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【研究報告】

東日本大震災被災地における看護職の震災に関する語りの
記述とアロマセラピーによるリラクセーションケアの意味
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東日本大震災被災地における看護職の震災の語りを記述すること，アロマセラピーによるリラクセーション
ケアの意味を明らかにすることを目的とした。被災地の看護職 14 名に約 40 分間のアロママッサージを通し語
りのデータを収集し，質的帰納的に分析した。被災体験として【混乱下で家族より仕事を優先し患者のケアに
あたった】【仕事の中で常に患者の被災体験・苦悩に直面する】【仕事に専念することで震災を乗り越えさらに
向上を目指す】
【被災しなかったことへの気兼ねや周囲への気遣いがあり正直な気持ちを表現できない】など
６カテゴリ、ケアの意味として【不調に気づき心身が癒されることで仕事へのモチベーションにつながる】【仕
事を離れ気持ちを表出し自分と向き合う時間になる】の２カテゴリが把握された。看護職という職務に特有の
経験をし，ケアは，自分と向き合い，仕事へのモチベーションを高める時間となっていた。
【キーワード】災害，看護師，アロマセラピー，ストレスケア

Ⅰ．はじめに

くてはならない。支援活動時のストレスは，のちの

2011年３月11日に発災した東日本大震災（以後，

心身の変調にも影響を与えている（小林他，2010）。

震災とする）では，東北地方の太平洋沿岸に広範囲

また，看護師は，震災に関する外傷後ストレス障害

に未曾有の被害をもたらした。この震災の特徴は，

のハイリスク者であり（大澤，廣常，加藤，2006），

死者数が多く悲惨な状況を目にした人が多いこと，

看護職への中長期的なこころのケアの継続，ストレ

地震に加えて津波の被害により家財道具などの喪失

スマネジメントの必要性が示唆されている（大澤他

が多かったこと，安否不明者が多く喪の作業が進ま

2006；内海，宮井，加藤，2010；小林他2010）。国

なかったこと，被害が広範囲にわたり，交通アクセ

外では，災害後の PTSD に対するリラクセーショ

スが悪く，救援に時間を要したことなどである。ま

ンの有効性についても報告されている（Hodfoll et

た，当該地はもともと医療機関が少なく，心理の専

al., 2007）が，国内の災害後のストレスマネジメン

門家も少なかったことから，発災直後から，外部か

トにおいては，具体的な実践例の報告はない。過去

らの医療活動と平行し，こころのケアとして精神保

の経験からも発災直後に機能していた医療機関の看

健活動が展開された。1995年の阪神・淡路大震災で

護師に対するケアのニーズは高いといえ，国内での

の教訓から，こころのケアへの関心が高まっており，

ケアの実践の試みが必要である。さらに，阪神・淡

それ以後の自然災害では精神保健活動が展開される

路大震災をはじめとする災害の現場で，看護職が被

ことが着実に増えている（加藤，藤井，後藤，福原，

災者でありながら救援者としてどのように職務を遂

神吉，2005）。しかし，阪神・淡路大震災から15年

行し，被災者として生活してきたのか，被災に関す

以上が経過しても，未だに PTSD や心身の不調に

る記述はされていない。そこで，本研究では，震災

苦しむ被災者や遺族の存在が知られている（宮井，

後約1年半の時点での看護職の語りから，震災後の

内海，大和田，加藤，2010）。特に被災地の看護職は，

医療現場や生活において何が起こり，看護職はどの

被災者でありながら救援・支援者の役割を果たさな

ような思いを抱き職務を継続し，生活をしているの
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か，震災に関する体験や状況・思いを記述すること

