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看護師の表情の違いが対象者の自律神経活動に及ぼす影響
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旨

術後急性期患者は，麻酔・手術侵襲による生理機能の変化に加え，心理的にも不安やストレスを抱え
ているため，リラクセーション介入を積極的に行う必要がある．本研究は術後急性期患者に対する効果
的な介入方法を検討する目的で，患者モデルである健康な対象者 34 名に，2 名の看護師が笑顔と無表
情という異なる表情で介入をおこない，対象者のリラクセーション効果を評価した．効果指標として自
律神経活動，心拍数，呼吸数を用いた．LF/HF（交感神経活動指標）は笑顔介入後で有意に抑制された．
HF（副交感神経活動指標）は笑顔介入後に増加し，無表情介入後に抑制され，看護師の表情の違いによ
り応答に有意な差が認められた．心拍数と呼吸数は無表情介入後に有意に増加した．笑顔での看護介入
は無表情での看護介入よりも，対象者の自律神経系と循環動態を安定化させ，ストレス緩和に働くこと
が示唆され，術後急性期患者への有効性が期待できる．
キーワード：看護介入，表情，リラクセーション，自律神経活動

Original Article
Influence on the changes in autonomic nerve activities during nursing interventions using
the different facial expressions for relaxation in healthy volunteers
Mutsuko Matsumoto1), Yumiko Tawara1), Kazuko Hamai1),
Ai Saito1), Tomohiko Shimatani1)

Abstract
Postoperative patients are exposed to the surgical stress, which produces physiological and psychosocial
influences on surgery, anxiety, and depression during the early recovery period. Therefore, it is necessary to consider
the active nursing intervention. This study was designed to examine the effective method of nursing intervention for
relaxation in postoperative patients. The relaxation parameters were evaluated to the smile and deadpan expressions
by another nurse's intervention in 34 healthy subjects. Autonomic nerve activities, heart rate, and respiration rate
were used to measure the physiological reactions. LF/HF ratio (the index of sympathetic nerve activities) was
significantly decreased by the nursing intervention with expression of smile. HF (the index of parasympathetic
nerve activities) was increased by nurse's smile, and decreased by the nurse's deadpan. A significant difference was
observed between the nursing intervention with smile and the intervention with deadpan. Heart rate and respiration
rate were significantly increased by the nursing intervention with deadpan. In conclusion, the nursing intervention
with smile may be effective in the stability of the cardiovascular and autonomic nervous system, and consequently
produce an effect on the stress reduction in both healthy subjects and postoperative patients.
Key words: Nursing intervention, Facial expression, Relaxation, Autonomic nerve activities
1) 広島国際大学看護学部（Faculty of Nursing, Hiroshima International University）
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Ⅰ．はじめに

