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原著論文 

 

眼科覚醒下手術時のドレープ内の暑さによる 

不快の軽減～冷却マットを使用して～ 
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<<抄録>>                                            

目的）眼科覚醒下手術時の術中ドレープによる暑さと不快感を冷却マットで軽減できるか明らかにする。

方法）対象は 2015 年 7 月～11 月に眼科覚醒下手術を受けた患者。対象者は冷却マットを使用しないⅠ群、

使用するⅡ群とした。手術前後に温度･湿度･不快指数･背部温の値を測定し検定を行った。術後に快・不快

と発汗の程度を独自に作成したスケールで、温冷感を米国暖房冷凍学会のスケールで評価し、単純集計して

両群を比較した。結果と考察）対象者はⅠ群 25 名、Ⅱ群 22 名。対象者の背景と手術前後の実験環境に有

意差はなかった。背部温：両群とも手術後に温度上昇はみられたが、前後の平均温度差はⅠ群 1.5℃、Ⅱ群

1.0℃とⅡ群が有意に少なかった。冷却マットが背部の温度上昇を抑えたと考える。発汗：両群にあまり変

化はなく効果は明らかに出来なかった。温冷感：「暑い」はＩ群 28.0％Ⅱ群 13.6％であり、最良の状態と考

える「なんともない」はⅠ群 40.0％Ⅱ群 59.0％だった。冷却マットの使用は術中の暑さに有効であったと

考える。快適度：「快適」はⅠ群 16.0％Ⅱ群は 31.8％、「不快」はⅠ群 8.0％Ⅱ群 0％だった。冷却マットに

より術中の快適度が上昇したと考える。結語）眼科覚醒下手術で体幹部に冷却マットを敷くことは、背部温

の上昇を抑え不快感を軽減する効果がある 
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１ はじめに 

眼科手術では頭部から下肢を撥水性の高いドレ

ープで覆っている。そのため、患者の放散熱により

ドレープ内の温度が上昇し、発汗がみられることが

多い。また、成人の局所麻酔は小児の全身麻酔と同

室で行うため、室温を常に 26℃に設定しているこ

とや、顕微鏡の照明が熱源となり術野を温めること

も、患者が発汗し不快を感じる要因となっている。

さらに一般的に覚醒下手術では、痛みや緊張により

交感神経が刺激され、発汗や体熱感を生じやすくな

る。 

このような不快症状を軽減するために、浅野目ら

は L 字スクリーンを用い 1)、藤本らは□離被架を用

いて空間を作ること 2)、北野らはドレープ内へ酸素

を投与し気流をつくること 3)の有効性を報告してい

る。A 病院では卓子を胸部付近に設置しており、ド

レープ内に空間を作っている。また、SpO2 が低下

する患者に対しては、顔面付近に酸素の吹き流しを

行っている。しかし、術後に発汗や体熱感が多くみ

られており、ドレープ内の環境を変える必要がある
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と考えた。 

宇田らは、手術中に暑さを感じた部位は体幹部と

し 4)、また、体表面には温覚のみを起こす温点と冷

覚のみを起こす冷点があり、冷点の分布密度は顔面

11.3/㎠、体幹 9.7/㎠、上肢 5.6/㎠、下肢 5.0/㎠と顔

面に次いで体幹が高いことから 5)、背部を広範囲か

つ速やかに冷却できる冷却マットが有効と考えた。

そこで冷却マットによる、暑さと不快感の軽減効果

を検討した。 

 

２ 目的 

眼科覚醒下手術の術中ドレープ内の暑さとそれ

に伴う不快感の軽減に対する冷却マットの有効性

を明らかにする。 

 

３ 方法 

１）研究対象:眼科覚醒下手術を受けた患者 

 

２）研究期間：2015 年 7 月～2015 年 11 月 

 

３）データ収集方法 

（1）室温は 26℃設定とし、患者胸部付近に設置し

ている卓子の支柱に不快指数計（温度・湿度・不

快指数計測用）を取り付けた。 

（2）木曜日は冷却マットを使用しないⅠ群、火曜

日は冷却マットを使用するⅡ群の 2 群に分けた。

冷却マットを使用するⅡ群は、手術台作成時に下

からシーツ、冷却マット、カバー、安全帯の順番

で敷いた。冷却マットは不二ラテックス株式会社

のぐっどスリープマット®を採用した。 

（3） 年齢・BMI・手術時間を記載した。 

（4）衣類は肌着とその上に 1 枚までとし、患者入

室後、背部（肩甲骨と背骨を避けた部位）に表面

温測定器をつけて仰臥位になり、眼部消毒を行っ

た。 

（5）手術前は眼部消毒前、手術後はドレープ除去

前に温度・湿度・不快指数・背部温度を測定した。 

（6）手術終了後に、独自に作成した快・不快スケ

ール（5 段階評価）、発汗の程度（4 段階評価）、

米国暖房冷凍学会の温冷感スケール（7段階評価）

を用いて感想を聞いた。 

4）データ分析方法 

（1）Ⅰ群とⅡ群の対象者の背景（年齢・BMI・手

術時間、手術前の背部温）、温度・湿度・不快指

数の比較は対応のないステューデントｔ検定を

行った。統計ソフトは IBM SPSS Statistics 21

を用い、有意水準は 5％とした。 

（2）快適度・発汗の程度・温冷感は単純集計とし

て、Ⅰ群とⅡ群を比較した。 

 