る精油は，リラクセーション効果を期待し，ラベン

で，被災地における看護職者支援の一助になると考

ダー（Lavandula angustifolia）とフランキンセン

えた。さらに，リラクセーションケアの意味を考察

ス（Boswellia cariterii）をホホバオイルに１％希

することで，中長期的な支援のニーズを明らかにで

釈しマッサージオイルとした。協力者には，香りの

きるのではないかと考えた。

嗜好を確認し使用した。なお，パッチテストを行う
ことができなかったため，アレルギーや皮膚の状態

Ⅱ．研究目的

を確認し，トラブル発生時の対応について説明の上

被災地における看護職の震災に関する語りを記述

実施した。施術は院内の個室を使用しプライバシー

する。さらに，アロマオイルを用いたマッサージに

の保護に努めた。施術は手技の統一性の保証，協力

よるリラクセーションケアの意味を明らかにする。

者との関係性を一定に保つため，アロマセラピーの
民間資格を持つ，研究代表者一人で行った。

Ⅲ．用語の定義

３）介入後のコンサルテーション

体験：被災地の医療現場で起こっている事象の全

アロママッサージを受けた感想として，「如何で

容を捉えるため「看護職が，震災後の医療現場で職

したか？」
「（身体）
（気持ち）は楽になりましたか？」

務を続けている状況やそれに関連する思い」と定義

など状況に応じた問いかけをした。

した。

４）データ収集方法
１）～３）の過程において，全ての語りをデータ

Ⅳ．研究方法

として，許可を得て IC レコーダーで記録した。収

本研究では，アロマセラピーというリラクセー

集に際しては，なるべく自然に語っていただける様，

ション効果の高い手法を用い，リラックス感の高ま

上記以外の質問はなるべくしないようにし，相槌は，

りにより対象者の言葉を引き出す方法を選択した。

否定・肯定の評価をもたらさないように心がけた。

アロママッサージによる，芳香性の精油の作用に加

なお，介入前コンサルテーションの質問項目への回

えて，タッチの効果により，研究者と研究協力者が

答は“語り”とは区別し，分析から除外した。

初対面であっても協力者の「思い」が自然に語られ

４．データの分析方法

る場を作り出すことになると考える。また，同時に

全過程における語りのデータは，協力者別に逐語

リラクセーションによるケアの意味を考察するた

録を作成し，医療現場の状況や看護職の体験など，

め，アロママッサージを用いることとした。

震災に関連する内容，およびケアの意味に関する内

１．研究協力者

容を抽出した。データの意味内容を損なわないよう

東日本大震災により被災した地域にある病院で，

にコード化し，内容の類似性に基づき類別しサブカ

かつ，震災当時に機能していた A 病院に勤務する

テゴリにし，さらにカテゴリとしてまとめた。カテ

看護職。院内メールで公募により参加者を募った。

ゴリは，その内容や性質を現す言葉で命名した。分

公募時には，リラクセーション目的のアロママッ

析には，質的研究の経験者にスーパーバイズを得て，

サージを行い，震災に関する様々な状況や思いなど

内容の妥当性の確保に努めた。

全ての語りをデータとして使用することを伝えた。

５．倫理的配慮

２．研究期間

協力者は，公募により参加協力を得て強制力が働

平成24年７月～平成25年３月

かないよう配慮し，書面を用いて，研究の目的・方

３．データの収集手順

法，利益・不利益とその対応，匿名性の確保，結果

１）介入前コンサルテーション

の公表の説明し，途中辞退を保証した上で，同意書

介入の可否を判断するためアレルギーの確認，一

に署名を得た。また，研究者からは積極的な質問は

番辛いと感じている症状，ケアを受けたいと思った

せず，話に傾聴・同意をする姿勢を大事にすること

きかっけについて質問した。また，大まかな被災の

で，心理的負荷の軽減に努めた。データは，厳重に

状況を把握するため，震災後の生活の変化について

管理し，漏洩がないように注意した。得られたデー

質問した。

タは目的以外には使用しないこと，研究終了後は

２）介入（施術）

データをすべて削除もしくは破棄することを約束し

実施可能と判断した場合，アロママッサージによ
る介入を行った。施術時間は40分間を目安に，参加

た。日本赤十字広島看護大学研究倫理委員会の承認
（承認番号：1207）を得た上で行った。

者の状況と希望に応じ，施術部位を決めた。使用す
