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どうする？ 臨床現場での下痢対策
－エモリー大学でのＰＨＧＧ使用経験に学ぶ－
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Third lineとしてPHGG含有栄養剤を処方している。

最後に
　
　下痢や消化器症状などは、複数の原因が重なり合って生じている
ことが現状である。そのため、臨床現場では、患者の訴えや自覚症状
および他覚症状を正確にとらえ、さらに病期や病態、モニタリング項目
を総合的に評価し、原因究明を行うことが大切である。そして忘れて
はいけないことは”When the gut works use it !”である。
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近森病院での下痢対策
　
　2007年に報告された研究では、心不
全患者22名と健常者22名に対して超
音波を使用した腸管壁の厚み（腸管浮
腫）や腸管透過性、糖質の吸収率につ
いての比較を行っている8)。その結果、心
不全患者では健常者に比較して、回腸
末端および上行結腸からS状結腸すべ
て有意に壁肥厚（腸管浮腫）を認め（図
2）、小腸および大腸での腸管透過性の
上昇と糖質の吸収率の減少が認められ
た。さらに、腸管粘膜のバクテリアバイオ
フィルムの存在を明らかにし、慢性心不
全患者は腸蠕動の低下、腸管虚血により
腸管浮腫を招き、腸管壁透過性の亢進
および吸収障害、炎症状態が生じている
ことが判明した。下痢が長期に続くことで、
栄養吸収障害、水分の喪失、電解質異常、肛門周囲の皮膚トラブル
など患者自身に苦痛を与えてしまうこともあるため、まず、なぜ下痢が
生じたかを考察し早期に対策を行うことが大切である。右心不全によ
る腸管浮腫が原因と考えられた場合も、その他の原因も重複してい
ないかを考えるべきである。腸管浮腫は、四肢浮腫や腹部膨満、腸
蠕動音、血液生化学検査による肝機能障害や低アルブミン血症の
有無など多角的に評価することでその存在を予測する事ができる。ま
た、日々の水分出納を評価し体液貯留の有無を確認する。また、経
験上ではあるが、腸管浮腫が疑われる場合の排便は、少量ずつ頻
回な排便が多い印象がある。

腸管浮腫による下痢発生時の対応
　
　腸管浮腫による下痢発症時の対策は、「腸管浮腫を改善させる」、
「腸管浮腫下でも吸収できる栄養素を摂取する」ことが挙げられる。
腸管浮腫の原因は、元々右心不全にあるので、心不全の治療自体
が右心不全および腸管浮腫、下痢に対する対策となり、心不全患者
の体液コントロールは薬物治療や重度な場合は、透析など治療がメ
インになるが、患者個々に応じた必要水分量を算出し、投与水分量
が過剰でないかを評価することも必要である。その場合、水分制限を
要する症例が多いため、当院ではfirst lineとして2.0kcal高濃度濃
厚流動食を選択している。
　腸管浮腫が存在した上で下痢を予防する方法として、吸収しや
すい栄養素の摂取を行う。心不全患者の腸管浮腫は前述のとおり、
小腸浮腫と大腸浮腫があり、小腸浮腫が存在すると栄養素の吸収
率が低下する。そのためより吸収しやすい形で小腸に食物を届ける
必要があり、経腸栄養の場合、半消化態栄養剤より消化態栄養剤
や成分栄養剤を選択する。当院ではfirst lineとして消化態栄養剤
を選択している。また腸蠕動の低下も生じるため、投与速度を落とし
一回の投与量も減量させることが有効である。
　また、抗菌薬使用時など腸内細菌叢の乱れによる下痢が重複し
ていると考えられる場合は、PHGGなどの食物繊維やオリゴ糖などの
投与が下痢対策として有効である。つまり右心不全による腸管浮腫
が原因と考えられた症例に対しては水分制限を行い、循環血液量を
制限しさらにcardiac cachxiaの対策としてfirst lineとして2.0kcal
高濃度濃厚流動食を選択し、腸管浮腫による下痢が発現した際に
はsecond lineとして消化態栄養剤で栄養素の吸収を確保した後、

薬剤の中止が治療の基本で、偽膜性腸炎ではディフィシル菌に著し
い効果を示すバンコマイシンやメトロニダゾールなどが処方されるの
が標準治療であるが、アメリカにおいては、バンコマイシン耐性菌の
発見により安易にバンコマイシンの処方ができなくなっている。

　そこで栄養剤の効果を利用するものであり前述のマニュアルには
「安易に経腸栄養剤の投与を中止するのではなく、重症例に対して
はPHGGの投与を行う」（表1）とされている。確かに筆者の留学時
代にも担当患者が偽膜性腸炎になり便培養でCD（Clostridium 
difficile）トキシン陽性例を経験したが絶食の指示を出した記憶がな
い。また、マニュアルには「重症症例には消化態栄養剤」を処方する
ように記載されている。

表1　偽膜性腸炎発症時の処方
・絶食にすることも考慮はするが基本的には行わない
・基本的には栄養剤の変更は行わない
　◆下痢は、栄養剤に起因せず、腸炎という炎症が原因であること
は明らかである
・重症症例に対する処方
　◆便量が1リットルを超えるような場合
　 消化態栄養剤への変更
　 水溶性食物繊維（PHGG）の投与

　消化態栄養剤は、窒素源が低分子ペプチド（ジペプチド、トリペプ
チド）とアミノ酸で構成されていて、小腸にはアミノ酸が吸収される経
路と、低分子ペプチドがそのままの形で吸収される経路がある。これ
らの吸収速度は低分子ペプチドの方が遊離アミノ酸より早く、吸収に
必要なエネルギーも少なく、消化態栄養剤は消化吸収能の低下して
いる場合にも使用可能7）である。そのような理由から消化態栄養剤は、
カード化を起こさず、チューブの閉塞の心配も少ないため、腸管障害
時等、最も使いやすい経腸栄養剤である。表2に筆者らが日常臨床
で病態・症例ごとに消化態栄養剤とPHGG含有栄養剤の使い分
けの目安を示す。