求められるのは，異常の早期発見であり，患

笑いが健康に良い効果をもたらすことは広く

者を正確に観察・報告し，緊急度に応じて迅速

知られており，近年の研究で科学的にも立証さ

に処置をする必要がある．このような中で特別

れている．笑いがもたらす身体的・精神的効果

な看護ケアをリラクセーション介入として取り

としては，免疫力向上，疼痛緩和，血糖値低下，

入れることは現実的でないうえ，麻酔・手術侵

睡眠改善，皮膚機能の回復，循環機能・自律神

襲を受けた患者に対する安全性が保障できない

経系への影響，ストレス低下，抑うつ状態の制

可能性がある．今回，安全で実践可能なリラク

御，緊張緩和，コミュニケーション機能の向上

セーション介入方法を検討するにあたり，
「笑

が明らかにされている（伊丹，2008，p.60-65；

い」を対象者への介入に応用することで，免疫

宮脇ら，2006；三宅ら，2007；三宅ら，2011）．

機能・循環機能の安定や抗ストレスに作用しう

これらの研究の多くは健康な対象者，あるいは

るのではないかと仮説を立てた．先行研究で「笑

何らかの症状があっても健康な状態が維持でき

い」の効果を看護ケアとして取り入れているも

ている対象者での検証であることから，疾患に

のは，緩和ケアや精神科看護，高齢者看護がほ

より健康障害をきたしている患者に笑いを適用

とんどであり，術後や救急など集中ケアが必要

した場合は，さらに大きな効果や症状の改善に

な患者に対してはされていない．さらに，
「笑い」

つながる可能性がある．これらの効果のうち特

により，笑った本人の健康を向上させることは

に，免疫力向上，疼痛緩和，睡眠改善，循環機

明らかになっているが，他者の健康に良い影響

能・自律神経系への影響，ストレス低下，緊張

を及ぼすかどうかは不明である．

緩和が同時期にすべて必要で，その効果が期待

「笑い」にはさまざまな分類があるが，本研

される対象としては，術後急性期にある患者が

究における「笑い」とは，
看護師がおこなう「社

該当するのではないかと思われる．

交上の笑い」として，対人関係をスムーズにす

術後急性期の患者は，麻酔侵襲や手術侵襲に

るために看護師が用いる「意識的な笑い」
（志

よる生理機能の変化，術後痛や点滴のライン・

水ら，1995，p.44-61）を指し，形態的には，顎

ドレーン挿入による不快感，不安や緊張が加

がわずかに下に引かれ，口は閉じているかやや

わった高ストレス状態にある．特に，傷害期と

開いている「微笑」（三宅ら，2007）をたたえ

いわれる術直後から術後 3 日目までは，侵襲に

た表情である笑顔を意図している．術後患者に

対する生体反応として，視床下部－下垂体－副

対して，他者である看護師が笑顔で介入するこ

腎皮質系と自律神経系－副腎皮質系が活性化さ

とで，患者が安堵感を抱き，手術に伴う緊張が

れ，代謝・循環・内分泌・免疫系をはじめとし

緩和されるかどうか，患者のリラクセーション

た全身的変化が惹起される．これにより，生命

につながるかどうかを明らかにすることは，術

徴候の不安定化をもたらしうるため，傷害期に

後患者や集中ケアが必要な患者に対する看護介

ある患者はさまざまな合併症の発症リスクや術

入への示唆となるものと考える．

後回復遅延のリスクにさらされている．患者の

本研究は，術後急性期患者のストレス緩和に

全身状態の安定化を図り，早期回復に向けた看

向けた効果的なリラクセーション介入方法を検

護として，リラクセーション介入を積極的に実

討する基礎研究として，模擬患者である対象者

践する必要性は高いと考える．

に，看護師が笑顔と無表情での看護介入をおこ

他方，術後急性期患者の看護として優先的に

なった際，対象者のリラクセーションに現れる
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反応の違いを生理的指標から明らかにすること