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Ⅴ．結

果

大変だった］が病院には最低限のライフラインが確

１．研究対象者の属性

保されており，
［病院では津波の現場を見なくてす

公募により，20名の応募があり，全員にアロマ

んだ］など，《安全な職場にいたことで救われた》

マッサージのケアを行った。震災当時Ａ病院に就労

状況が語られた。看護者として，常にケアをする立

していなかった者と管理職は，今回の研究対象から

場にあるべきという職業意識から，震災の【混乱下

は除外し，14名を分析の対象とした。対象者は，全

で家族より仕事を優先し患者のケアにあたった】こ

員女性であった。

とが語られた。

２．被災地における看護職の震災に関する語りの記

２）
【多忙化する業務と患者の病状悪化により仕事

述とケアの意味

への非充実感を抱く】

語りの内容から，21サブカテゴリ，８カテゴリに

震災により沿岸病院が倒壊し，Ａ病院に患者が集

分類された（表１）。なお，本文中では，カテゴリ

中した。その状況は，震災後１年半が経過しても変

を【】，サブカテゴリを《》，コードを［］とし，語

わらず，
［元をたどれば震災があったから忙しい］
［充

りの内容は「」で示す。

実感なく流されている］状況があり，日々の《多忙

１）
【混乱下で家族より仕事を優先し患者のケアに

な日常業務の中での非充実感》を持ち仕事をされて

あたった】

いた。また，［飲酒で糖のコントロールができなく

Ａ病院に就労している看護職を含む，職員は，震

なっている］［アルコール依存になり入退院を繰り

災当時，家族の安否も確認できない状況や，自宅が

返す患者にやる気を失う］など，震災の影響から，
《患

壊滅的な状況を予測しつつ職務を優先し，「自分は

者の病状の悪化による仕事の非充実感》が語られた。

看護師だし，自分がケアするのが当たり前だと思っ

震災による患者数の増加，患者層の変化から【多忙

て，自分がケアを受けるものではない」という思い

化する業務と患者の病状悪化により仕事への非充実

から，《被災しながらもケア提供者としての役割を

感を抱く】ことが語られた。

果たした》。また，震災後，しばらくの間家には帰

３）
【仕事の中で常に患者の被災体験・苦悩に直面
する】

れず，
［うちのことは人任せで病院にいた］など，
《震
災時は家族より仕事を優先した》。［普通の状態では

職場において，
［患者は必ず震災の話をする］中で，

なかった］［一生懸命だった］［忙しすぎて記憶がな

［家族を亡くした患者の聞き取りが負担］［身内を亡

い］など，《混乱下で無我夢中に奮闘した》。一方，

くした患者になんて声をかけたらいいのかわからな

地域では食糧配給の遅れにより，
［家は食糧確保が

い］といった思いを抱きながら，《常に患者の被災

表１

アロママッサージを通して看護職の震災に関する語りとリラクセーションケアの意味のカテゴリ
カテゴリー
混乱下で家族より仕事を優先し
患者のケアにあたった
多忙化する業務と患者の病状悪化により
仕事への非充実感を抱く
仕事の中で常に患者の
被災体験・苦悩に直面する
仕事に専念することで震災を乗り越え
さらに向上を目指す

被災しなかったことへの気兼ねや周囲への
気遣いがあり正直な気持ちを表現できない
現実に向き合えない気持ちを持ちながら
被災地で暮らしていく
不調に気づき心身が癒されることで
仕事へのモチベーションにつながる
仕事を離れ気持ちを表出し
自分と向き合う時間になる

サブカテゴリー
被災しながらもケア提供者としての役割を果たした
震災時は家族より仕事を優先した
混乱下で無我夢中に奮闘した
安全な職場にいたことで救われた
多忙な日常業務の中での非充実感
患者の病状の悪化による仕事の非充実感
常に患者の被災体験を聞く
震災の被害を受けた患者の苦悩に直面する
仕事に専念することで自分を保っていた
仕事があるという強みとさらなる向上心
家があり家族が無事ならば被災とはいえない
周囲に気を遣い辛さを表現できない
被災しなかったことや復興への気兼ね
震災を思い出しながら被災地で暮らしていく
忘れてはいけないが，向き合えない
身体が楽になり心もゆるむ
身体が楽になるのを実感し不調に気付く
仕事へのモチベーションの向上
人とのつながりに癒される
仕事から離れ自分だけの時間をもつ
語りを促され，語ることで自分と向き合える
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体験を聞く》ことが語られた。また，［震災で色々