表2　PHGGと消化態栄養剤含有栄養剤の症例別使い分け

イオティクスは、「結腸内の有用菌を増殖させるか有害菌の増殖を抑
制することで宿主の健康に有益な作用をもたらす難消化性食品成
分」と定義され4）、難消化吸収性糖質である食物繊維や才リゴ糖な
どがこれに含まれる。プロバイオティクスの働きは、従来は下痢に対す
る整腸作用が知られていたが、研究3,4）によりその他にも様 な々働きが
明らかになってきており、整腸作用の他に感染防御作用、免疫能調
整作用、発癌抑制作用、アレルギー低減作用、血中コレステロール
低下作用、血圧低下作用などが報告されている。プレバイオティクス
である食物繊維は、疫学調査により食物繊維の摂取不足は種々の
生活習慣病の発症に関連すると提唱されて以来、新しい栄養素とし
て注目されるようになった。

短鎖脂肪酸産生の有用性
　プレバイオティクスの中でもグアーガム分解物（PHGG：Partially 
Hydrolyzed Guar Gum）には臨床的有用性がある5）とされており、
欧州臨床栄養代謝学会（ESPEN）のコンセンサス会議で唯一、推
奨度A（最も推奨度の高い）に定められている。PHGGは、大腸に達
すると短鎖脂肪酸である酪酸を産生する。
ヒトの大腸内では、腸内細菌が食物繊維（難消化性糖類）を発酵す
る際に短鎖脂肪酸を産生し、健康維持に欠かせない役割を果たし
ている。ヒトの場合、酢酸、プロピオン酸、酪酸の３種が代表的な短鎖
脂肪酸である。短鎖脂肪酸は体内に吸収される前の腸管でも重要
な働きがあり、短鎖脂肪酸は酸性の成分なので、産生されると腸内
環境は弱酸性になる。弱酸性になると悪玉菌が分泌する酵素の活
性が抑えられるため、発がん性物質である二次胆汁酸や有害な腐
敗産物が産生しにくくなり、腸内環境が良好に保たれる6）。また、弱酸
性になることでカルシウムやマグネシウムなどの重要なミネラルが水溶
性に変化するので、より体内に吸収しやすくなり、ミネラル不足を補うこ
とができると言われている(図1)。
　また、経腸栄養施行患者の場合は高齢患者が多い。ヒトの腸内
細菌叢の形成は年齢による変化が生じ、加齢とともに有用菌である
ビフィズス菌が減少し、変わって大腸菌やウェルシュ菌が増加する傾
向にあることから高齢者にはPHGGの投与が必須であると思われる。

図１　PHGGの特徴
吉田貞夫,高齢者の排便コントロールとグアガム分解物:ネスレ日本株式会社より

エモリー大学での臨床経験から
　　
　2012年に発行されたエモリー大学病院の「Diet manual」およ
び「Handbook of diets for physicians」において偽膜性腸炎
による経腸栄養法の処方上の注意が追加された。偽膜性腸炎の原
因は、抗菌薬（とくにセフェム系やリンコマイシン系）の服用により腸内
細菌叢の菌交代現象が起こり、ディフィシル菌が異常増殖し、それが
産生する毒素が大腸粘膜の循環障害を引き起こすとされている。抗
菌薬などの薬剤によって引き起こされる病気なので、これに対し原因

痢が発現する。筆者らの施設では、栄養剤投与前の腸管の使用状
況により投与スケジュールを2つに分けている。
１）腸管を直前まで使用していた症例
　脳血管障害等で経口摂取不能な症例で、直前まで腸管の使用
がありさらに、消化器症状が正常な場合は、半消化態栄養剤を20
～ 30mL／時から開始してその後1～ 3日きざみにrate upし、5～
7日でfull strengthにもっていく。可能であればその後、間歇投与に
切り替える。
２）長期間腸管を使用していなかった症例
　2週間以上の絶食症例や高度低栄養状態等は腸管絨毛の委縮、
腸粘膜の菲膜化が起こりやすく通常のプロトコールでは下痢が発現
する可能性が高い。そこで当院ではこのような症例の場合、粉末消
化態栄養剤を1／ 2希釈に溶解し20mL／時以下で投与を開始
して、3～ 4日きざみに緩徐にrate upし、投与速度に馴化したら通
常の濃度（1kcal ／ 1mL）にしていく。最終的には10～ 14日でfull 
strengthにし、可能であればその後、間歇投与に切り替える。
　両者ともに投与初期段階では、24時間持続投与法を用いて、そ
の後、消化器症状のモニタリングにて可能であれば3～6回/日の間
歇投与法に切り替えていく。また、液状消化態栄養剤の場合は、希
釈することなく速度を順守して投与している。
　本邦においてはこの方法を未だに疑問視する意見が聞かれるが、
アメリカでは1916年（大正5年）から持続栄養法が普及し、持続投
与法には欠くことのできない「経腸栄養ポンプ」の導入は1930年（昭
和5年）から行われている。2）現在では、アメリカのみならずヨーロッパ、
アジア諸国でもポンプ管理による持続投与法が一般的な手技として
導入されている。

4.腸管の常在細菌叢が変化している
　ヒトの糞便の80％は水分で、残り20％は乾燥糞便であるが、乾燥
糞便の半分が腸内細菌である。ヒトの腸内には数百種類、100兆個
にも及ぶ腸内細菌が棲みついているが、その内容には個体差があ
る。腸内細菌は、その働きやヒトに対する影響から、乳酸菌やビフィズ
ス菌のような有用菌、大腸菌やバクテロイデスのような中間菌、黄色
ブドウ球菌やウェルシュ菌のような有害菌に大別される。通常は有用
菌が有害菌を抑えることでバランスが保たれているが、これが崩れる
と健康が阻害され病気の誘因となる。たとえば高たんぱく質・高脂肪
食の過剰摂取によりウェルシュ菌などの有害菌が増加しビフィズス菌
が減少したり、ストレスや過労によりバクテロイデスの異常増加や、ウェ
ルシュ菌の増加とともに乳酸桿菌、ビフィズス菌の減少がみられたり
する。また、抗菌薬の内服により耐性菌が増殖し、食中毒などの細菌
感染により腸内細菌叢が乱れることもよく知られている。

プロ・プレバイオティクスは大きな武器
　プロバイオティクスとは、「腸内微生物のバランスを改善することに
より宿主に有益に働く生菌添加物」と定義3）されている。また、プレバ

はじめに
　
　経腸栄養法は静脈栄養法に比し生理学的に経口摂取に近く、消
化管ホルモン動態なども、より正常に維持することができる。また、合
併症が少なく、より安全に管理することができることがメリットであり、”
When the gut works use it!”（腸が働いているなら、腸を使おう！）と
いう考え方が普及してきた。しかし、まったく合併症がないわけではな
く、臨床では消化器症状、特に下痢に難渋することが散見される。