た「アイコンタクト（患者に向けられた凝視を

を目的とした．

指し，患者と目を合わせること）
」，「うなずき
（頭部のうなずきを指す）」，「微笑（微笑むこ

Ⅱ．研究方法

と）
」，「身を乗り出す（患者に向けて前かがみ，

１．対象者

近づいて座位などになること）
」，「感情的タッ

対象者は循環器系に基礎疾患を有さない健康

チ（自発的で感情的な接触）
」，「手段的タッチ

な学生 34 名（男性 18 名，女性 16 名；平均年

（看護行為を実行する際の身体接触）
」を参考に

齢 20.9 ± 0.2 歳）である．本研究において，対

シナリオ化した．看護師 A は，笑顔で対象者

象者は術後疼痛のある患者モデルとなるため，

と目を合わせながら手術終了を労い，相手の笑

急性期患者の状態を既習した本学看護学部 3 ～

みを引き出すよう関わるというシナリオとし，

4 年生で，研究の目的・方法等に同意が得られ

対象者が笑うか笑わないかは対象者の任意とし

た者を対象とした．本研究でリラクセーション

た．看護師 B は，無表情で対象者と目を合わ

の効果指標とする自律神経活動は，食事，運動

せずに手術終了を労い，常に対象者以外に視線

によって影響を受ける（林，2011，p.8）ため，

をおきながら関わるというシナリオとした．看

実験開始前 30 分間は食事を摂取しないこと，

護師 A と B の介入の共通点は，言語的コミュ

カフェインを控えること，実験前に激しい運動

ニケーションで手術を労う同じ言葉を発してい

を避けることをあらかじめ依頼した．

ること，「手段的タッチ」として，同様にバイ
タルサインの測定をすること，
「身を乗り出す」

２．実験期間および実験条件（看護介入場面）
実 験 は 2010 年 8 月 か ら 9 月 に 実 施 し た．

「感情的タッチ」は敢えておこなわないことと
した点である．非言語的コミュニケーションの

自律神経活動のサーカディアンリズム（林，

うち，
「アイコンタクト」，
「うなずき」，
「微笑」は，

2011，p.7）を考慮し，実験をおこなう時間を

看護師がおこなうコミュニケーション技術とし

12 時から 17 時までとした．実験室内の温湿度

て出現率が高く（岩脇ら，2007），言語的コミュ

環境を保つため，エアコンを 26℃に設定し，

ニケーションの機能的スキルである人間関係形

室温 28.3 ± 0.2℃，湿度 57.2 ± 0.8％の環境下

成スキル，情報収集スキル，教育カウンセリン

で実験をおこなった．

グスキルとの関連が認められていることから，

実験の所要時間は 30 分間であり，実験条件

これらを看護師 A と B の介入の相違点とした．

として，看護師が対象者に笑顔で介入する場面

看護師 A，B はいずれも対象者と面識のない

と無表情で介入する場面を設定し，両実験を同

看護師 2 名とし，実験開始までにシナリオに

日に行った．看護介入の場面は，急性期看護に

沿った一定の介入方法を熟知してもらった．さ

おいて最も頻繁に行なわれている術後のバイタ

らに，事前に研究者が看護師 2 名の介入時の表

ルサイン（血圧，脈拍数，呼吸数，SpO2）測定

情と行動をチェックし，バイタルサイン測定手

時とし，笑顔の看護師 A と無表情の看護師 B

技にばらつきがないことを確認した．

の 2 名が同一対象者に異なる表情で関わる介入
をおこなった．

３．実験方法

看護介入時の表情は，岩脇ら（2007）が看護

１）患者モデルの作成

師の非言語的コミュニケーションとして分類し
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ハーフパンツで実験室に入室し，着衣の上から

