
中にそれを普及させていく大学がない
なと。
　大西　ないですね。
　佐々木　そのために、どうしても研
究者が出てこない。今、情報社会にな
って、世界中の情報の中からよいもの
を取り上げ、そうでないものを除いて、
世の中に広めていくという仕事が専門
家に課せられていると思うのです。け
れども、それができる栄養学専門家が
乏しいという問題があると思います。
　大西　それだけに誤った情報等がい
ろいろなところで流布しているような
状況かと思うのですが、そのあたりは

いかがですか。
　佐々木　もしも専門家がいて、私た
ちが専門家に頼るという社会ができて
いれば、偽科学情報や偽科学者は出て
こられないと思うのです。ところが、
そういう軸になる大学やグループが存
在しないために偽科学が出てくる。一
番かわいそうなのは一般の方々が本物
の情報なのか、にせものの情報なのか、
栄養に関して判別ができないことだと
思います。そのために、私たち医療者
も困っていますし、患者さんはもっと
困っているのではないでしょうか。
　大西　ありがとうございました。

臨床栄養の最新情報（Ⅰ）

千葉大学臓器制御外科学講師
古　川　勝　規

（聞き手　齊藤郁夫）

経静脈栄養療法

　齊藤　経静脈栄養療法ということで
うかがいます。まず、点滴による輸液
はいつ頃から行われてきたのでしょう
か。
　古川　輸液療法の歴史としては、1831
年、Lattaがコレラ患者の静脈内に0.5
％塩化ナトリウムと0.2％炭酸水素ナト
リウムを含む製剤を注入したのが輸液
療法の始まりといわれています。よっ
て、Lattaは「栄養療法の父」と呼ば
れています。
　齊藤　それから、リンゲル液で有名
なRinger先生が関係しているのでしょ
うか。
　古川　その後、1883年、Ringerが塩
化ナトリウムにカリウムやカルシウム
を配合したリンゲル液を開発しました。
　齊藤　その後もいろいろ進歩がある
のですか。
　古川　1932年、Hartmanによる乳酸
リンゲル液、ハルトマン液の開発へと
続いていきます。
　齊藤　電解質を補う時代から、ブド
ウ糖などを入れていく時代になったの

でしょうか。
　古川　輸液にブドウ糖や窒素源とし
てのアミノ酸、さらには脂肪を投与す
ることによって静脈栄養療法が成り立
っていきます。
　齊藤　これはまず、例えば手の静脈
に入れるようなことから始まってきた
のですか。
　古川　はい。当初は末梢静脈で行わ
れていますが、高濃度のブドウ糖を投
与すると、浸透圧の影響で静脈炎を引
き起こすので、投与エネルギーに限界
があります。
　齊藤　ということで、太い静脈に直
接入れるということが行われだしたの
でしょうか。
　古川　はい。太い静脈、中心静脈に
は高濃度のグルコースが投与可能であ
ることが見いだされ、皆さんも名前 
は聞いたことがあるかもしれません 
が、Dudrickが1968年に中心静脈栄養
（TPN）を開発しました。わが国では、
TPNの代わりにIVHが慣習的に長く使
われていましたが、国際的にはTPNが
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カロリーを多くするためにはたくさん
点滴しないといけないのでしょうか。
　古川　PPNの注意点として、エネル
ギー密度が低いために投与カロリーを
多くすることを目指すあまり、輸液量
が過剰にならないようにすることです。
また、輸液にはビタミンが含まれてい
ないことも多く、必要に応じてビタミ
ン剤を投与することも忘れないでくだ
さい。
　齊藤　さて、中心静脈栄養、TPN、
こちらはどういうことになりますか。
　古川　TPNは、高エネルギーの栄養
輸液を２週間以上投与する必要がある
場合が適応となります。
　齊藤　具体的にはどのような病気で
しょうか。
　古川　小腸疾患や、小腸切除後で十
分な消化吸収能力がない、または著し
く低下している場合、重症急性膵炎、
大手術の周術期、消化管瘻や炎症性腸
疾患、骨髄移植や化学療法患者などが
TPNの適応となります。
　齊藤　中心静脈へのアクセスはどう
なっているのでしょうか。
　古川　アクセスルートには、鎖骨下
静脈、内頸静脈、大腿静脈などがあり
ます。感染防止のためには鎖骨下静脈
穿刺が第一選択としてガイドラインで
もいわれていますが、気胸や血胸など
の合併症が少なくないことから、最近
は敬遠される傾向があります。
　齊藤　となると、どこから入れるこ