下痢の原因
　
　経腸栄養法における下痢は、臨床上一番多くみられる合併症で
ある。その主な原因を挙げる。
1 栄養剤の組成がその患者に対して不適当
2 脂質含有量が多い
3 投与速度が速すぎる
4 腸管の常在細菌叢が変化している
5 栄養剤の温度が不適切
6 浸透圧が高すぎる
7 栄養剤の汚染
　これら7つの原因の中で本稿では①～④について概説する。

1.栄養剤の組成がその患者に対して不適当
　現在では多くの有用性の高い栄養剤が容易に入手できるように
なってきたが症例によっては、組成自体がその症例の体質や病態に
適応していないことがある。例えば、乳糖不耐症の患者に対し乳糖を
含有している栄養剤を投与すれば下痢を起こすのは必然である。成
人では腸内のラクターゼ分泌が少ないことが知られており、成人の6
～ 7割は乳糖不耐症の予備軍的な存在とされ、そのうち1～ 2割は
乳糖を摂取すると便が緩くなるなどの自覚症状が発現する。現在で
は「乳糖フリー」の栄養剤がほとんどであるが、製造過程で微量の乳
糖が混入してしまうこともあり、過敏症の症例には注意が必要である。

2. 脂質含有量が多い
　一般的に脂質は胃内貯留時間が遅延し、他の栄養素と比べ消
化・吸収され難いと報告１）されている。そのようなことから脂質含有
量が多いほど下痢が発現しやすいと思われてきたが、近年では
MCT（中鎖脂肪酸：medium chain triacylglycerol）を使用した
栄養剤が増えてきた。MCTは長鎖脂肪酸（LCT）に比べて加水分
解されやすく、酸化的利用がされやすいことが知られている。その大
きな要因としてMCTはミトコンドリア内膜を輸送される際、カルニチン
に依存しないことであるとされる。そのため脂肪性下痢はあまり惹起し
なくなってきている。したがって一概に脂質含有量が高いからといっ
て即、下痢に結びつくものではない。

3．投与速度が速すぎる
　投与速度は下痢の発現にもっとも関与しているといってよい。特に
投与早期では投与速度は極めて重要であり適切でないと高率で下
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はじめに
　　
　近年、PHGG の有する様々な効果が明らかになっています。
今回ご紹介する３論文は、敗血症患者、ICU患者、小児の急
性下痢症といった急性期におけるPHGGの臨床使用報告です。
重症患者の経管栄養は下痢の発生頻度も高く、PHGGによる
腸管メンテナンス効果は注目に値します。また、小児急性下
痢症に対する効果も興味深いものです。

論文1：PHGGの敗血症患者に対する有用性

完全経腸栄養管理中の敗血症患者において水溶性食物繊維が下痢の
発生率を減少：前向き二重盲検無作為化比較試験

Soluble fiber reduces the incidence of diarrhea in septic 
patients receiving total enteral nutrition: a prospective, 

double-blind, randomized, and controlled trial
H.SPAPEN, 他
 Intensive Care Department, Academic Hospital, Vrije 

Universiteit Brussels, Belgium
Clinical Nutrition(2001)20(4):301-305,Harcourt Publishers Ltd
　
◆ 目 的
　食物繊維を強化した栄養剤によって経腸栄養に関連した下痢をコ
ントロールする試みは、多くの場合失敗に終わってきた。しかし最近、
水溶性の部分的に加水分解されたグアーガムを含有する経腸栄養の
有用性が、内科・外科の非重症患者において報告された。この種の
経腸栄養が、下痢発症のリスク集団である重症敗血症患者における
便の生成にも影響を及ぼすかについて調査した。
　
◆ 方 法
　試験は二重盲検で実施した。重症敗血症および敗血症性ショック
の患者を連続的に組み入れ、無作為で加水分解されたグアーガム22 
g/Lを追加した経腸栄養剤および食物繊維を含有しない、等カロリー
かつ等窒素の対照栄養剤のいずれかを投与した。
　全患者には人工呼吸器が装着され、カテコールアミンおよび抗生
物質が投与された。経腸栄養剤は経鼻胃管で最低6日間投与された。
毎日の下痢の評価には、便の容量および硬さに基づく半定量的スコ
アを使用した。

◆ 結 果
　25名の患者がデータ解析の基準を満たしていた。そのうち13名が
水溶性食物繊維の投与を受けていた。2群の間で、性別、年齢、疾患の
重症度、敗血症の原因、臨床検査値のパラメーター、栄養剤の合計投
与日数、および栄養目標を達成するまでの期間について差はなかった。
　下痢の平均頻度は、食物繊維の投与を受けた患者で、標準の栄養剤
の投与を受けた患者と比較して有意に低かった（8.8±10.0％対
32.0±15.3％、p=0.001）。　
食物繊維の投与を受けた患者群全体で、栄養剤の合計投与日数に対す
る下痢の発症日数が少なく（16／ 148日（10.8%）対46／ 146
日（31.5%）、p < 0.001）、また平均下痢スコアも低かった
（4.8±6.4対9.4±10.2、p < 0.001）。経腸栄養剤の種類は敗血
症関連の死亡および集中治療室の滞在期間には影響を及ぼさなかった。

◆ 考 察
　経管栄養は重症患者に推奨される栄養法であるものの、特に人工
呼吸器を装着したような重症患者では、下痢の発生頻度が高い。重
症患者に下痢が発生すると電解質バランスや栄養状態に影響をおよ
ぼすだけでなく、感染リスクを増加させ死亡率の増加にもつながる。
このような経腸栄養に関連する下痢をコントロールする試みは様々
なものが試みられているが、本試験の結果は、ICUの特定の患者に
おいて、水溶性の食物繊維を追加した経腸栄養剤が下痢の発生を減
少させる可能性があることを示している。
　これまでの報告では、食物繊維の下痢に対する効果は一定の見解
が得られていない。その原因として、多くの研究で不溶性の食物繊
維が使用されていることや、下痢の評価基準が一定でないことなど
があげられる。その点、本試験は水様性の繊維(PHGG)を使用し、
下痢の評価にスコアを用いている。今後より大規模試験で、このよ
うな栄養剤の詳細な効果が確認されることが望まれる。
　
◆ 結 論
　水溶性食物繊維を追加した経腸栄養剤は、経管栄養を受けている
人工呼吸器を装着している敗血症患者において、下痢の発生率低減
に有用である。

論文2：PHGGのICU患者に対する有用性

経腸栄養施行中のICU患者における食物繊維強化栄養剤による下剤
の管理：前向き無作為化比較試験

Control 0f diarrhea by fiber-enriched diet in ICU
patients on enteral nutrition: a prospective randomized 

controlled trial
Tarek Ali Rushdi,他
Faculty of Medicine, New Kasr El-Aini Teaching Hospital, 

Cairo University, Cairo,Egypt 
Clinical Nutrition (2004) 23, 1344-1352. Elsevier Science 
Inc.