Frequency; LF），0.15Hz ～ 0.40Hz を高周波成分

ガウンタイプの病衣を着た状態で，頭側に酸素・

（High Frequency; HF）と定義した．HF は心臓

吸引を配置した術後ベッドに臥床した．対象者

副交感神経活動のみを反映するが，LF は心臓

に対する術後患者モデルの作成は研究者がおこ

交感神経活動と心臓副交感神経活動を含む（日

なった．対象者の左前腕に模擬静脈点滴とし

本自律神経学会，2007，p.165）ため，得られ

て，輸液ボトルに接続した輸液ルートと三方活

た LF，HF から比を求め，LF/HF は交感神経活

栓，延長チューブを固定した後，腹部に術後疼

動，HF は副交感神経活動を反映する指標とし

痛の代用として低周波治療器（パルスキュアー

た．また，呼吸の回数は心拍変動に大きく影響

プロ KR-70, OG 技研）のパットを貼った（図 1）．

を及ぼすことから，呼吸周波数が 0.15Hz 以上（9

低周波の出力は肩こりで通常に使用する程度の

回／分以上に相当）で，心拍呼吸比≧ 2.0 以上

周波数 1 ～ 2Hz とした．術後疼痛に類似した

であること（井上，2010，p.95；林，p.14）を

刺激を得るため，TENS モード（パルス幅 50 s

確認するために，LF，HF，心拍数のデータと

の双方向性方形波）による間欠的通電に設定し

同時に，呼吸センサーによる胸郭の動きから呼

た．

吸数の連続データを得た．

図２．自律神経機能計測システム装着の様子
図１．低周波治療器のパット貼付位置
３）実験手順
２）自律神経活動の計測

模擬点滴，疼痛刺激用のパット貼付，自律神

模擬静脈点滴と低周波治療器の準備後，自

経機能計測システムの装着という状態に慣れ

律 神 経 機 能 計 測 シ ス テ ム（ProComp Infinity

てもらうため，仰臥位のまま 5 分間の安静時間

System，Thought Technology） の 指 尖 容 積 脈 波

をとった．その後，低周波治療器による腹部へ

センサーを対象者の左第 3 指に，呼吸センサー

の微弱電流刺激を開始し，さらに 5 分間ベッド

を胸部に装着した（図 2）．各センサーからの

上安静とした．この間に研究者と看護師が入れ

データはコンピュータに直接取り込み，付属の

替わり，研究者は対象者の視界に入らない場所

ソフトウェア BioGraph を用いて，指尖容積脈

で，看護介入中の対象者の反応を観察した．一

波から心拍数と周波数解析をおこなった．心拍

人の対象者あたり，看護師 A による笑顔での

変動の周波数 0.04 ～ 0.15Hz を低周波成分（Low

看護介入と，看護師 B による無表情での看護
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介入の両方をおこなった．介入順序については，

