
　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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位を取るとか、体の向きを注意してい
く。その方々の体型に合わせた体位を
考える必要があります。
　大西　ご高齢の方で寝たきりの方も
多いですよね。胃瘻をつくったりする
ケースも多いかと思いますが、誤嚥性
肺炎というのは大きな問題なのですね。
　鷲澤　問題ですね。したがって、胃
への投与で逆流が防止できないという
場合には、カテーテルの先端を小腸ま
で送り込んで、小腸で行う経腸栄養で
逆流を回避しようという試みもかなり
されています。
　大西　次に電解質の異常なども起き
ることがありますか。
　鷲澤　市販されている栄養剤や濃厚
流動食を長年続けていますと、低ナト
リウム血症を起こす方が多いです。で
すから、電解質のチェックができるよ
うな医療機関で時々血液データなどを
見ることが必要で、中には塩分をやや
補充しないと間に合わない方もいらっ
しゃいます。
　大西　電解質以外に何か代謝性の障
害のようなものはありますか。
　鷲澤　基礎疾患として糖尿病がなく
ても、血糖値の変動が強く出る方がい
らっしゃるので、速度などを調整して
血糖値の上がり下がりがあまりないよ
うにしなければいけません。これは糖
尿病を持っていない方でも起こり得る
ことなので注意が必要なのと、胃の手
術をされた方などは時々ダンピング症

候群というものを起こすのですが、そ
れに似た食事のあとに冷や汗をかいた
り、血糖値が逆に下がってしまったり
することが時々あるのです。その辺は、
患者さんが訴えられないときは周りの
方がよく注意してあげることが必要に
なると思います。
　大西　これ以外にも何か気になるよ
うな注意点はありますか。
　鷲澤　最近では非常に特殊な成分の
栄養剤が市販されてきているのです。
ですから、患者さんにそれが合うのか
どうかを本当は注意しなければいけま
せん。
　大西　特殊な成分といいますと、ど
ういったものになりますか。
　鷲澤　極めて高蛋白のものとか、例
えば電解質の中で微量元素を特に強化
している、亜鉛が非常に多いようなも
のですとか。逆に亜鉛を投与し過ぎる
ことによる銅欠乏などを起こすことも
ありますから、漫然と同じものを長い
間投与するのは注意が必要かと思いま
す。
　大西　そういった注意も必要なので
すね。ほかにもありますか。
　鷲澤　適度な浸透圧になっているも
のと、腸管の疾患に合わせて高浸透圧
になっている成分栄養剤もあるのです。
ですから、患者さんにそれが合ってい
ない場合には極端な成分によって下痢
をしてしまうとか、場合によっては腹
痛を起こす方もいらっしゃるので、ち

肉芽が盛り上がってきたり、潰瘍をつ
くったり、蜂窩織炎のように皮下脂肪
組織炎を起こすような方もいらっしゃ
います。
　大西　そのあたりはどのように対処
されていますか。
　鷲澤　基本的には薬剤を使うという
よりは洗浄をこまめにするとか、もし
くは不良肉芽の場合にはステロイド軟
膏で処理する方が非常に多くて、かな
りの方がこれだけで治ります。あとは、
シャワーとか、お風呂でよく洗浄して
清潔を保つということでしょうか。そ
ういう日常の工夫が必要になってくる
と思います。
　大西　よく下痢など、消化管のいろ
いろな合併症といいますか、良くない
状態を起こす方もいますが、そのあた
りはいかがでしょうか。
　鷲澤　下痢は比較的多い合併症で、
ふだん経腸栄養に慣れていない方が始
めると、当初は下痢になる方が非常に
多いです。ですから、速度が速すぎる
場合はゆっくりにしたり、もしくは経
腸栄養剤などの浸透圧が高い場合には
少し薄めて浸透圧を下げるという工夫
をする場合もあります。あとは、速度
で調整するためにポンプを使うとか、
もしくは一定の速度を保つことが重要
になってくることもあります。
　下痢といっても、慣れてくれば徐々
に治ってきますので、慣れてきたら比
較的加速度を上げ、かつ間歇的な投与