◆ 目 的
　本前向き二重盲検比較試験は、ICU患者を対象として、水溶性食
物繊維（guar gum）の下痢に対する有用性について評価した。

◆ 方 法
　APACHEⅡのスコアが16-22、20歳以上の経腸栄養剤投与中で
持続性の下痢をともなう患者20名を、水溶性グアーガムを2％添加
した新規の経腸栄養剤投与群（試験群、n＝10）または食物繊維を
含有しない栄養剤投与群（対照群、n＝10）のいずれかに無作為化し、
4日間連続で投与を行った。

使用栄養剤
試験群
1060 kcal （1000 mL）。たんぱく質41 g、水溶性食物繊維22 
g、ナトリウム700 mg、カリウム1350 mg、カルシウム550 
mg、マグネシウム220 mg、リン酸550 mg、塩化物1000 mg。
 
対照群
1000 kcal (1000 mL)、たんぱく質40 g、ナトリウム500 mg、

カリウム1252 mg、カルシウム800 mg、マグネシウム400 
mg、リン酸700 mg、塩化物1000 mg。

　全患者が抗生物質の投与を受けていたが、特定のコレステロール
低下薬、止痢薬、便秘薬または腸管運動促進薬の投与を受けていた
患者はいなかった。10名の患者が圧補助換気法（PSV）／持続的
気道陽圧法（CPAP）モードで人工呼吸器を装着していた。30名の
患者を組み入れたが、20名のみが試験実施計画に則って試験を完了
し、データ解析の対象となった。

◆ 結果および考察
●試験の組み入れ時には全患者が経腸栄養を投与しており、持続性の
下痢があった。液状便の回数は、第1日では統計学的差異は認められ
なかったが、第4日で対照群の平均2.1回に対し、試験群で1.0回と有
意に低かった。消化管症状の発生率または重症度に関しては、両群に
おいて有意差は認められなかった。
●本試験の全期間を通して、10名の試験群でわずか2名（20％）に鼓
腸の愁訴がみられた。
●本試験では、両群で試験開始時および試験完了後の平均アルブミン
値に有意な変動はみられなかった。下痢の発生率または重症度および
アルブミン値には相関が認められなかった。

◆ 結 論
グアーガムを強化した経腸栄養剤は、既に下痢を発症していたICU患
者における、下痢症状の発現回数の減少に寄与している。

　
論文3：PHGGの小児急性下痢症に対する有用性

小児の急性下痢症に対する治療におけるグアーガム分解物添加経口
補水液

Partial ly Hydrolyzed Guar Gum-Supplemented Oral 
Rehydration Solution in the Treatment of Acute Diarrhea in 

Children.
Nur H.Alam,他
Clinical Sciences Division,ICDDR,B:Centre for Health and 

Population Research, Dhaka,Banglodesh
J o u r n a l  o f  P e d i a t r i c  G a s t r o e n t e r o l o g y  &  
Nutrition.31.503-507.November,2000,11,Lippincott 
Williams &Wilkins,inc.
　
◆ 目 的
　小児の非コレラ急性下痢症に対する治療において、グアーガム分解

物（PHGG）を添加した世界保健機関の推奨する経口補水液（WHO 
ORS）の効果を評価する目的で試験を実施した。

◆ 対象・施行方法
　入院中の持続時間が48時間未満の水様性下痢を有する年齢4～
18カ月の男児150例。
　WHO ORSを投与する群とPHGG添加WHO ORSを投与する群
のいずれかに割り付け、回復が認められるまで投与を継続した。
◆ 補液療法
　入院後、割り当てられたORSによる水分補給（10 ～ 12 mL/kg
体重/時）を4 ～ 6時間実施。下痢が止まるまで、少なくとも水様性便
によって失われた分と同量のORSを投与して、進行中の下痢による
水分喪失を補充した。

◆ 食 事
　希望に応じて母乳を摂取してもよいこととした。

◆ 結 果
●PHGG添加WHO ORSの投与を受けた患者では対照群と比べて下
痢の持続時間に有意な短縮が認められた（mean ± SD、74 ± 37対
90 ± 50時間、P = 0.03）
●下痢の持続時間に関する生存時間分析においても、PHGG添加群で
有意な短縮が示された（P = 0.025、ログランク検定）。
●PHGG添加群では対照群に比べて2日目から7日目にかけての1日
の糞便重量が少なかったが、有意な減少が認められたのは7日目のみ
であった。
●有意差はないが、PHGG添加群では対照群に比べて同一期間（1日目
から7日目）における総糞便重量に18%の減少が認められた。
●水分の総摂取量および尿の総排出量は両群間で同等であった。
●補足的な食事によるエネルギー摂取量については両群間に差は認め
られなかった。
●体重増加の平均値はPHGG添加WHO ORS投与群で対照群に比べ
て大きかったが、分布の幅は広い範囲にわたっていた。

◆ 考 察
　PHGG添加ORSの投与を受けた小児において示された急性下痢
症からの回復促進効果の主要因は、大腸内で腸内細菌によって
PHGGが発酵され、それによって産生されたSCFA（単鎖脂肪酸）に
より大腸における水分および電解質の吸収が亢進された結果である
と考えられる。

◆ 結 論
ORSにPHGGを添加することで小児において急性水様性下痢からの
回復が促進されることが示された。このことは、下痢症に対する新た
な治療法としてのPHGG添加ORSの可能性を示唆している。
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Third lineとしてPHGG含有栄養剤を処方している。