いては 1 回目，2 回目のデータを笑顔と無表情

1 回目に笑顔の介入から始まり，2 回目に無表

別のデータに入れ替えた上で，安静時（疼痛刺

情の介入を受ける対象者と，その逆の順序で介

激有り）からそれぞれの介入後との変化量を求

入を受ける対象者では，ストレスやリラクセー

め，介入時の表情の違いによる自律神経活動，

ションを反映する自律神経活動に違いが生じる

心拍数，呼吸数の差，および介入の順序による

可能性があるため，これを考慮し，介入順序は

差について，paired t-test を用いて検定した．有

ランダムとした．

意水準は p ＜ 0.05 とした．

プロトコールとしては，機器装着時（疼痛刺
激なし）のベッド上安静（5 分間）→疼痛刺激

５．倫理的配慮

有りのベッド上安静（5 分間）→ 1 回目の看護

研究目的，意義，方法，研究協力の任意性，

介入として，対象者に笑顔もしくは無表情で術

途中辞退の自由，匿名性を保持し結果は統計的

後のバイタルサインを測定（5 分間）→ 1 回目

に処理すること等について，書面および口頭で

の看護介入後のベッド上安静（5 分間）→ 2 回

説明を行い，署名をもって同意とした．
本実験において，対象者は腹部に低周波治療

目の看護介入として，対象者に無表情もしくは
笑顔で術後のバイタルサインを測定（5 分間）

器による微弱電流刺激を受けるため，使用する

→ 2 回目の看護介入後のベッド上安静 5 分間と

低周波治療器が管理医療機器として登録された

し，計 30 分間のデータを収集した．

ものであること，安全装置の過電流保護及び出
力零位置開始保護機能を有していることを説明
するとともに，万が一，皮膚の軽度熱傷，痛み

４．データ分析
看護介入中の対象者の反応については，看護

刺激に伴う不快症状があればすぐに実験を中断

介入を受けている間の表情，体の動き，発言の

することを約束した．なお，実験は広島国際大

有無を研究者 2 名で観察した．また，実験終了

学看護学部倫理委員会の承認を得て実施した．

後に別室で，各看護介入時に感じた思いや気分
を聴取し，対象者に内容を確認しながら記録し

Ⅲ．結果

た．

１．看護介入に対する対象者の反応

対象者 34 名の自律神経活動のデータについ

術後疼痛の代用として用いた低周波の出力

ては，機器装着時（疼痛刺激なし）のベッド上

は，周波数 1 ～ 2Hz を原則として対象者が腹

安静，疼痛刺激有りのベッド上安静，1 回目看

部に刺激を感じる程度とし，平均の周波数は 2.2

護介入時，1 回目介入後，2 回目看護介入時，2

± 0.3Hz であった．刺激を加えた 25 分間の間，

回目介入後の 6 時点，各 5 分間の LF/HF（交

不快症状の訴えは無く，実験終了時にも発赤等

感神経活動），HF（副交感神経活動），心拍数，

の皮膚変化は認められなかった．

呼吸数のデータを 1 分毎に平均化し，平均値±

看護介入の順序については，対象者によって

標準誤差を求めた．患者モデルとして，疼痛刺

1 回目に笑顔での介入から始まる場合と無表情

激がある上での看護介入による効果をみるた

での介入から始まる場合とがあり，1 回目が笑

め，図 3 に示すように，疼痛刺激有りのベッド

顔（看護師 A）であったのは 17 名，無表情（看

上安静，1 回目の看護介入後，2 回目の看護介

護師 B）であったのは 17 名で同数であった．

入後の 3 時点を分析対象とした．看護介入につ
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の看護師 A が笑みを引き出すように関わると，

点，すなわち安静時（疼痛刺激有り）
，笑顔で

多くの対象者はつられて笑顔を見せていた．看

の看護介入後，無表情での看護介入後における

護師 A と目を合わせる，うなずく，
「大丈夫です」

対象者 34 名の LF/HF（交感神経活動），HF（副

等の返事をする，看護師 A を目で追うなどの

交感神経活動）
，心拍数，呼吸数の実測平均値

反応が見られた．無表情の看護師 B が介入し

を以下に示す．LF/HF（交感神経活動）は安静

た際は，対象者も無表情になり閉眼しているこ

時で 1.5 ± 0.2，笑顔介入後で 1.1 ± 0.1，無表

とが多い，看護師 B の指示（腕を挙げるなど）

情介入後で 1.4 ± 0.1 であった．HF（副交感神

に返事をしない，体に触れられビクッとする，

経活動）は安静時で 33.1 ± 3.3nu，笑顔介入後

ため息をつくなどの反応が見られた．

で 34.7 ± 1.9 nu，無表情介入後で 30.4 ± 0.9 nu

実験終了後の感想では，笑顔での看護介入に

であった．心拍数は安静時で 69.0 ± 0.5b.p.m.，

対しては，
「いたれりつくせりでリラックスし

笑顔介入後で 69.4 ± 0.3 b.p.m.，無表情介入後

た」
，「気遣ってくれていると感じた」
，「答えた

で 71.1 ± 0.2 b.p.m. であった．呼吸数は安静時

い，話したい」
，
「環境も同時に見てくれていた」，

で 15.3 ± 0.1 b.p.m.，笑顔介入後で 15.3 ± 0.2

「痛みが強くなったら対応してもらえると安心
した」との意見があった．無表情での看護介入

b.p.m.，無表情介入後で 15.8 ± 0.1 b.p.m. であっ
た．

に対しては，「こわい，緊張する」，「その態度
はないだろう」，「気まずいから早く終わって欲
しい」
，「単に作業をしている感じ」
，「血圧測定
が痛かった」と述べていた．対象者によって表
現の程度はさまざまであったが，笑顔での介入
については肯定的な発言，無表情での介入につ
いては否定的な発言が多く，逆は無かった．
２．看護介入による自律神経活動，心拍数，呼
吸数の変化
30 分間の実験中の自律神経活動，心拍数，
呼吸数の経時的変化の典型例を図 3 に示した．
この例では 1 回目の介入が笑顔，2 回目の介入
が無表情であった．HF（副交感神経活動）は
機器装着後の安静時に比べ，腹部に疼痛刺激が
加わった時点で増加がみられた．LF/HF（交感
神経活動）と HF（副交感神経活動）の波形に
は，増加－抑制の変動バランスが現れており，

