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原著 
 
 

経口補水療法導入前の患者負担の実態調査 

                  
黒須恵理 1)、佐藤春那 1)、川口美穂子 1)、高橋さやか 1)、清水恵理子 1)、中山光 1) 
1) 国立病院機構仙台医療センター 看護部 東 6 階病棟 

 

≪抄録≫                 

背景：近年、経口補水療法の安全性が証明されている。経口補水療法導入を控え、点滴による術前補液が

手術患者に与える影響を調査した。方法：2012 年 5 月から 11 月の期間、周手術期患者 100 名に術前の精

神的身体的負担についての質問紙調査を実施した。質問紙調査の結果はエクセル統計 2012 を用いて 2 群の

母平均の差の検定で集計を行い、有意確立（p）0.05 未満を有意差ありとした。結果：①絶飲食に対しての

苦痛・口渇感・不安感が強い傾向にある、②絶飲食について 40 歳未満の方は空腹感が強い、③絶飲食につ

いて 40歳未満の方が苦痛を感じている、④点滴による束縛感について 40 歳以上の方が苦痛に感じている、

⑤男性の方が点滴による束縛感が強いことが、術前補液による影響として明らかになった。結論：加齢に伴

って基礎代謝量と総エネルギー消費量が低下するため、40 歳未満で基礎代謝量が高く、絶食時の苦痛と空

腹感も強く感じやすいと考えられる。また年齢を重ねる事で、環境への適応能力・ストレスに対する忍耐力

の低下があり、点滴に対する束縛感が高くなったと考えられる。 
                   

キーワード：静脈経腸栄養、術前補液、周手術期看護、絶飲食に伴う苦痛、経口補水療法 
（2013 年 4 月 15 日受領、5月 30 日採用） 

 

 

１ 緒言 
近年、術前における補液方法の一つである“経口

補水療法”の安全性が証明されており、全国的に導

入が進み、谷口は、1)「術前経口補水療法は絶飲食

の時間を短くでき、患者の術前不安・ストレスを抑

える。また看護師も輸液業務の時間が少なくなり、

術前ケアに専念し易くなる。」と述べている。A 病

棟でも経口補水療法導入を控えていることから、術

前の絶食と点滴による術前補液が手術患者に与え

る不安感や苦痛などの影響を調査した。 
欧州静脈経腸栄養学会（ESPEN）の周手術期ガ

イドラインでは、術前夜からの絶飲食はほとんどの

症例で不要とされている。また、1) 竹野らにより、

胃癌患者の周手術期における術前経口補水療法で

の飲水量と脱水の関係について検討した結果 96％
の患者は自他覚的な脱水状態がないことが明らか

にされている。さらに、2) 小島らにより、経口補

水療法に対する患者満足度を調査した結果、95％の

患者において術前の苦痛を呈せず、次回も経口補水

療法を希望したことが述べられている。今後、経口

補水療法を導入するにあたり、先行研究の調査内容

を参考に、手術前の患者の負担（術前の空腹感、口



仙台医療センター医学雑誌 Vol. 3, April 2013 

 41

渇感、束縛感、不安感）について調査を行った。 
 
２ 目的 
術前の絶食と点滴による術前補液が手術患者に

与える影響を調査する。 
 
３ 方法 

研究対象は、口腔外科・呼吸器外科の手術を受け

られる患者の内、研究参加の同意を得た 113 名。調

査期間は 2012 年 5 月から 11 月に行った。調査方

法は、竹野らの調査内容を参考に、術前の空腹感、

口渇感、束縛感、不安感についてフェイススケール

を使用した 6 段階評価の他、対象者の背景（年齢、

性別、一日の飲水量）についての質問紙を作成し、

前述の対象への質問紙調査を実施した。質問紙調査

の結果はエクセル統計 2012 を用いて 2 群の母平均

の差の検定で集計し、有意確率（p）0.05 未満を有

意差ありとした。 
倫理的配慮として、研究に際し①研究対象者に研

究の趣旨・目的を説明し同意を得る、②研究への参

加・不参加は自由意思に基づくもので断る権利があ

り、その場合でも不利益につながることはないこと

を説明した上で、③収集したデータを個人が特定さ

れないように配慮し、すべて番号で処理保管した。

また、これらは統計処理したデータのみを使用し、

看護研究以外には使用しないことを研究者間で確

認する、などの倫理的配慮を行った。 
 
４ 結果 
1） 質問紙は、対象患者 113 名に配布し、そのうち

有効な回答が得られたものは 100名で有効回答

率は 88.4％であった（対象患者 18～80歳 平

均年齢 43.26 歳 標準偏差 20.93 中央値 39）。
全項目を年代別（40 歳未満 52 名：平均年齢

25.54 歳、40 歳以上 48 名：平均年齢 62.34 歳、

表１）と男女別（男性 42 名、女性 58 名、表２）

で統計処理した。 
手術前に絶飲食が必要であることを知っていた

患者は 91％、手術前に点滴が必要であることを知

っていた患者は 76％であった。 

 

表１ 年代別結果 

表２ 男女比別結果 

 
集計結果の平均値において、周手術期患者がより

苦痛と感じている項目は「絶飲食に対しての苦痛」

「口渇感」「不安感」の 6 項目中 3 項目であった（表

２）。 
有意差があったのは以下 3 項目であった。 
① 絶飲食について、40 歳未満の方が、40 歳以

上に比べて空腹感を感じている。（p<0.005） 
② 絶飲食について、40 歳未満の方が、40 歳以

上に比べて苦痛を感じている。（p<0.05） 
③ 1）点滴による束縛感について、40 歳以上の

方が、40 歳未満に比べて苦痛に感じている。

（p<0.05） 
 

2）男女比では、男性の方が、女性より点滴による

束縛感を感じている。（p<0.005） 
普段の生活の一日の飲水量に関しては図１で表

したように、40 歳未満は一日 1000～1500ml が

46％に対して、40 歳以上は 51％が 500～1000ml
の飲水量であり、1000～1500ml 飲水すると回答し
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た人は、22％という結果であった。 
 