最後に
　
　下痢や消化器症状などは、複数の原因が重なり合って生じている
ことが現状である。そのため、臨床現場では、患者の訴えや自覚症状
および他覚症状を正確にとらえ、さらに病期や病態、モニタリング項目
を総合的に評価し、原因究明を行うことが大切である。そして忘れて
はいけないことは”When the gut works use it !”である。
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近森病院での下痢対策
　
　2007年に報告された研究では、心不
全患者22名と健常者22名に対して超
音波を使用した腸管壁の厚み（腸管浮
腫）や腸管透過性、糖質の吸収率につ
いての比較を行っている8)。その結果、心
不全患者では健常者に比較して、回腸
末端および上行結腸からS状結腸すべ
て有意に壁肥厚（腸管浮腫）を認め（図
2）、小腸および大腸での腸管透過性の
上昇と糖質の吸収率の減少が認められ
た。さらに、腸管粘膜のバクテリアバイオ
フィルムの存在を明らかにし、慢性心不
全患者は腸蠕動の低下、腸管虚血により
腸管浮腫を招き、腸管壁透過性の亢進
および吸収障害、炎症状態が生じている
ことが判明した。下痢が長期に続くことで、
栄養吸収障害、水分の喪失、電解質異常、肛門周囲の皮膚トラブル
など患者自身に苦痛を与えてしまうこともあるため、まず、なぜ下痢が
生じたかを考察し早期に対策を行うことが大切である。右心不全によ
る腸管浮腫が原因と考えられた場合も、その他の原因も重複してい
ないかを考えるべきである。腸管浮腫は、四肢浮腫や腹部膨満、腸
蠕動音、血液生化学検査による肝機能障害や低アルブミン血症の
有無など多角的に評価することでその存在を予測する事ができる。ま
た、日々の水分出納を評価し体液貯留の有無を確認する。また、経
験上ではあるが、腸管浮腫が疑われる場合の排便は、少量ずつ頻
回な排便が多い印象がある。

腸管浮腫による下痢発生時の対応
　
　腸管浮腫による下痢発症時の対策は、「腸管浮腫を改善させる」、
「腸管浮腫下でも吸収できる栄養素を摂取する」ことが挙げられる。
腸管浮腫の原因は、元々右心不全にあるので、心不全の治療自体
が右心不全および腸管浮腫、下痢に対する対策となり、心不全患者
の体液コントロールは薬物治療や重度な場合は、透析など治療がメ
インになるが、患者個々に応じた必要水分量を算出し、投与水分量
が過剰でないかを評価することも必要である。その場合、水分制限を
要する症例が多いため、当院ではfirst lineとして2.0kcal高濃度濃
厚流動食を選択している。
　腸管浮腫が存在した上で下痢を予防する方法として、吸収しや
すい栄養素の摂取を行う。心不全患者の腸管浮腫は前述のとおり、
小腸浮腫と大腸浮腫があり、小腸浮腫が存在すると栄養素の吸収
率が低下する。そのためより吸収しやすい形で小腸に食物を届ける
必要があり、経腸栄養の場合、半消化態栄養剤より消化態栄養剤
や成分栄養剤を選択する。当院ではfirst lineとして消化態栄養剤
を選択している。また腸蠕動の低下も生じるため、投与速度を落とし
一回の投与量も減量させることが有効である。
　また、抗菌薬使用時など腸内細菌叢の乱れによる下痢が重複し
ていると考えられる場合は、PHGGなどの食物繊維やオリゴ糖などの
投与が下痢対策として有効である。つまり右心不全による腸管浮腫
が原因と考えられた症例に対しては水分制限を行い、循環血液量を
制限しさらにcardiac cachxiaの対策としてfirst lineとして2.0kcal
高濃度濃厚流動食を選択し、腸管浮腫による下痢が発現した際に
はsecond lineとして消化態栄養剤で栄養素の吸収を確保した後、

薬剤の中止が治療の基本で、偽膜性腸炎ではディフィシル菌に著し
い効果を示すバンコマイシンやメトロニダゾールなどが処方されるの
が標準治療であるが、アメリカにおいては、バンコマイシン耐性菌の
発見により安易にバンコマイシンの処方ができなくなっている。

　そこで栄養剤の効果を利用するものであり前述のマニュアルには
「安易に経腸栄養剤の投与を中止するのではなく、重症例に対して
はPHGGの投与を行う」（表1）とされている。確かに筆者の留学時
代にも担当患者が偽膜性腸炎になり便培養でCD（Clostridium 
difficile）トキシン陽性例を経験したが絶食の指示を出した記憶がな
い。また、マニュアルには「重症症例には消化態栄養剤」を処方する
ように記載されている。

表1　偽膜性腸炎発症時の処方
・絶食にすることも考慮はするが基本的には行わない
・基本的には栄養剤の変更は行わない
　◆下痢は、栄養剤に起因せず、腸炎という炎症が原因であること
は明らかである
・重症症例に対する処方
　◆便量が1リットルを超えるような場合
　 消化態栄養剤への変更
　 水溶性食物繊維（PHGG）の投与

　消化態栄養剤は、窒素源が低分子ペプチド（ジペプチド、トリペプ
チド）とアミノ酸で構成されていて、小腸にはアミノ酸が吸収される経
路と、低分子ペプチドがそのままの形で吸収される経路がある。これ
らの吸収速度は低分子ペプチドの方が遊離アミノ酸より早く、吸収に
必要なエネルギーも少なく、消化態栄養剤は消化吸収能の低下して
いる場合にも使用可能7）である。そのような理由から消化態栄養剤は、
カード化を起こさず、チューブの閉塞の心配も少ないため、腸管障害
時等、最も使いやすい経腸栄養剤である。表2に筆者らが日常臨床
で病態・症例ごとに消化態栄養剤とPHGG含有栄養剤の使い分
けの目安を示す。

表2　PHGGと消化態栄養剤含有栄養剤の症例別使い分け

イオティクスは、「結腸内の有用菌を増殖させるか有害菌の増殖を抑
制することで宿主の健康に有益な作用をもたらす難消化性食品成
分」と定義され4）、難消化吸収性糖質である食物繊維や才リゴ糖な
どがこれに含まれる。プロバイオティクスの働きは、従来は下痢に対す
る整腸作用が知られていたが、研究3,4）によりその他にも様 な々働きが
明らかになってきており、整腸作用の他に感染防御作用、免疫能調
整作用、発癌抑制作用、アレルギー低減作用、血中コレステロール
低下作用、血圧低下作用などが報告されている。プレバイオティクス
である食物繊維は、疫学調査により食物繊維の摂取不足は種々の
生活習慣病の発症に関連すると提唱されて以来、新しい栄養素とし
て注目されるようになった。