とになるのでしょうか。
　古川　特に手術室やICUで挿入する
場合はアクセスのよさ、穿刺時の重篤
な合併症が少ないということから、内
頸静脈が第一選択となることが多いで
す。
　齊藤　これも穿刺時に問題点があり
得るのですか。
　古川　はい。一般的に中心静脈カテ
ーテル穿刺による気胸や血胸などの機
械的合併症は、諸家の報告によると10
％に認められるとされ、医療安全の観
点から問題が指摘されています。
　齊藤　対策としてはどうでしょう。
　古川　このような機械的合併症を減
らすためにも、エコーガイド下の穿刺
が有用とされています。
　齊藤　そういうことを行っても、あ
る程度の合併症があり得るということ
ですね。さらに改善する方法はないの
でしょうか。
　古川　その辺を考慮すれば、穿刺に
伴う合併症がほとんど発生しないとい
われている末梢挿入式中心静脈カテー
テル、PICC（ピック）が有用な選択
肢とされています。
　齊藤　それはどのように入れていく
のですか。
　古川　上腕の尺側皮静脈が第一選択
とされています。これもエコーガイド
下の穿刺が推奨されています。
　齊藤　それがより安全ということで
すね。

医学用語として使われているので、わ
が国もそれにならうべきだと思います。
　齊藤　Dudrick先生が始めたのは50
年ぐらい前ということですね。
　古川　そういうことになります。
　齊藤　日本にだんだんとそれが普及
してきているのですね。
　古川　はい。残念なことについ先日、
Dudrick先生が亡くなったとの訃報を
聞きました。
　齊藤　さて、静脈栄養に対するもの
として胃腸に栄養を入れる経腸栄養療
法があるわけですが、適応は今どのよ
うに考えられているのでしょうか。
　古川　静脈栄養と経腸栄養の選択で
すが、腸が機能している場合は経腸栄
養の選択を基本にすることを注意して
ください。これは重要なポイントだと
思います。
　齊藤　どういった理由でですか。
　古川　経腸栄養は静脈栄養に比べて
生理的であり、消化管本来の機能であ
る消化吸収、あるいは腸管免疫の機能
が維持されることが挙げられています。
　齊藤　ということは、腸などの病気
の場合にはできないのですね。
　古川　そういうことです。
　齊藤　例えばどのような病気がある
のでしょうか。
　古川　腸閉塞などの経腸栄養が不可
能な場合や、経腸栄養のみでは必要な
栄養量を投与できない場合には静脈栄
養の適応となります。

　齊藤　それが末梢静脈栄養と今の
TPN、中心静脈栄養と２つあるという
ことですね。
　まず末梢静脈栄養、PPNというので
しょうか、これはどういうものなので
しょうか。
　古川　PPNは、文字どおり末梢静脈
からカテーテルを挿入しての栄養法に
なりますが、一般的には２週間以上の
静脈栄養が実施される見込みの場合は
中心静脈のTPN、２週間以内の場合は
末梢静脈のPPNの適応とされています。
　齊藤　PPNはどのくらいのカロリー
が入るのですか。
　古川　PPNでは、糖アミノ酸輸液に脂
肪乳剤を併用しても１日当たり1,000～
1,300kcalまでしか投与できないといわ
れています。
　齊藤　ということで、２週間以内と
いう場合にはどういった適応になるの
でしょうか。
　古川　PPNの適応としては経口摂取
や経腸栄養は可能ですが、必要量が充
足できない場合や、腸閉塞や胃腸炎で
一時的に経口摂取を中止するものの短
期間で再開されると予想される場合、
などとなります。
　齊藤　PPNで入れるものはどういう
ものでしょうか。
　古川　PPNではアミノ酸を含む糖電
解質を基本とし、ビタミン製剤を加え
ます。脂肪乳剤は別途投与します。
　齊藤　濃度が低いということですね。
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カロリーを多くするためにはたくさん
点滴しないといけないのでしょうか。
　古川　PPNの注意点として、エネル
ギー密度が低いために投与カロリーを
多くすることを目指すあまり、輸液量
が過剰にならないようにすることです。
また、輸液にはビタミンが含まれてい
ないことも多く、必要に応じてビタミ
ン剤を投与することも忘れないでくだ
さい。
　齊藤　さて、中心静脈栄養、TPN、
こちらはどういうことになりますか。
　古川　TPNは、高エネルギーの栄養
輸液を２週間以上投与する必要がある
場合が適応となります。
　齊藤　具体的にはどのような病気で
しょうか。
　古川　小腸疾患や、小腸切除後で十
分な消化吸収能力がない、または著し
く低下している場合、重症急性膵炎、
大手術の周術期、消化管瘻や炎症性腸
疾患、骨髄移植や化学療法患者などが
TPNの適応となります。
　齊藤　中心静脈へのアクセスはどう
なっているのでしょうか。
　古川　アクセスルートには、鎖骨下
静脈、内頸静脈、大腿静脈などがあり
ます。感染防止のためには鎖骨下静脈
穿刺が第一選択としてガイドラインで
もいわれていますが、気胸や血胸など
の合併症が少なくないことから、最近
は敬遠される傾向があります。
　齊藤　となると、どこから入れるこ