震災前と変わらない光景である。しかし，沿岸部に

ある上に病気も抱えている］
［震災で病気が悪くなっ

近づくと，津波により倒壊した建物がそのまま残っ

ている］など，《震災の被害を受けた患者の苦悩に

ていたり，更地になっていたり，震災前の光景とは

直面する》ことが語られた。看護という仕事の特徴

一変している。［沿岸にいくと涙が止まらなくなる］

上，【仕事の中で常に患者の被災体験・苦悩に直面

など，被害状況を目の当たりにすること，テレビや

する】ことは避けられない事となっていた。

新聞などで，
［震災に触れるたびその時に戻される］，

４）
【仕事に専念することで震災を乗り越えさらに

さらに，［仕事に来ると被災が続いていると思い起

向上を目指す】

こされる］といった職場の状況の変化から，常に《震

震災後，身近な人の死や，家屋・住み慣れた町の

災を思い出しながら被災地で暮らしていく》という

倒壊や失業など，これまでの日常から大きく変化し

様子が語られた。また，震災に対して，[ 震災を忘

た生活の中で，［大丈夫じゃないと思うと全部崩れ

れたい気持ちがある］［被害状況に目を向けられな

てしまう気がする］という気持ちを持ちながら，職

い］という一方で，［忘れても駄目，ひきずっても

場が震災の被害から免れたことから，
［仕事がある

駄目 ] と語られる場面もあり，
《忘れてはいけないが，

から自分を保っていられる］と，《仕事に専念する

向き合えない》ことが語られていた。ハード面での

ことで自分を保っていた》。さらに，震災後の経過

復興が遅れている，もしくは，元通りに再建される

の中で，生活の立て直しのためにも［仕事があるだ

ことはない被災地において，視覚的な故郷の変化，

けいい］など，仕事が続けられることへの感謝の気

生活や周囲の変化を余儀なくされ，受け入れたい気

持ちを抱いていた。また，［震災体験を活かすため

持ちを持っていても，【現実に向き合えない気持ち

研修にいっている］，［被災体験から研修を希望して

を持ちながら被災地で暮らしていく】状況が語られ

いる］など，被災体験を前向きに捉え，《仕事があ

ていた。

るという強みとさらなる向上心》をもち職務にあた

７）
【不調に気づき心身が癒されることで仕事への

られていた。震災直後から，不安定な状況の中でも，
仕事を失わず，【仕事に専念することで震災を乗り

モチベーションにつながる】
アロママッサージというリラクセーションケアを

越えさらに向上を目指す】状況が語られた。

受けることで，
［疲れた身体が回復し楽になる］と

５）
【被災しなかったことへの気兼ねや周囲への気

いう身体的効果が得られ，さらに，［背中がほぐれ

遣いがあり正直な気持ちを表現できない】

心もほぐれた］［身体が落ち着き，気持ちも楽になっ

被災地に住み，身近に震災を感じていても，［家

た］など，身体的アプローチから心理的効果が得ら

も家族も無事なら被災でない］など，《家があり家

れ，《身体が楽になり心もゆるむ》ことを実感され

族が無事ならば被災とはいえない》という，“被災”