短鎖脂肪酸産生の有用性
　プレバイオティクスの中でもグアーガム分解物（PHGG：Partially 
Hydrolyzed Guar Gum）には臨床的有用性がある5）とされており、
欧州臨床栄養代謝学会（ESPEN）のコンセンサス会議で唯一、推
奨度A（最も推奨度の高い）に定められている。PHGGは、大腸に達
すると短鎖脂肪酸である酪酸を産生する。
ヒトの大腸内では、腸内細菌が食物繊維（難消化性糖類）を発酵す
る際に短鎖脂肪酸を産生し、健康維持に欠かせない役割を果たし
ている。ヒトの場合、酢酸、プロピオン酸、酪酸の３種が代表的な短鎖
脂肪酸である。短鎖脂肪酸は体内に吸収される前の腸管でも重要
な働きがあり、短鎖脂肪酸は酸性の成分なので、産生されると腸内
環境は弱酸性になる。弱酸性になると悪玉菌が分泌する酵素の活
性が抑えられるため、発がん性物質である二次胆汁酸や有害な腐
敗産物が産生しにくくなり、腸内環境が良好に保たれる6）。また、弱酸
性になることでカルシウムやマグネシウムなどの重要なミネラルが水溶
性に変化するので、より体内に吸収しやすくなり、ミネラル不足を補うこ
とができると言われている(図1)。
　また、経腸栄養施行患者の場合は高齢患者が多い。ヒトの腸内
細菌叢の形成は年齢による変化が生じ、加齢とともに有用菌である
ビフィズス菌が減少し、変わって大腸菌やウェルシュ菌が増加する傾
向にあることから高齢者にはPHGGの投与が必須であると思われる。

図１　PHGGの特徴
吉田貞夫,高齢者の排便コントロールとグアガム分解物:ネスレ日本株式会社より

エモリー大学での臨床経験から
　　
　2012年に発行されたエモリー大学病院の「Diet manual」およ
び「Handbook of diets for physicians」において偽膜性腸炎
による経腸栄養法の処方上の注意が追加された。偽膜性腸炎の原
因は、抗菌薬（とくにセフェム系やリンコマイシン系）の服用により腸内
細菌叢の菌交代現象が起こり、ディフィシル菌が異常増殖し、それが
産生する毒素が大腸粘膜の循環障害を引き起こすとされている。抗
菌薬などの薬剤によって引き起こされる病気なので、これに対し原因

痢が発現する。筆者らの施設では、栄養剤投与前の腸管の使用状
況により投与スケジュールを2つに分けている。
１）腸管を直前まで使用していた症例
　脳血管障害等で経口摂取不能な症例で、直前まで腸管の使用
がありさらに、消化器症状が正常な場合は、半消化態栄養剤を20
～ 30mL／時から開始してその後1～ 3日きざみにrate upし、5～
7日でfull strengthにもっていく。可能であればその後、間歇投与に
切り替える。
２）長期間腸管を使用していなかった症例
　2週間以上の絶食症例や高度低栄養状態等は腸管絨毛の委縮、
腸粘膜の菲膜化が起こりやすく通常のプロトコールでは下痢が発現
する可能性が高い。そこで当院ではこのような症例の場合、粉末消
化態栄養剤を1／ 2希釈に溶解し20mL／時以下で投与を開始
して、3～ 4日きざみに緩徐にrate upし、投与速度に馴化したら通
常の濃度（1kcal ／ 1mL）にしていく。最終的には10～ 14日でfull 
strengthにし、可能であればその後、間歇投与に切り替える。
　両者ともに投与初期段階では、24時間持続投与法を用いて、そ
の後、消化器症状のモニタリングにて可能であれば3～6回/日の間
歇投与法に切り替えていく。また、液状消化態栄養剤の場合は、希
釈することなく速度を順守して投与している。
　本邦においてはこの方法を未だに疑問視する意見が聞かれるが、
アメリカでは1916年（大正5年）から持続栄養法が普及し、持続投
与法には欠くことのできない「経腸栄養ポンプ」の導入は1930年（昭
和5年）から行われている。2）現在では、アメリカのみならずヨーロッパ、
アジア諸国でもポンプ管理による持続投与法が一般的な手技として
導入されている。

4.腸管の常在細菌叢が変化している
　ヒトの糞便の80％は水分で、残り20％は乾燥糞便であるが、乾燥
糞便の半分が腸内細菌である。ヒトの腸内には数百種類、100兆個
にも及ぶ腸内細菌が棲みついているが、その内容には個体差があ
る。腸内細菌は、その働きやヒトに対する影響から、乳酸菌やビフィズ
ス菌のような有用菌、大腸菌やバクテロイデスのような中間菌、黄色
ブドウ球菌やウェルシュ菌のような有害菌に大別される。通常は有用
菌が有害菌を抑えることでバランスが保たれているが、これが崩れる
と健康が阻害され病気の誘因となる。たとえば高たんぱく質・高脂肪
食の過剰摂取によりウェルシュ菌などの有害菌が増加しビフィズス菌
が減少したり、ストレスや過労によりバクテロイデスの異常増加や、ウェ
ルシュ菌の増加とともに乳酸桿菌、ビフィズス菌の減少がみられたり
する。また、抗菌薬の内服により耐性菌が増殖し、食中毒などの細菌
感染により腸内細菌叢が乱れることもよく知られている。

プロ・プレバイオティクスは大きな武器
　プロバイオティクスとは、「腸内微生物のバランスを改善することに
より宿主に有益に働く生菌添加物」と定義3）されている。また、プレバ

はじめに
　
　経腸栄養法は静脈栄養法に比し生理学的に経口摂取に近く、消
化管ホルモン動態なども、より正常に維持することができる。また、合
併症が少なく、より安全に管理することができることがメリットであり、”
When the gut works use it!”（腸が働いているなら、腸を使おう！）と
いう考え方が普及してきた。しかし、まったく合併症がないわけではな
く、臨床では消化器症状、特に下痢に難渋することが散見される。

下痢の原因
　
　経腸栄養法における下痢は、臨床上一番多くみられる合併症で
ある。その主な原因を挙げる。
1 栄養剤の組成がその患者に対して不適当
2 脂質含有量が多い
3 投与速度が速すぎる
4 腸管の常在細菌叢が変化している
5 栄養剤の温度が不適切
6 浸透圧が高すぎる
7 栄養剤の汚染
　これら7つの原因の中で本稿では①～④について概説する。