４ 倫理的配慮 

眼科医師の承諾を得た後に、入院患者に手術前日

に説明用紙を用いて、研究主旨・目的、研究で得た

情報と結果は研究目的以外では使用しないこと、プ

ライバシーを守ること、協力を得られない場合でも

医療サービスに関して不利益を被らないこと、この

研究への参加・同意をした場合であっても、いつで

も途中で冷却マットを外し止めることができるこ

となどを説明し同意を得た。外来患者には、手術当

日に外来で説明用紙を用いて入院患者と同様に説

明を行い、同意を得た。術中に患者から冷却マット

を除去したいとの意思表示があった場合には、医師

に声掛けし協力を得て速やかにマットを外し、必要

時患者の保温に努めることとした。院内の研究倫理

委員会の承認を得た。 

 

５ 結果 

１）対象者の背景（表１） 

対象者はⅠ群 25 名（男性 9 名、女性 16 名）、Ⅱ

群 22 名（男性 8 名、女性 14 名）であった。対象

者の背景に有意な差はなかった。 

 

 

表１ 対象者の背景 

 

２）実験環境（表２） 



  眼科手術時の不快感の軽減 

42 

手術前後の温度・湿度・不快指数に有意な差はな

かった。 

 

 
表２ 手術前後の環境 

 

３）背部温（表３、図１） 

 Ⅰ群Ⅱ群とも手術後の背部温度は上昇したが、前

後の平均温度差はⅠ群 1.5℃、Ⅱ群 1.0℃でⅡ群が

有意に少なかった。1.0℃未満の上昇は、Ⅰ群 20.0％

Ⅱ群 36.3％、2.0℃以上の上昇はⅠ群 28.0％、Ⅱ群

9.0％であった。 

 
表３ 背部温の変化 

 

 
図１ 背部温の上昇 

 

４）発汗の程度（図２）   

「ややかいている」「すごくかいている」を合わ

せるとⅠ群 44.0％、Ⅱ群 49.9％であった。 

 

５）温冷感（図３） 

「暑い」がⅠ群 28％、Ⅱ群 13.6％、「なんとも 

 

図２ 発汗の程度 

 

ない」がⅠ群 40.0％、Ⅱ群 59.0％であった。「や

や涼しい」から「寒い」は両群ともに 0%だった。 

６）快適度（図４） 

「快適」はⅠ群 16.0％、Ⅱ群 31.8％、「不快」は

Ⅰ群 8.0％、Ⅱ群 0%だった。 

 

 

図３ 温冷感 

 

 
図４ 快適度 

 

６ 考察 

実験環境に有意な差がなかったのは、冷却マット

の周囲の気温に近い温度になる性質や、触れている

物の熱を吸収･放散するという性質のためと考える。

そのためドレープ内の環境には作用しなかったと

考える。 

Ⅰ群Ⅱ群とも手術後の背部温度は上昇したが、前

後の平均温度差はⅡ群が有意に少なかった。1.0℃

未満の上昇は、Ⅰ群 20.0％Ⅱ群 36.3％、2.0℃以上

の上昇はⅠ群 28.0％、Ⅱ群 9.0％であった。 

このことから、冷却マットは触れている物の熱を
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吸収・放散するという性質を持っているため、接触

していた背部の温度上昇を抑えたと考える。 

Ⅰ群Ⅱ群ともに 40.0％以上に発汗が見られてい

た。この結果は発汗を抑えられたとはいえず、冷却

マットの効果は明らかには出来なかった。発汗には

暑さだけでなく、手術によるストレスや緊張、痛み

も関与しているためと考える。 

温冷感の７段階スケールでは「なんともない」が

Ⅰ群Ⅱ群ともに最も多かった。その中でも、Ⅱ群で

は 59.0％と半数以上を占めた。「なんともない」を

最良と考えるため、体幹部に冷却マットを使用した

ことは、術中の暑さ対策として有効であったと考え

る。Ⅰ群Ⅱ群とも「涼しい」「寒い」と答えた人は

いなかった。今後、冷却マットを設置する際に上に

敷くシーツ、布の枚数や素材を検討することで、よ

り効果を高められると考える。 

「快適」はⅡ群はⅠ群の 2 倍、「不快」はⅡ群 0%

だった。この事から、冷却マットの使用により術中

の快適度が上昇したと考える。 

 

７ 結語 

眼科覚醒下手術で体幹部に冷却マットを敷くこ

とは、背部温の上昇を抑え、暑さと不快感を軽減す

ることに有効であった。 
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