図３．LF/HF，HF，心拍数，呼吸数の経時的変化
（典型例）と解析部分

特に 1 回目，2 回目の介入後の安静時間におけ
る呼吸数の減少に伴う LF/HF（交感神経活動）

自律神経活動の実測値は対象者個人によって

と HF（副交感神経活動）の変動が顕著であった．

ばらつきが大きいため，各看護介入による影響

図 3 に解析部分として網かけで示した 3 時

がより明確になるよう，対象者ごとに安静時と
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各看護介入後の変化量を求めたものを平均化し

b.p.m. とほとんど変化がなく，無表情介入後に

た．図 4 と図 5 は，対象者 34 名の安静時（疼

は 0.4 ± 0.0 b.p.m. 増加した．介入間で呼吸数

痛刺激有り）と各看護介入後の LF/HF（交感神

に有意な差（p ＜ 0.05）が認められた（図 5）．

経活動），HF（副交感神経活動），心拍数，呼

看護介入順序の違いによる影響については，

吸数の変化量を示した図である．LF/HF（交感

LF/HF（交感神経活動），HF（副交感神経活動），

神経活動）は安静時に比べて，笑顔介入後には

心拍数，呼吸数ともに介入順序による有意な差

0.4 ± 0.2 抑制され，無表情介入後には 0.1 ±

はみられなかった．

0.2 抑制された．笑顔介入後と無表情介入後で
LF/HF（交感神経活動）の抑制の程度に有意な

Ⅳ．考察

差（p ＜ 0.01）が認められた．HF（副交感神経

１．看護師の表情の違いが自律神経活動に及ぼ

活動）は安静時に比べて，笑顔介入後には 1.6

す影響
本研究でリラクセーションの生理的指標とし

nu 抑制された．笑顔と無表情の介入間で HF（副

て用いた自律神経活動や心拍数，血圧等の心血

交感神経活動）の応答に有意な差（p ＜ 0.05）

管系指標はストレス状態を測定するための有用

が認められた（図 4）．心拍数は安静時に比べ

なツール（矢島ら，2010；長坂ら，2003）とし

て，笑顔介入後には 0.5 ± 0.2b.p.m. 増加し，無

てよく知られている．非侵襲的手法を用いて得

表情介入後には 2.2 ± 0.3 b.p.m. 増加し，介入

た心拍変動の周波数解析から LF 成分，HF 成

間で有意な差（p ＜ 0.01）が認められた．呼吸

分を連続的に測定でき，LF/ HF と合わせて交

数は安静時に比べて，笑顔介入後では 0.0 ± 0.1

感神経－副交感神経バランスの変化を評価でき

HF の変化量（nu）

呼吸数の変化量（b.p.m.)

LF/HF の変化量

心拍数の変化量（b.p.m.)

± 1.4 nu 増加し，無表情介入後には 2.6 ± 2.4

図４．看護介入による LF/HF，HF の変化量（n=34）
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図５．看護介入による心拍数，
呼吸数の変化量（n=34）