1.栄養剤の組成がその患者に対して不適当
　現在では多くの有用性の高い栄養剤が容易に入手できるように
なってきたが症例によっては、組成自体がその症例の体質や病態に
適応していないことがある。例えば、乳糖不耐症の患者に対し乳糖を
含有している栄養剤を投与すれば下痢を起こすのは必然である。成
人では腸内のラクターゼ分泌が少ないことが知られており、成人の6
～ 7割は乳糖不耐症の予備軍的な存在とされ、そのうち1～ 2割は
乳糖を摂取すると便が緩くなるなどの自覚症状が発現する。現在で
は「乳糖フリー」の栄養剤がほとんどであるが、製造過程で微量の乳
糖が混入してしまうこともあり、過敏症の症例には注意が必要である。

2. 脂質含有量が多い
　一般的に脂質は胃内貯留時間が遅延し、他の栄養素と比べ消
化・吸収され難いと報告１）されている。そのようなことから脂質含有
量が多いほど下痢が発現しやすいと思われてきたが、近年では
MCT（中鎖脂肪酸：medium chain triacylglycerol）を使用した
栄養剤が増えてきた。MCTは長鎖脂肪酸（LCT）に比べて加水分
解されやすく、酸化的利用がされやすいことが知られている。その大
きな要因としてMCTはミトコンドリア内膜を輸送される際、カルニチン
に依存しないことであるとされる。そのため脂肪性下痢はあまり惹起し
なくなってきている。したがって一概に脂質含有量が高いからといっ
て即、下痢に結びつくものではない。

3．投与速度が速すぎる
　投与速度は下痢の発現にもっとも関与しているといってよい。特に
投与早期では投与速度は極めて重要であり適切でないと高率で下

健
常
者

心
不
全
患
者

回腸末端 上行 横行 下行 S状結腸

Bowel wall thickness[mm]
CHF

control

p=0.01

p<0.0001
p<0.0001

p<0.0001

p<0.0001

0

1

2

3

4

5

6

n=19  n=11 n=20  n=17 n=20  n=16 n=20  n=18 n=22  n=22

Terminal
Ileum

Ascending
Colon

Transverse
Colon

Descending
Colon

Sigmoid

Am Coll Cardiol 2007 50（16）1561-1569

図2　超音波による腸管壁肥厚の測定

はじめに
　　
　近年、PHGG の有する様々な効果が明らかになっています。
今回ご紹介する３論文は、敗血症患者、ICU患者、小児の急
性下痢症といった急性期におけるPHGGの臨床使用報告です。
重症患者の経管栄養は下痢の発生頻度も高く、PHGGによる
腸管メンテナンス効果は注目に値します。また、小児急性下
痢症に対する効果も興味深いものです。

論文1：PHGGの敗血症患者に対する有用性

完全経腸栄養管理中の敗血症患者において水溶性食物繊維が下痢の
発生率を減少：前向き二重盲検無作為化比較試験

Soluble fiber reduces the incidence of diarrhea in septic 
patients receiving total enteral nutrition: a prospective, 

double-blind, randomized, and controlled trial
H.SPAPEN, 他
 Intensive Care Department, Academic Hospital, Vrije 

Universiteit Brussels, Belgium
Clinical Nutrition(2001)20(4):301-305,Harcourt Publishers Ltd
　
◆ 目 的
　食物繊維を強化した栄養剤によって経腸栄養に関連した下痢をコ
ントロールする試みは、多くの場合失敗に終わってきた。しかし最近、
水溶性の部分的に加水分解されたグアーガムを含有する経腸栄養の
有用性が、内科・外科の非重症患者において報告された。この種の
経腸栄養が、下痢発症のリスク集団である重症敗血症患者における
便の生成にも影響を及ぼすかについて調査した。
　
◆ 方 法
　試験は二重盲検で実施した。重症敗血症および敗血症性ショック
の患者を連続的に組み入れ、無作為で加水分解されたグアーガム22 
g/Lを追加した経腸栄養剤および食物繊維を含有しない、等カロリー
かつ等窒素の対照栄養剤のいずれかを投与した。
　全患者には人工呼吸器が装着され、カテコールアミンおよび抗生
物質が投与された。経腸栄養剤は経鼻胃管で最低6日間投与された。
毎日の下痢の評価には、便の容量および硬さに基づく半定量的スコ
アを使用した。

◆ 結 果
　25名の患者がデータ解析の基準を満たしていた。そのうち13名が
水溶性食物繊維の投与を受けていた。2群の間で、性別、年齢、疾患の
重症度、敗血症の原因、臨床検査値のパラメーター、栄養剤の合計投
与日数、および栄養目標を達成するまでの期間について差はなかった。
　下痢の平均頻度は、食物繊維の投与を受けた患者で、標準の栄養剤
の投与を受けた患者と比較して有意に低かった（8.8±10.0％対
32.0±15.3％、p=0.001）。　
食物繊維の投与を受けた患者群全体で、栄養剤の合計投与日数に対す
る下痢の発症日数が少なく（16／ 148日（10.8%）対46／ 146
日（31.5%）、p < 0.001）、また平均下痢スコアも低かった
（4.8±6.4対9.4±10.2、p < 0.001）。経腸栄養剤の種類は敗血
症関連の死亡および集中治療室の滞在期間には影響を及ぼさなかった。

◆ 考 察
　経管栄養は重症患者に推奨される栄養法であるものの、特に人工
呼吸器を装着したような重症患者では、下痢の発生頻度が高い。重
症患者に下痢が発生すると電解質バランスや栄養状態に影響をおよ
ぼすだけでなく、感染リスクを増加させ死亡率の増加にもつながる。
このような経腸栄養に関連する下痢をコントロールする試みは様々
なものが試みられているが、本試験の結果は、ICUの特定の患者に
おいて、水溶性の食物繊維を追加した経腸栄養剤が下痢の発生を減
少させる可能性があることを示している。
　これまでの報告では、食物繊維の下痢に対する効果は一定の見解
が得られていない。その原因として、多くの研究で不溶性の食物繊
維が使用されていることや、下痢の評価基準が一定でないことなど
があげられる。その点、本試験は水様性の繊維(PHGG)を使用し、
下痢の評価にスコアを用いている。今後より大規模試験で、このよ
うな栄養剤の詳細な効果が確認されることが望まれる。
　
◆ 結 論
　水溶性食物繊維を追加した経腸栄養剤は、経管栄養を受けている
人工呼吸器を装着している敗血症患者において、下痢の発生率低減
に有用である。

論文2：PHGGのICU患者に対する有用性

経腸栄養施行中のICU患者における食物繊維強化栄養剤による下剤
の管理：前向き無作為化比較試験

Control 0f diarrhea by fiber-enriched diet in ICU
patients on enteral nutrition: a prospective randomized 

controlled trial
Tarek Ali Rushdi,他
Faculty of Medicine, New Kasr El-Aini Teaching Hospital, 

Cairo University, Cairo,Egypt 
Clinical Nutrition (2004) 23, 1344-1352. Elsevier Science 
Inc.