ていた。さらに，ストレスを自覚していない場合で

に対する考え方が語られた。そのような考え方の中

も，
［癒されて気がつかないうちにストレスがたまっ

で，［大変だけどもっと大変な人がいる］［家や家族

ていたことに気づく］［疲れていないと思ったが身

を亡くされた人に比べると多くは望めない］など，

体は楽になり，知らない間に疲れていた］ことに気

自分と他者との比較がはじまり，
［もっと辛い人が

づくなど，《身体が楽になるのを実感し不調に気付

いるので抑えている］［被災状況が違うのでしゃべ

く》ことが語られた。さらに，勤務後の参加者は，
［こ

れない］など《周囲に気を遣い辛さを表現できない》

の時間を楽しみに仕事頑張れた］と語り，勤務前の

ことが語られた。さらに，大きな被害があった人々

参加者は，
［疲れがとれまた頑張ろうと思える］など，

に対し，［被災していないことに後ろめたさがある］

心身の疲れが癒されることで《仕事へのモチベー

［再建できたことを喜べない］といった《被災しな

ションの向上》につながることが語られた。また，

かったことや復興への気兼ね》を感じ，嬉しさもつ

アロママッサージによるケア介入は，精油の芳香成

らさも表現できない状況が語られていた。被災地で

分により，［いい香りに癒される］，マッサージによ

は，車の喪失や，家屋が半壊程度では“被災”とは

り［人の手の気持ちよさを実感］し，《身体が楽に

言えず，【被災しなかったことへの気兼ねや周囲へ

なり心もゆるむ》効果があった。震災の記憶が時間

の気遣いがあり正直な気持ちを表現できない】こと

の経過とともに忘れ去られていく中で，
［自分たち

が語られた。

のこと気にしてくれるだけで嬉しい］［震災当時か

６）
【現実に向き合えない気持ちを持ちながら被災

ら続けてケアしてくれるのが嬉しい］など，ケア提

地で暮らしていく】

供者との関係性の中で成り立つ《人とのつながりに

沿岸から約５ km のところにあるＡ病院の周囲は

癒される》ことが語られた。
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普段の多忙な日常業務の中で，自身の心身の善し

