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人工関節術を受けた患者に対する深部静脈血栓症予防への看護
～水分摂取量測定によるＤダイマーの変化～

発 表 者 菅野 千佳 （福島県：公立藤田総合病院）

共同研究者 佐藤 順子、佐藤 志保
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はじめに

深部静脈血栓症（以下 DVT）とは、おもに下肢

の静脈に血栓ができ、血流が途絶えてしまう疾

患です。人工関節置換術後に高率に発症し、肺

塞栓症の原因となるため積極的に予防が必要で

あるといわれています。
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当病棟で行っている予防方法は理学的予防方法

として術後２日目からの早期離床やリハビリ、

足関節運動、弾性ストッキングや AVインパル

スの使用。薬物的予防方法として食事摂取量が

少ない場合は、術後２・３日間、抗生剤を含め

て１日約１，２００～１，７００mlの点滴。血液凝固阻止

剤としてリクシアナ内服薬やクレキサンの皮下

注射。脱水予防として食事以外で１日１，０００～

１，５００mlを目標に水分補給。検査データの確認

として術後２日目と７日目に血栓症の診断に用

いられている Dダイマー値を測定し、その値に

より対策を行っています。

しかし、平成２４年の３月に左大腿骨転子部骨折

にて骨接合術を受けた患者さんで DVT予防を

行っていたにも関わらず、Dダイマーが高値と

なり、循環器内科を受診し、血栓ができていた

事例がありました。この事例がきっかけとなり、

Dダイマーの検査が術後１４日目も追加になり、

また病棟での水分補給について見直しがされ水

分制限のない患者さんに対し必要性を説明し、

記録に残し始めました。

その方法として患者さんのコップに目盛りを付

けたり、５００mlのペットボトルを利用し、術後

２日目から２４時間の量を測定。また水分チェッ

ク用紙を作成し、自分で記入できる方は記入し

ていただき、出来ない患者さんには看護師が記

載。交代時にどこまで飲水しかたの申し送りを

忘れず行いました。評価は術後７日目にしてい

ます。
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そこで今回私達は、当病棟で行われている水分

摂取量の計測は Dダイマーの数値に影響するの

かどうかを検証しました。
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研究期間、研究デザインはパネルをご参照くだ

さい。

研究対象者は２０１０年４月～２０１２年３月までに

THAを受けた患者さん９名と TKAを受けた患

者さん５名、こちらを A群とし、もう一つは水

分摂取量を記録し、１日１，０００ml以上摂取でき

ている THAを受けた患者さん９名と TKAを受

けた患者さん５名、こちらを B群としました。

両者ともに DVTリスクとしてあげられている

６５歳以上で術後１週間の食事が半分以上摂取で

き、術後２日目に離床している事を条件とし、

肥満、糖尿病、高脂血症、血栓症の既往がある

患者さんは除きました。
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結果１・２は A群の年齢・Dダイマーをまとめ

た表とグラフです。A群の平均年齢は７４．３歳。

男性１名、女性１３名でした。

術後２日目と７日目の平均の差は１．２７と術後７

日目のほうが高値でした。しかし、その中でも

術後７日目の Dダイマーが下降した患者さんは

２名いました。
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結果３・４は B群の結果を表しています。平均

年齢は７３．５歳。A群同様こちらも男性１名、女

性１３名でした。術後２日目と７日目の平均の差
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は０．８と高値になっていましたが下降した患者さ

んは６名いました。また、術後７日目から１４日

目に下降した患者さんは９名いました。
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結果より A群・B群の年齢・性別の差はほとん

どありませんでした。それに対し A群より水分

摂取量を測定した B群のほうが術後７日目の D

ダイマーが下降した患者さんが４名多く、平均

値でも B群のほうが低い結果でした。T検定の

結果も T＝０．５１６８２と違いがあると言えます。

蒲地らは「DVT陽性群では脱水状態にある症例

が多い傾向にあった」と述べています。術後は

気分不快等の出現により、食事や水分摂取量が

少ない事が多く、脱水になりやすいため DVT

リスクが高くなります。私達は、脱水を予防す

るため術後の食事・水分摂取量を観察し、必要

時、主治医に補液の指示を受け行っています。

また、摂取できるようになったら水分を促し、

測定を始めます。このように、患者さんに水分

を十分促したことが脱水予防となり、それが D

ダイマー下降に繋がり DVT予防となりまし

た。さらに水分摂取を促すだけでなく測定した

事により看護師の DVT予防への意識づけと

なったと考えます。
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結論

１つめは、水分摂取量を測定した B群のほうが

術後７日目の Dダイマーが低い結果でした。

２つめは、DVT予防をするうえで看護師が行っ

ている水分摂取量計測は有効です。

３つめは、水分摂取量を測定する事によって看

護師の DVT予防への意識付けができました。

御清聴ありがとうございました。
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