看護師の表情の違いが対象者の自律神経活動に及ぼす影響

ることから，本研究のように看護師の表情の違

情介入後で抑制され，介入別にみると笑顔介入

いによる対象者の反応といった微細な変化をと

後で有意に抑制（p ＜ 0.01）されていた．HF（副

らえるのに適していると考えられる．

交感神経活動）は，安静時に比べて笑顔介入後

本研究は，術後急性期患者に対する効果的な

には増加し，無表情介入後には抑制され，介入

リラクセーション介入を検討する目的であり，

別にみると笑顔介入後で有意に増加（p ＜ 0.05）

その前段階である今回の実験において，対象者

していた．これらのことから，笑顔での看護介

は術後疼痛のある患者モデルとして腹部に代用

入は無表情での介入よりも，有意に対象者のリ

刺激を受けるため，疼痛がある状態が安静時の

ラクセーションをもたらすといえる．模擬患者

データとなる（図 3）．安静時の値は，LF/HF（交

である健康な対象者に，笑顔と無表情の介入を

感神経活動）が 1.5 ± 0.2，HF（副交感神経活動）

おこなった際の唾液α－アミラーゼ活性値の変

が 33.1 ± 3.3nu であった．これまでの研究で集

動を調べた筆者らの研究（松本ら，2012）にお

積されてきた安静時の基準値（林，2011，p.6）は，

いても，笑顔での看護介入により唾液α－アミ

LF/HF が 1.5 ～ 2.0，HF が 29.0 ± 3.0nu である．

ラーゼ活性値が低下したことから，笑顔での介

本研究において，HF（副交感神経活動）は機

入は対象者のストレス緩和につながると考えら

器装着後の安静時に比べ，腹部に疼痛刺激が加

れる．また唾液α－アミラーゼ活性値は，看護

わった時点で増加（図 3）したため，これが基

介入順序によって影響を受け，1 回目の看護介

準値からの若干の逸脱に関係している可能性は

入が笑顔の場合は値が減少するが，その後に無

あるが，同時点の LF/HF（交感神経活動）はむ

表情で介入すると有意に増加すること，一方，

しろ抑制されていることから，腹部の疼痛刺激

1 回目の看護介入が無表情の場合は値が増加す

は侵害刺激となっていないことがわかる．患者

るが，その後に笑顔で介入しても高い値のまま

モデルとして点滴ルートや疼痛刺激，自律神経

維持されたという知見から，無表情での介入は

計測システムのセンサー装着という状態は，対

対象者にとって，ストレス刺激になりうること

象者にとっても初めての体験であり，多少の拘

が示唆される．
本実験中の対象者の反応を観察した結果，笑

束感や緊張はあったと思われるが，モニタ波形

顔の介入に対して対象者はつられて笑うという

上，安定状態が維持されていた．
一方，看護介入中，看護師がバイタルサイン

反応を示し，逆に看護師が無表情で介入すると，

測定のため対象者の体に触れ，声を掛ける，動

対象者も無表情で閉眼するなどの相互作用がみ

作を指示する等の刺激を加えることに反応し

られていた．志水ら（1994，p.32）は，快の笑

て，対象者は自発的に体動や返答をしており，

いでは基本的に副交感神経系が優位になり，身

自律神経活動のモニタ波形もこれらの動作に鋭

体はリラックスし，免疫力が高まると述べてお

敏に応答していた．対象者による自発的動作の

り，石原（2007）の研究においてもユーモアを

影響と個人による自律神経活動応答のばらつき

感じて自発的に惹起された笑いの後，副交感神

をできるだけ排除し，看護介入が対象者に及ぼ

経活動が有意に上昇したという結果が得られて

したストレスあるいはリラクセーションを評価

いる．本研究の結果と照合させて考えると，
「笑

するために，介入後 5 分間の変化量で分析をし

い」の効果は笑った本人の健康を向上させるだ

た．図 4 に示したように，LF/HF（交感神経活

けでなく，関わりあいを通じて他者の免疫力や

動）は，安静時に比べて笑顔介入後および無表

ストレス緩和に働きかける可能性を示唆してい
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る．術後患者など集中ケアが必要な患者に対す