も可能になってくると思うのです。と
ても治りにくい方の場合には止痢剤を
使ったり、食物繊維の量をきちんと投
与するとか、これにプロバイオティク
スを加えるなどの工夫をされている方
も増えています。あとは粘度調整をし
て、経腸栄養剤そのものの内容を調整
することで下痢を改善するという方法
も、最近は非常に広がってきています。
　大西　下痢以外の消化管の問題は何
かありますか。
　鷲澤　便秘になる方もいらっしゃる
のですが、非常に気をつけなければい
けないのは腸閉塞です。腸閉塞を起こ
していて便が出ない方は要注意で、必
ず医療機関を受診してそちらの判断を
した上で、経腸栄養を再開するかどう
かを決めることが必要になってくると
思います。
　あとは、比較的問題になって困るの
が、経腸栄養のときの逆流、胃食道逆
流に伴う誤嚥、それを原因として起き
る肺炎などが大きな合併症として問題
になってきますので、日常の投与時の
体位とか投与速度などには非常に注意
を払う必要が出てくると思います。
　大西　寝たきりの患者さんに多いの
でしょうか。
　鷲澤　そうですね。比較的ご自身で
動けない方も多いので、注意が必要に
なってきます。
　大西　こまめに体位をかえるとか。
　鷲澤　理想的には座位もしくは側臥
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位を取るとか、体の向きを注意してい
く。その方々の体型に合わせた体位を
考える必要があります。
　大西　ご高齢の方で寝たきりの方も
多いですよね。胃瘻をつくったりする
ケースも多いかと思いますが、誤嚥性
肺炎というのは大きな問題なのですね。
　鷲澤　問題ですね。したがって、胃
への投与で逆流が防止できないという
場合には、カテーテルの先端を小腸ま
で送り込んで、小腸で行う経腸栄養で
逆流を回避しようという試みもかなり
されています。
　大西　次に電解質の異常なども起き
ることがありますか。
　鷲澤　市販されている栄養剤や濃厚
流動食を長年続けていますと、低ナト
リウム血症を起こす方が多いです。で
すから、電解質のチェックができるよ
うな医療機関で時々血液データなどを
見ることが必要で、中には塩分をやや
補充しないと間に合わない方もいらっ
しゃいます。
　大西　電解質以外に何か代謝性の障
害のようなものはありますか。
　鷲澤　基礎疾患として糖尿病がなく
ても、血糖値の変動が強く出る方がい
らっしゃるので、速度などを調整して
血糖値の上がり下がりがあまりないよ
うにしなければいけません。これは糖
尿病を持っていない方でも起こり得る
ことなので注意が必要なのと、胃の手
術をされた方などは時々ダンピング症

候群というものを起こすのですが、そ
れに似た食事のあとに冷や汗をかいた
り、血糖値が逆に下がってしまったり
することが時々あるのです。その辺は、
患者さんが訴えられないときは周りの
方がよく注意してあげることが必要に
なると思います。
　大西　これ以外にも何か気になるよ
うな注意点はありますか。
　鷲澤　最近では非常に特殊な成分の
栄養剤が市販されてきているのです。
ですから、患者さんにそれが合うのか
どうかを本当は注意しなければいけま
せん。
　大西　特殊な成分といいますと、ど
ういったものになりますか。
　鷲澤　極めて高蛋白のものとか、例
えば電解質の中で微量元素を特に強化
している、亜鉛が非常に多いようなも
のですとか。逆に亜鉛を投与し過ぎる
ことによる銅欠乏などを起こすことも
ありますから、漫然と同じものを長い
間投与するのは注意が必要かと思いま
す。
　大西　そういった注意も必要なので
すね。ほかにもありますか。
　鷲澤　適度な浸透圧になっているも
のと、腸管の疾患に合わせて高浸透圧
になっている成分栄養剤もあるのです。
ですから、患者さんにそれが合ってい
ない場合には極端な成分によって下痢
をしてしまうとか、場合によっては腹
痛を起こす方もいらっしゃるので、ち

肉芽が盛り上がってきたり、潰瘍をつ
くったり、蜂窩織炎のように皮下脂肪
組織炎を起こすような方もいらっしゃ
います。
　大西　そのあたりはどのように対処
されていますか。
　鷲澤　基本的には薬剤を使うという
よりは洗浄をこまめにするとか、もし
くは不良肉芽の場合にはステロイド軟
膏で処理する方が非常に多くて、かな
りの方がこれだけで治ります。あとは、
シャワーとか、お風呂でよく洗浄して
清潔を保つということでしょうか。そ
ういう日常の工夫が必要になってくる
と思います。
　大西　よく下痢など、消化管のいろ
いろな合併症といいますか、良くない
状態を起こす方もいますが、そのあた
りはいかがでしょうか。
　鷲澤　下痢は比較的多い合併症で、
ふだん経腸栄養に慣れていない方が始
めると、当初は下痢になる方が非常に
多いです。ですから、速度が速すぎる
場合はゆっくりにしたり、もしくは経
腸栄養剤などの浸透圧が高い場合には
少し薄めて浸透圧を下げるという工夫
をする場合もあります。あとは、速度
で調整するためにポンプを使うとか、
もしくは一定の速度を保つことが重要
になってくることもあります。
　下痢といっても、慣れてくれば徐々
に治ってきますので、慣れてきたら比
較的加速度を上げ、かつ間歇的な投与