程度の差こそあれ，生き残ったことに感謝すると同

悪しに目を向ける余裕がない中，アロママッサージ

時に，生き残ったことに罪悪感をもつサバイバー・

というリラクセーションケアを受けるということを

ギルトを体験する。この罪悪感というものは，自分

通し，自分自身で【不調に気づき心身が癒されるこ

が生き残ったということだけでなく，傷つかず，少

とで仕事へのモチベーションにつながる】という意

しの損害しか受けていないということで増強し，非

味が見いだされた。

日常的な出来事に対する正常な反応である

８）
【仕事を離れ気持ちを表出し自分と向き合う時

（Underwood, 2005）。本研究で語られた“被災しな

間になる】

かった”ことへの気兼ねや罪悪感も，「家族が無事

［ゆっくりすることが見つけられない］ゆとりの

だっただけでもよかった」「家も直せば住めるので

ない仕事と生活中で，アロママッサージによるリラ

それ以上望めない」など，自分が少しの損害しか受

クセーションケアは，［自分のご褒美的な自分だけ

けていないと感じることに関連した語りであると考

の時間］［現実を忘れてリラックスできる時間］と

えられる。また，多くの人々が亡くなった時に，自

いう特別な時間，
［自分を見つめなおす時間］となり，

分や自分の家族が生き残ったからといって，神に感

《仕事から離れ自分だけの時間をもつ》ことになっ

謝し幸せを感じることは正しくないように思え，あ

ていた。また，［何かのきっかけがないと震災のこ

りがたいという感情を認識することを拒否する

と誰かに話せない］という状況下で，このようにリ

（Underwood, 2005）といわれており，つらさだけ

ラックスした時間が，
［気持ちの表出を促してくれ

でなく，感謝や幸福な感情を認識すること，喜びを

る］効果を生み，［しゃべるつもりはなかったのに

表出することさえ難しい状況が伺える。看護職者に

ついしゃべってしまった］ことにつながっていた。

限らず，【被災しなかったことへの気兼ねや周囲へ

さらに，［話をすることで納得できていない部分が

の気遣いがあり正直な気持ちを表現できない】状況

見えてきて前向きになれる］［今までの自分を振り

において，つらさであれ，嬉しさであれ“正直な気

返り，もう少し優しくしようって思った］など，内

持ちを表現する”ことを促すような外部者による支

省の時間となっていた。一方，［話をすることで解

援が必要ではないかと考える。

決しているはずなのに解決していないことが出てく

看護職特有の結果として，【混乱下で家族より仕

る感じがする］など，現在の状況を見直す機会にな

事を優先し患者のケアにあたった】という震災当時

り，《語りを促され，語ることで自分と向き合える》

の状況が語られた。Ａ病院の震災時の対応として，

ことが語られた。日々の多忙な日常業務や生活に追

震度５以上の地震で，全職員が出勤することになっ

われ，自分のゆとりの時間や，自分自身を見つめ直

ており，震災当時勤務でなかった者も可能な限り出

す，振り返る時間の確保が難しい中，リラクセーショ

勤し，入院中の患者ケアとともに，被災者の救護に

ンケアを受ける時間は，【仕事を離れ気持ちを表出

あたった。特に，看護職は職務意識が強く，震災時，

し自分と向き合う時間になる】という意味が見いだ

自身のことも家族のことも顧みず，患者のケアにあ

された。

たる傾向にある（Kane-Urrabazo, 2007）といわれ
ている。本研究の結果も，自宅までの道路や，通信

Ⅵ．考

察

手段が遮断されたことで，「病院にいるしかなかっ

１．被災地における看護職の震災に関する語りの記

た」という諦めの気持ちがあったにせよ，高い職務

述

意識が【混乱下で家族より仕事を優先し患者のケア

震災に関する語りとして，【被災しなかったこと

にあたった】ことにつながったと考える。さらに，
【多

への気兼ねや周囲への気遣いがあり正直な気持ちを

忙化する業務と患者の病状悪化による非充実感】を

表現できない】，震災という【現実に向き合えない

抱きながらも，高い職務意識の中で，打ち込める仕

気持ちを持ちながら被災地で暮らしていく】ことが

事があることを幸せに思い，【仕事に専念すること

把握された。これらは，看護職に限らず，被災地で

で震災を乗り越えさらに向上を目指す】という前向

暮らす住民の多くが体験していることではないかと

きな姿勢につながったのではないかと考える。

考える。特に，
《家があり家族が無事ならば被災と

また，【仕事の中で常に患者の被災体験・苦悩に直

はいえない》という，多くの死者・家屋の倒壊をう

面する】ことが看護職特有の体験として語られた。

みだした被災地ならではの“被災”に対する特有な

看護職は，患者の生活を把握し，患者の苦痛や苦悩

考え方がその背景にあり，《被災しなかったことや

に傾聴・共感するという職業の特徴上，患者の苦悩

復興への気兼ね》となっていた。全ての生存者は，

でもある被災体験に直面する。患者の被災体験を聞
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くことは，日常化しており，特に被害が大きかった