とになるのでしょうか。
　古川　特に手術室やICUで挿入する
場合はアクセスのよさ、穿刺時の重篤
な合併症が少ないということから、内
頸静脈が第一選択となることが多いで
す。
　齊藤　これも穿刺時に問題点があり
得るのですか。
　古川　はい。一般的に中心静脈カテ
ーテル穿刺による気胸や血胸などの機
械的合併症は、諸家の報告によると10
％に認められるとされ、医療安全の観
点から問題が指摘されています。
　齊藤　対策としてはどうでしょう。
　古川　このような機械的合併症を減
らすためにも、エコーガイド下の穿刺
が有用とされています。
　齊藤　そういうことを行っても、あ
る程度の合併症があり得るということ
ですね。さらに改善する方法はないの
でしょうか。
　古川　その辺を考慮すれば、穿刺に
伴う合併症がほとんど発生しないとい
われている末梢挿入式中心静脈カテー
テル、PICC（ピック）が有用な選択
肢とされています。
　齊藤　それはどのように入れていく
のですか。
　古川　上腕の尺側皮静脈が第一選択
とされています。これもエコーガイド
下の穿刺が推奨されています。
　齊藤　それがより安全ということで
すね。

医学用語として使われているので、わ
が国もそれにならうべきだと思います。
　齊藤　Dudrick先生が始めたのは50
年ぐらい前ということですね。
　古川　そういうことになります。
　齊藤　日本にだんだんとそれが普及
してきているのですね。
　古川　はい。残念なことについ先日、
Dudrick先生が亡くなったとの訃報を
聞きました。
　齊藤　さて、静脈栄養に対するもの
として胃腸に栄養を入れる経腸栄養療
法があるわけですが、適応は今どのよ
うに考えられているのでしょうか。
　古川　静脈栄養と経腸栄養の選択で
すが、腸が機能している場合は経腸栄
養の選択を基本にすることを注意して
ください。これは重要なポイントだと
思います。
　齊藤　どういった理由でですか。
　古川　経腸栄養は静脈栄養に比べて
生理的であり、消化管本来の機能であ
る消化吸収、あるいは腸管免疫の機能
が維持されることが挙げられています。
　齊藤　ということは、腸などの病気
の場合にはできないのですね。
　古川　そういうことです。
　齊藤　例えばどのような病気がある
のでしょうか。
　古川　腸閉塞などの経腸栄養が不可
能な場合や、経腸栄養のみでは必要な
栄養量を投与できない場合には静脈栄
養の適応となります。

　齊藤　それが末梢静脈栄養と今の
TPN、中心静脈栄養と２つあるという
ことですね。
　まず末梢静脈栄養、PPNというので
しょうか、これはどういうものなので
しょうか。
　古川　PPNは、文字どおり末梢静脈
からカテーテルを挿入しての栄養法に
なりますが、一般的には２週間以上の
静脈栄養が実施される見込みの場合は
中心静脈のTPN、２週間以内の場合は
末梢静脈のPPNの適応とされています。
　齊藤　PPNはどのくらいのカロリー
が入るのですか。
　古川　PPNでは、糖アミノ酸輸液に脂
肪乳剤を併用しても１日当たり1,000～
1,300kcalまでしか投与できないといわ
れています。
　齊藤　ということで、２週間以内と
いう場合にはどういった適応になるの
でしょうか。
　古川　PPNの適応としては経口摂取
や経腸栄養は可能ですが、必要量が充
足できない場合や、腸閉塞や胃腸炎で
一時的に経口摂取を中止するものの短
期間で再開されると予想される場合、
などとなります。
　齊藤　PPNで入れるものはどういう
ものでしょうか。
　古川　PPNではアミノ酸を含む糖電
解質を基本とし、ビタミン製剤を加え
ます。脂肪乳剤は別途投与します。
　齊藤　濃度が低いということですね。
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　古川　欧米では中心静脈穿刺の第一
選択としている施設が多いと聞いてい
ます。
　齊藤　さて、そういったことで静脈
穿刺を行っていくのですね。どういっ
たものをそこに投入するのでしょうか。
　古川　中心静脈栄養輸液製剤の基本
組成としては、糖電解質アミノ酸製剤、
総合ビタミン剤、微量元素製剤を混合
したもので、原則として脂肪乳剤も投
与します。現在は様々な組み合わせの
高カロリー輸液キット製剤が市販され
ています。
　齊藤　かなり便利になっているとい
うことですが、キット製剤の注意点は
何かありますか。
　古川　キット製剤の最大の利点は無
菌的に調製が可能であるということで
すが、糖、アミノ酸、脂肪の投与量、
NPC/N比がキットによって決まって
いるため、病態に応じた調製が困難と
いうことで、適応に注意が必要になっ
てきます。つまりは、侵襲下、肝不全、
腎不全、呼吸不全などの特殊な病態で
は各栄養素の過不足をきたす可能性が
高いので、慎重に適応を考慮しなくて
はなりません。
　齊藤　キットに加えて、脂肪乳剤も
入れる必要があるのですか。
　古川　不飽和脂肪酸であるリノール
酸やαリノレン酸は必須脂肪酸でして、
細胞膜の構成成分でもあるので、静脈