 
図１ 年代別の水分摂取量 

 
また、「手術前に点滴をしない代わりに、飲水し

てもよい方法があるとしたら、試してみたいか」の

質問に対して図２に表したように、約半数が「試し

てみたい」という結果であった。 
 

 
図２ 経口補水療法を試してみたいか、の問いに対して（対

象者全員） 

 
５ 考察 

今回、全 100 例の質問紙調査結果に対する統計処

理を行った。集計結果の平均値において、周手術期

患者がより苦痛と感じている項目は「絶飲食に対し

ての苦痛」「口渇感」「不安感」の 6 項目中 3 項目で

あった。 
絶食に関しては、手術を目的とした患者の場合、

術前の情報からある程度イメージできていると考

える。一方、飲水の回数は、日常的に食事回数より

多く、その飲水が断絶されることは、何も口にでき

ないことへの苦痛がより強く感じられるものと考

えられる。また、特に手術前日から手術室入室前ま

での期間においては、手術に対する緊張感の高まり

による口渇感の増強が考えられる。以上を踏まえる

と、「絶飲食に対しての苦痛」「口渇感」については、

経口補水療法の導入により軽減を図れるのではな

いかと考える。 
「不安感」の増強に関しては、周手術期患者が手

術前までに感じているであろうこれから自分の身

に起こる「手術」という生命に直結する未知の侵襲

に対する不安は計り知れない。そのため、今回の質

問紙調査の結果からは、点滴が開始されたことだけ

による「不安感」の増強であるか否かを読み取るこ

とはできなかった。 
次に、「絶飲食に対しての苦痛」「空腹感」「束縛

感」の 3 項目で有意差がみられた。年代別比では、

40 歳未満の方が、40 歳以上よりも「絶飲食に対し

ての苦痛」と「空腹感」を感じているという傾向が

明らかになった。一般的に、加齢や活動量の減少に

伴い基礎代謝量と総エネルギー消費量が低下して

いく。そのため、基礎代謝量と総エネルギー消費量

という観点から周手術期を「年代別に関係なく一定

期間絶飲食せざるを得ない状況」と捉えると、一日

で必要とされるエネルギーが多い 40 歳未満の方が

40 歳以上に比べて絶飲食時の空腹感をより強く感

じると考えられる。 
「束縛感」に関しては、40 歳以上が 40 歳未満に

比べて、点滴による束縛感を苦痛に感じているとい

う傾向が明らかになった。岡田は、2)「年をとるこ

とを平たい言葉で言えば、環境への適応能力の低下、

ストレスに対する忍耐力の低下、柔軟性の低下が起

こる。」と述べている。このことから、本研究でも

40 歳以上が 40 歳未満と比較し、ストレスに対する

忍耐力すなわち、「点滴による束縛感」を感じやす

い結果になったのではないかと考える。 
さらに、男女比では男性が女性より点滴による束

縛感を感じているという傾向が明らかになった。

「女性と男性の適応能力」という側面から文献検索

すると、一般的に女性の方が男性より適応能力や柔

軟性に優れていると言われている。男性と比較し、

女性は永続的に生理・妊娠・出産・更年期といった

女性特有の身体変化を感じる場面を通して、様々な
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身体変化を受け入れざるを得ない状況にある。その

ため、それら女性特有の身体的・性格的特徴が手術

に伴う様々な制限や身体変化にも対応しやすいと

いう質問紙調査の集計結果に繋がっているのでは

ないかと考える。 
 一日の水分摂取量についての質問紙調査項目で

は、40 歳未満と 40 歳以上を比較し、明らかな差は

なかったものの、40 歳未満より 40 歳以上の方が、

平均の水分摂取量が少ない傾向が明らかになった。

これは一般的に、体重１キロあたりの標準的な必要

水分量は、幼児 100～120ml、子供 50～100ml、成

人 50ml、老人 40ml と年齢が高くなるにつれ、徐々

に少なくなっていくことからも、加齢による水分摂

取量が少なくなることは生理的反応である。しかし、

経口補水療法では手術までに1500mlの摂取が推奨

されている。日常的に飲水の習慣が少ない人へ規定

量を飲んでもらうことは、苦痛を感じることになり

かねない。 
患者への説明に対しては、今回の質問紙調査の結

果を活用し、明らかになっている傾向や補水規定量

について説明する。さらに、飲水できない場合の対

処法を含め、経口補水療法導入によるメリットを伝

えることが重要となる。本研究における大前提とし

ては、周手術期患者の傾向として質問紙調査結果を

分析しているものであり、全ての患者に当てはまる

わけではない。 
今回の研究で明らかになった、術前補液に伴う苦

痛や束縛感が少なく、絶食による空腹感も少なく手

術に臨めるといった患者にとってのメリットにつ

いては、裏付けを伴うデータとして経口補水療法を

導入する上で活用したい。 
 
６ 結語 
1）周術期患者は絶飲食に対しての、苦痛・口渇感・

不安感が強い傾向にある。 
2）絶食による空腹感は 40 歳以下が苦痛と感じてい

る。 
3）点滴による束縛感は 40 歳以上と男性が有意に感

じている。 
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