◆ 目 的
　本前向き二重盲検比較試験は、ICU患者を対象として、水溶性食
物繊維（guar gum）の下痢に対する有用性について評価した。

◆ 方 法
　APACHEⅡのスコアが16-22、20歳以上の経腸栄養剤投与中で
持続性の下痢をともなう患者20名を、水溶性グアーガムを2％添加
した新規の経腸栄養剤投与群（試験群、n＝10）または食物繊維を
含有しない栄養剤投与群（対照群、n＝10）のいずれかに無作為化し、
4日間連続で投与を行った。

使用栄養剤
試験群
1060 kcal （1000 mL）。たんぱく質41 g、水溶性食物繊維22 
g、ナトリウム700 mg、カリウム1350 mg、カルシウム550 
mg、マグネシウム220 mg、リン酸550 mg、塩化物1000 mg。
 
対照群
1000 kcal (1000 mL)、たんぱく質40 g、ナトリウム500 mg、

◆

◆

WORLD REPORTS

急性期の腸管メンテナンスにみる
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監修：帝京大学医学部外科学講座教授

福島亮治先生
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カリウム1252 mg、カルシウム800 mg、マグネシウム400 
mg、リン酸700 mg、塩化物1000 mg。

　全患者が抗生物質の投与を受けていたが、特定のコレステロール
低下薬、止痢薬、便秘薬または腸管運動促進薬の投与を受けていた
患者はいなかった。10名の患者が圧補助換気法（PSV）／持続的
気道陽圧法（CPAP）モードで人工呼吸器を装着していた。30名の
患者を組み入れたが、20名のみが試験実施計画に則って試験を完了
し、データ解析の対象となった。

◆ 結果および考察
●試験の組み入れ時には全患者が経腸栄養を投与しており、持続性の
下痢があった。液状便の回数は、第1日では統計学的差異は認められ
なかったが、第4日で対照群の平均2.1回に対し、試験群で1.0回と有
意に低かった。消化管症状の発生率または重症度に関しては、両群に
おいて有意差は認められなかった。
●本試験の全期間を通して、10名の試験群でわずか2名（20％）に鼓
腸の愁訴がみられた。
●本試験では、両群で試験開始時および試験完了後の平均アルブミン
値に有意な変動はみられなかった。下痢の発生率または重症度および
アルブミン値には相関が認められなかった。

◆ 結 論
グアーガムを強化した経腸栄養剤は、既に下痢を発症していたICU患
者における、下痢症状の発現回数の減少に寄与している。

　
論文3：PHGGの小児急性下痢症に対する有用性

小児の急性下痢症に対する治療におけるグアーガム分解物添加経口
補水液

Partial ly Hydrolyzed Guar Gum-Supplemented Oral 
Rehydration Solution in the Treatment of Acute Diarrhea in 

Children.
Nur H.Alam,他
Clinical Sciences Division,ICDDR,B:Centre for Health and 

Population Research, Dhaka,Banglodesh
J o u r n a l  o f  P e d i a t r i c  G a s t r o e n t e r o l o g y  &  
Nutrition.31.503-507.November,2000,11,Lippincott 
Williams &Wilkins,inc.
　
◆ 目 的
　小児の非コレラ急性下痢症に対する治療において、グアーガム分解

物（PHGG）を添加した世界保健機関の推奨する経口補水液（WHO 
ORS）の効果を評価する目的で試験を実施した。

◆ 対象・施行方法
　入院中の持続時間が48時間未満の水様性下痢を有する年齢4～
18カ月の男児150例。
　WHO ORSを投与する群とPHGG添加WHO ORSを投与する群
のいずれかに割り付け、回復が認められるまで投与を継続した。
◆ 補液療法
　入院後、割り当てられたORSによる水分補給（10 ～ 12 mL/kg
体重/時）を4 ～ 6時間実施。下痢が止まるまで、少なくとも水様性便
によって失われた分と同量のORSを投与して、進行中の下痢による
水分喪失を補充した。

◆ 食 事
　希望に応じて母乳を摂取してもよいこととした。

◆ 結 果
●PHGG添加WHO ORSの投与を受けた患者では対照群と比べて下
痢の持続時間に有意な短縮が認められた（mean ± SD、74 ± 37対
90 ± 50時間、P = 0.03）
●下痢の持続時間に関する生存時間分析においても、PHGG添加群で
有意な短縮が示された（P = 0.025、ログランク検定）。
●PHGG添加群では対照群に比べて2日目から7日目にかけての1日
の糞便重量が少なかったが、有意な減少が認められたのは7日目のみ
であった。
●有意差はないが、PHGG添加群では対照群に比べて同一期間（1日目
から7日目）における総糞便重量に18%の減少が認められた。
●水分の総摂取量および尿の総排出量は両群間で同等であった。
●補足的な食事によるエネルギー摂取量については両群間に差は認め
られなかった。
●体重増加の平均値はPHGG添加WHO ORS投与群で対照群に比べ
て大きかったが、分布の幅は広い範囲にわたっていた。

◆ 考 察
　PHGG添加ORSの投与を受けた小児において示された急性下痢
症からの回復促進効果の主要因は、大腸内で腸内細菌によって
PHGGが発酵され、それによって産生されたSCFA（単鎖脂肪酸）に
より大腸における水分および電解質の吸収が亢進された結果である
と考えられる。

◆ 結 論
ORSにPHGGを添加することで小児において急性水様性下痢からの
回復が促進されることが示された。このことは、下痢症に対する新た
な治療法としてのPHGG添加ORSの可能性を示唆している。