も可能になってくると思うのです。と
ても治りにくい方の場合には止痢剤を
使ったり、食物繊維の量をきちんと投
与するとか、これにプロバイオティク
スを加えるなどの工夫をされている方
も増えています。あとは粘度調整をし
て、経腸栄養剤そのものの内容を調整
することで下痢を改善するという方法
も、最近は非常に広がってきています。
　大西　下痢以外の消化管の問題は何
かありますか。
　鷲澤　便秘になる方もいらっしゃる
のですが、非常に気をつけなければい
けないのは腸閉塞です。腸閉塞を起こ
していて便が出ない方は要注意で、必
ず医療機関を受診してそちらの判断を
した上で、経腸栄養を再開するかどう
かを決めることが必要になってくると
思います。
　あとは、比較的問題になって困るの
が、経腸栄養のときの逆流、胃食道逆
流に伴う誤嚥、それを原因として起き
る肺炎などが大きな合併症として問題
になってきますので、日常の投与時の
体位とか投与速度などには非常に注意
を払う必要が出てくると思います。
　大西　寝たきりの患者さんに多いの
でしょうか。
　鷲澤　そうですね。比較的ご自身で
動けない方も多いので、注意が必要に
なってきます。
　大西　こまめに体位をかえるとか。
　鷲澤　理想的には座位もしくは側臥

ドクターサロン64巻10月号（9 . 2020） （823）  5554 （822） ドクターサロン64巻10月号（9 . 2020）

2010_HONBUN.indd   55 2020/09/11   9:38



者さんに説明するときに、ご家族に胃
瘻に対する抵抗がある場合もあるよう
に経験するのですが。
　鷲澤　私も日常的に時々経験します。
　大西　そのあたりはどのように説明
したらよいですか。
　鷲澤　いろいろな感覚で否定的な気
持ちになられる方がいるようで、皆さ
ん同じ理由ではないのです。ですから、
患者さん、もしくはご家族がどうして
否定的なのかをよく聞いてあげて、も
しかしたらその中には誤解があるかも
しれないので、誤解している場合には
もう一度図や写真を使ってわかりやす
く説明し直してあげる。それによって
誤解が解けて、ああ、そういう目的な
ら使ってみようと考え方を変える方も
いらっしゃいます。そして胃瘻をつく

ると食べられなくなると誤解されてい
る方が患者さん、ご家族、そして医療
従事者にも意外と多いのです。ですか
ら、むしろ食べるための道具であり、
リハビリテーションのための栄養療法
だと考え、将来元気になったら、カテ
ーテルを抜いて胃瘻を卒業する方もい
らっしゃいますので、それを目指して
頑張りましょうと説明するのがいいの
ではないでしょうか。
　大西　ずっと、と思っている方がい
らっしゃいますね。
　鷲澤　必要なものはずっと使うので
しょうが、必要なくなれば抜くものだ
ったり、患者さんによっていろいろ状
況が違うことをご理解いただくのがい
いと思います。
　大西　ありがとうございました。

ょっと注意が必要です。あとは、成分
栄養のときは脂質の含有量が非常に少
ないので、必須脂肪酸の欠乏症になっ
てしまったり、脂溶性ビタミンの吸収
障害があったりするといけないので、
ある程度バランスを注意した栄養に留
意したかたちで、日常的に考えていく
ことが必要です。
　大西　全体的に栄養を考えなければ
いけないということですね。
　鷲澤　漫然と同じものを長期間投与
するというのはよくないかもしれない
です。
　大西　今は様々な製剤が出てきてい
るのですね。
　鷲澤　医薬品は数種類ですが、食品
扱いのものは非常に多くのものが存在
しています。
　大西　気をつけなければいけないと
いうことですね。
　鷲澤　成分表も時々見ておく必要が
あろうかと思います。
　大西　なかなかたいへんですね。だ
いたい主なものはそういったところで
しょうか。
　鷲澤　あとは日常、詰まらないよう
にきれいに洗うことです。どうしても
チューブという特殊な器具を使います
から、我々がお茶碗を洗ったり、お箸
を洗ったり、歯を磨いたりするのと同
じように、毎日、道具をきれいに洗っ
てメンテナンスに気をつけることが感
染予防の点からも非常に重要になって

きます。
　大西　確かに感染予防は重要ですね。
　鷲澤　腸管への感染症も多少問題に
なることがあります。ですから、消毒
というよりは、日常的に洗浄をこまめ
に行うことがとても大切なことになっ
てくると思います。
　大西　チューブに間違った薬剤など
を入れて事故があったことがありまし
たが。
　鷲澤　本来、消化管に入れない静注
用の薬ですとか、あとは食品や医薬品
の栄養剤と混ざることによって凝固し
てしまうような薬剤がありますので、
薬剤には注意を払う必要があります。
　大西　入れるものはよく注意すると
いうことですね。
　鷲澤　注意するのは、ものの本には
カテーテルを清潔に長持ちさせるため
にお酢などがいいと書いてあるものが
あるのです。確かにそのとおりで、10
倍ぐらいに薄めたお酢を充塡しておく
と非常に長持ちしてきれいなのですが、
栄養剤と接触すると、pHが低いです
からカード化して詰まってしまうこと
があります。洗浄はお水でして、きれ
いに洗い終わったらお酢で充塡してお
くというメンテナンスは方法としてあ
りますが、私が所属している学会など
はそれを推奨しているわけではなくて、
個人個人の判断で行われているのが現
状です。
　大西　一般論として胃瘻が必要な患
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