ありのまま把握するために，インタビュー法ではな

患者の話を聞くことのつらさも語られ，時に，【多

く，アロママッサージを活用した意図は，研究者と

忙化する業務と患者の病状悪化による非充実感】と

の関係性を築き，より対象者の深層に迫ることがで

なり，仕事へのモチベーションを下げられていた。

きると考えたからである。意図した通り，［しゃべ

スタッフナースの健康に関連した QOL は国民標準

るつもりはなかったのについしゃべってしまった］

値と比較して低いといわれており（上田，古川，小

とあるように，リラックスできる環境が語りを促す

林，2006；八島，高木，山下，2001），平常時にお

ことにつながった。また，［気持ちの表出を促して

い て も， 看 護 師 の 心 理 的 援 助 の 必 要 性 や（ 石 井

くれる］［話をすることで納得できていない部分が

2003；広瀬2003，2004），ソーシャルサポートの有

見えてきて前向きになれる］など，これまでの表出

用性が論じられている（上野，山本，林2000；南，

できなかった気持ちを表出する機会にもつながり，

山本，太田，1987）。さらに，災害や事故などの悲

《語りを促し，語ることで自分と向き合える》こと

惨な状況で救援活動を行った者が職務を通し経験す

につながっていた。さらに，震災前と同じ生活がで

るトラウマ体験としての惨事ストレス，強い使命感

きなくなっている被災地において，
［日常に戻るの

の中で抱くサバイバー・ギルト（高橋，2013）など，

が申し訳ない］と感じ，これまで楽しめていた旅行

看護師に与える心身の影響は大きい。しかし，本研

や娯楽が楽しめなくなっていた。このような状況に

究の結果から，看護師は，「自分たちはケアをする

おいて，ケアの時間は，特別な時間として認識され，

立場でありケアを受ける立場でない」と思い，《被

【仕事を離れ気持ちを表出し自分と向き合う時間に

災しながらもケア提供者としての役割を果たした》

なる】ことにつながったのではないかと考える。サ

ことが語られた。また，［大丈夫じゃないと思うと

バイバー・ギルトを抱く生存者にとって，これらの

全部崩れてしまう気がする］と，現実から逃避する

思いを語れる他者がいることが重要である

ため《仕事に専念することで自分を保っていた》。

（Underwood, 2005）といわれているように，他者

看護師達は，現実的には不可能であっても「もっと

に表現し共感されてこそ，自分の気持ちと向き合う

すべきだった」「今以上に出来ることは何か」と問

ことができるのではないかと考える。さらに，サバ

い続ける（Underwood, 2005）。さらに，看護師は，

イバー・ギルトは，誰もが抱く反応と捉え，ベスト

もともと使命感の強い職種であり，患者のために献

を尽くしたことを仲間同士で認め合うことが大切

身的であろうとする傾向があるためサバイバー・ギ

（高橋，2013）であり，本来であれば，スタッフ同

ルトを抱きやすい（高橋，2013），といわれている。

士で認め合い語り合うことで，自浄され癒やされる

ケア提供者としての看護職の高い職務意識や献身的

事にも繋がる。しかし，【被災しなかったことへの

であろうとする姿勢が，震災という苦難を乗り越え

気兼ねや周囲への気遣いがあり正直な気持ちを表現

る力になった一方で，自身のケアの享受を拒否する

できない】状況下で，気持ちを表出することは難し

ことにもつながっていることが危惧される。阪神・

いといえる。今回，アロマセラピーの介入時だけで

淡路大震災の経験からも，支援活動時の看護職のス

なく，介入前のコンサルテーションから，自ら語り

トレスは，のちの心身の変調にも影響し，被災後数

始められる方も一部あったことからも，今回のよう

年経過した後でも，ストレスが高く，それが「身体」

なアロママッサージのケアもしくは，「場」の提供

「仕事と職場」「対人関係」にも影響を与えているこ

による自然な語りが，新たなる自浄作用となってい

とが報告されている（小林他，2010）。被災地にお

たのではないかと考える。このような自浄作用の機

ける看護職のストレスが高いばかりでなく，看護職

会を促すためにも，被災状況を気にせず語れる相手，

は被災者でありながらも，職責による使命感・責任

リラックスし，周囲を気にせず語ることができる場

感があるが故に，自らのケアを後回しにし，サバイ

の提供の必要性は大きいといえる。

バー・ギルトを強く抱きながらも，職務上，患者の

アロマセラピーは，香りとタッチにより身体だけ

被災体験に直面するという特有の苦悩を体験してい

でなく心や魂をも含めて，人と人が深く繋がり，お

る。よって，看護職自らが，ケアを受けるべく存在

互いのかけがえのなさを確認する「癒しの技」であ

であることを認識すること，必要に応じてケアを享

る（今西ら，2010）。［癒されて気がつかないうちに

受できる環境を整えることが必要であると考える。

ストレスがたまっていたことに気づく］など，スト

２．アロママッサージを用いたリラクセーションの

レスは自分では気付きにくいこともあり，このよう

意味

にケアを受けることを通し，これまで意識しなかっ

本研究では，看護職の震災に関する体験や状況を

た身体の不調に気付く機会になったと考えられる。
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また，身体・心が癒された結果，仕事への活力やモ