ンにつながるといえる．

る看護介入として効果が期待できると考えられ

心拍変動については，年齢，食事，ストレス
の有無，運動，呼吸（日本自律神経学会，p.61），

る．

閉経（Sato & Miyake, 2004）との関連について
２．心拍数・呼吸数と自律神経応答の関係

のエビデンスはあるが，何らかの刺激中の心拍

先に述べた筆者らの研究（松本ら，2012）に

変動に関しての知見は必ずしも一致していない

おいて，模擬患者である健康な対象者に，笑顔

（林，2011，p.6）と言われている．今までに計

と無表情の介入をおこなった際のバイタルサイ

算課題やスピーチ課題等のストレス負荷によ

ンの変化を調べたところ，笑顔での介入時に比

る心拍変動，心拍数（梅野ら，2000；矢島ら，

べ，無表情で介入を受けた時には，対象者の平

2010）への影響，温熱刺激による自律神経活動，

均血圧は有意に上昇し，脈拍数は有意に増加し

心拍数，表面および深部温（加藤，2011；金子ら，

ていた．今回の研究においても，心拍数と呼吸

2012；落合，2001）への影響等が調べられてお

数のデータは笑顔介入後よりも無表情介入後に

り，刺激前から刺激中，刺激後の連続データで

有意に値が増加（それぞれ p ＜ 0.01，p ＜ 0.05）

ストレス反応やリラクセーション効果が評価さ

しており（図 5），この所見からも無表情での

れている．また，起立による心拍変動（阿部ら，

看護介入のほうが対象者にストレスをもたらす

2001）の影響，段階的なギャッジアップと身体

といえる．心拍数の上昇時には R-R 間隔が小

動作という二重負荷による自律神経活動，血圧，

さくなり HF（副交感神経活動）の振幅が小さ

心拍数（村上ら，2010）への影響のように，対

くなる（林，2011，p.14）ことから，精神的ス

象者の動作に伴って変動する生理的指標からス

トレスで HF は抑制され，HR は上昇すること

トレス反応やリラクセーション効果を評価する

が明らかにされている．本研究においても，無

場合には，刺激前，刺激中，刺激後の平均デー

表情介入時に心拍数が上昇し，HF は抑制した

タからの検討がなされている．本研究において

ことから一致している．また呼吸数と自律神経

も，看護介入時に看護師が対象者の体に触れる，

活動の関係については，呼吸数や一回換気量は

対象者が自発的に体動するなどの複合的な刺激

心拍変動に大きく影響を及ぼすことはよく知ら

による自律神経活動の変動があり，平均データ

れており，呼吸数が増えると HF（副交感神経

での比較検討を選択した．今後も何らかの刺激

活動）の振幅は小さくなり，呼吸数が減ると

や症状に伴う自律神経活動の変動について，健

HF（副交感神経活動）の振幅は大きくなる（井

常者や患者の基礎データを集積し活用に向けた

上，2010，p.95；林，2011，p.14）．本研究の典

検討が必要と思われる．

型例（図 3）においてもこの応答が確認でき，
介入後の呼吸数の減少に伴って HF（副交感神

３．本研究の限界と課題

経活動）は増加していた．さらに 34 名の平均

今回，健康な対象者を術後患者のモデルとし

（図 4，図 5）から介入別にみても，笑顔介入後

てデータ収集するにあたり，模擬点滴，疼痛の

よりも無表情介入後に有意に呼吸数が増加し，

代用刺激，術後ベッドの設置，病衣着用，面識

HF は（副交感神経活動）は抑制されていた．

のない実際の看護師 2 名，異なる表情での看護

以上のことから，笑顔での看護介入は無表情で

介入のシナリオ，術後のバイタルサイン測定の

の介入よりも，有意に対象者のリラクセーショ

実演等の工夫をおこなった．とはいえ，その状
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況が必ずしも術後患者のストレスフルな状況

対象者の自律神経活動，心拍数，呼吸数を安

を反映しているとは言えず，患者モデルとし

定化させることから，リラクセーション介入

ての限界を念頭に置く必要がある．海外ではク

として活用できることが示唆された．

リティカルな患者に対する介入研究（Dean &
Major, 2008; Karlsson, Forsberg, & Bergbom, 2012;

附記

Baillie, 2009）がなされているように，日本に

本研究は，平成 22-24 年度科学研究費助成事

おいても術後や救急など集中ケアが必要な患者

業（科学研究費補助金）挑戦的萌芽研究（課題

に対して，介入研究を進めていく必要がある．

番号 22659406）の助成によっておこなった研
究の一部である．

本研究で用いた方法は，看護師が笑顔で対象
者に介入をおこなうという単純なものであり，
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