栄養施行時はこれら必須脂肪酸欠乏症
に注意しなければなりません。
　齊藤　脂肪酸を投与するときの注意
点があるのですね。
　古川　脂肪乳剤の注意点としては投
与速度があります。脂肪乳剤が有効に
利用されるにはリポ蛋白リパーゼによ
って脂肪酸に加水分解される必要があ
ります。投与速度が速すぎると加水分
解しきれず、血中トリグリセリドが上
昇してしまいます。
　齊藤　さて、最後にTPNの副作用、
注意点はどうなりますか。
　古川　TPN使用時の注意点として、
合併症で高いのはカテーテル関連血流
感染症（CRBSI）になります。対策と
しては、挿入時に滅菌手袋、滅菌ガウ
ン、マスク、帽子などの高度バリアプ
レコーションで行うことが重要になっ
てきます。
　齊藤　非常に栄養状態が悪い人に行
ったときにも何か問題があるのですか。
　古川　高度な栄養障害を有する患者
さんに栄養療法を始めるときは、短期
間に栄養療法を行った場合に起こる重
篤な合併症としてリフィーディングシ
ンドロームがあります。
　齊藤　その辺を注意しながら、とい
うことですね。
　古川　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

臨床栄養の最新情報（Ⅰ）

東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター部長
鷲　澤　尚　宏

（聞き手　大西　真）

経腸栄養の注意点

　大西　鷲澤先生、経腸栄養の注意点
ということでうかがいたいと思います。
まず、経腸栄養の意義について教えて
いただけますか。
　鷲澤　経腸栄養は基本的に本来、生
理的に経口摂取している、この方法に
準じた摂食方法です。経口摂取がまま
ならない方、機能障害のある方が取る
次の手段と考えてよいかと思います。
　大西　具体的な適応ですが、経腸栄
養に持っていこうか、どうしようかと
現場で悩むこともあるかと思います。
具体的な適応について教えていただけ
ますか。
　鷲澤　胃腸の機能がまず正常である
ことが理想です。もしくは、障害があ
るとしても、比較的軽度の胃腸障害で
あれば使えることをまず確認する。そ
ういう方が適応になると思います。
　大西　具体的な方法を教えていただ
けますか。
　鷲澤　経腸栄養といいましても、一
部には経口で摂取するONSといわれる
ものがあるのです。それ以外のものは

比較的機械的な道具を使うことから、
tube feedingと呼ばれることがありま
す。経鼻胃管を使って投与したり、も
しくは間歇的に食道の中に投与すると
いう方法もあります。OE法と呼ばれ
る方法です。それが比較的多いと思い
ますが、長期にわたる経鼻胃管は障害
が多いので、例えば胃瘻や小腸瘻を造
設して、そちらからチューブを入れる
という方法も取られることがあります。
　大西　今回のテーマでもあります主
な注意点、合併症などが起きる可能性
もあって、それに対してどう対処した
らいいかを教えていただきたいです。
まずカテーテル等を入れる外的な要因
によるいろいろな注意点があるかと思
いますが。
　鷲澤　人工的なカテーテルを留置す
るという点で、刺入されている体の部
位における障害、例えば経鼻胃管だと
外鼻孔における潰瘍とか、咽頭部分へ
の刺激とか、そういった物理的な問題
があります。胃瘻の場合は腹部に挿入
されているカテーテルの入り口に不良
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