とはできない。

チベーションにつながるのは，使命感や職務意識が
高い看護師ならではの反応ではないかと考える。リ

Ⅶ．結

論

ラクセーションケアは，【不調に気づき心身が癒さ

１．被災地における看護職の震災に関する語りか

れることで仕事へのモチベーションにつながる】こ

ら，【被災しなかったことへの気兼ねや周囲への

と，すなわち自らが癒され，苦痛・苦悩に乗り越え

気遣いがあり正直な気持ちを表現できない】，【現

ていける活力になることが期待できる。

実に向き合えない気持ちを持ちつつ被災地で暮ら

３．災害看護への示唆

していく】という看護職以外にも関係する２カテ

阪神・淡路大震災の経験から，震災に関する外傷

ゴリが見いだされた。看護職の職務による特有な

後ストレス障害のハイリスク者ある看護職へのケア

ものとして【混乱下で家族より仕事を優先し患者

ニーズが高い（大澤，2006，内海2010，小林2010）。

のケアにあたった】，【多忙化する業務と患者の病

本研究では，心的外傷後ストレス障害の実態は明ら

状悪化による非充実感】，【仕事の中で常に患者の

かにしていないが，女性は男性の２倍の発症率であ

被災体験・苦悩に直面する】，の３カテゴリが見

り，時間がすべての傷を癒すわけではないことは明

いだされた。混乱な状況やつらさの中にも，【仕

らかである（Keane, 2005）。よって，震災後の惨事

事に専念することで震災を乗り越えさらに向上を

ストレスの影響を最小限にするため，気軽に相談に

目指す】という専門職としての向上心，被災体験

行ける窓口の整備や院内危機介入チームの導入な

を活かしていく前向きな姿勢が見いだされた。

ど，メンタルヘルスの専門家とつながることのでき

２．リラクセーションケアは，震災後より，患者の

る体制の必要性が論じられている（高橋，2013）。

重症度があがり，忙しさが増した日々の仕事の中

A 病院においてもリエゾンナースによる介入が行

で，【不調に気づき心身が癒されることで仕事へ

われた時期があるものの，ケアを受容しようとする

のモチベーションにつながる】，【仕事を離れ気持

ものは，自分自身で何らかの変調や危険を感じてい

ちを表出し自分と向き合う時間になる】という効

る者である。今回のリラクセーションケアにおいて

果が見いだされた。特に，震災後，周囲に気を遣

も，リラクセーションに興味がある，癒されたいな

い，正直な気持ちが表現できない状況下において，

ど，自主的に参加できる者のみが対象となっている。

気持ちを表出できる場づくりとしての意義は大き

[ 大丈夫じゃないと思うと全部崩れてしまう気がす

いといえる。

る ] との思いから，《仕事に専念することで自分を

謝

保っていた》という状況があり，仕事に没頭するこ

辞

とで，現実から逃避し，「大丈夫でない」と思わな

震災後の大変な状況の中，施設を提供してくださ

いようにしている意思が伺える。ケアは決して強要

いましたＡ病院の看護部の皆様，調査にあたりコー

できるものではないが，ストレスは自覚されにくい

ディネータを引き受けてくださった田中雄大先生，

場合があることからも，ハイリスク者をスクリーニ

様々な思いの中，貴重なお話をお聞かせ下さいまし

ングし，今回のようなリラクセーションのケア介入

た看護職の皆様に深謝致します。
本研究は，平成23～24年度日本赤十字広島看護大

を定期的に実施していくなど，個人の自主性に任せ

学共同研究助成金を受けて実施致しました。

る以外の対策も必要であると考える。さらに，惨事
ストレスの長期的影響も危惧されており（高橋，
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Description of nurses’ narratives of the earthquake
disaster and meaning of relaxation care using
aromatherapy in the area devastated by the Great
East Japan Earthquake
＊１

＊２

Kanako YAMAMOTO , Akemi HIRAO

Abstract:
The aim of this study was to description nurses’ narratives of the earthquake disaster in the area devastated by the
Great East Japan, and to clarify of the meaning relaxation care. Fourteen nurses in the area devastated had received a
40 min aromatherapy massage. Narrative data was collected. The data was analyzed using a qualitative description.
The narratives related the earthquake disaster were classified into six categories: “prioritizing their work of caring
for patients over their family”, “facing patients’ experiences and agonies of the disaster in their work”, “aiming
to overcome the earthquake disaster and improve situations by devoting themselves to their job”, and “not being
able to express their candid feelings, because not being a victim of the earthquake or when considering the feelings
of others”. The meaning of relaxation care were classified into two categories: “being motivated to work, when
finding their own unhealthy conditions and curing them”, and “outside working hours, expressing their feelings and
reflecting on themselves”. It was found that nurses had bitter experiences that are characteristic of their duties, and
their care helps them reflect on themselves and motivate them to work.
Keywords:
Disaster, Nurse, Aromatherapy, Stress care
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