、

音楽療法の効果だけとは一概に言えない。
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慢性期意識障害患者の意識レベル改善を試み

て、背面開放座位と足浴による温熱刺激を用い

て、西伯病院、看護師、橋本真介です。よろし

くお願いします。
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