
高度慢性期医療における経腸栄養の意義と有用性

発行：ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー
制作：株式会社メテオ 発行月：2020年1月

4) 外科と代謝・栄養. 2009; 43(4): 51-60.3) Am J Surg. 2003; 185(1): 79-85.2) Ann Surg. 2000; 231(1): 112-118.1) Nutrition. 2000; 16(7-8): 606-611.

短期 / 長期絶食後に 
経腸栄養を実施した症例

症例 1（77 歳、女性）は、多系統萎縮症で ADL 低下

により入院しました。入院当時は経口摂取が可能でし

たが、病状が進行したことで声帯麻痺による呼吸困難

が出現したため、気管切開を行って人工呼吸器管理と

なりました。嚥下不可能であることから PPN を施行し、

19 日後に乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）に

よる経腸栄養を開始しました。

開始後 18 日で、Alb 値 3.1 g/dL に到達しました（開

始時は 2.5 g/dL）。また、開始時 1,600 /μL 台だったリ

ンパ球数は、途中で一度下がりますが、2,000 /μL 以上

にまで上昇しました。その後は発熱もなく、経過は安

定しています。

症例 2（58 歳、男性）は、真菌血症による廃用症候

群でβ-D グルカンが 200 pg/mL を前後していたため、

抗真菌剤を投与しながら TPN（984 kcal/ 日）を実施し

ていました。前医からの合計で 126 日の絶食期間を経

て、乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）の投与を

開始しました。開始後 31 日で、Alb 値 3.1 g/dL に到達

しました（開始時は 2.5 g/dL）。

経腸栄養を実施する前はしばしば発熱していました

が、経腸栄養を開始してからは発熱の頻度が下がりま

した。

長期絶食症例では TPN と経腸栄養の 
併用で栄養の吸収・代謝を促す

食事を十分に摂取できない場合、最適な栄養管理

には経腸栄養または静脈栄養の管理が必要であり、 

しばしば同時に行われなくてはならないと言われてい

ます 1)。特に手術後に TPN に経腸栄養を併用する考え

方 は「Combined Nutritional Therapy（CNT）」 と 呼 ば

れます。TPN と経腸栄養や経口摂取を併用することは、

腸管粘膜萎縮や bacterial translocation の防止に貢献す

るとされています 2) 3) 4)。

長期絶食によって枯渇した小腸絨毛粘膜に対して栄

養の吸収を促すには、まず「最低限のエネルギー供給」

が必要だと考えており、それが TPN です。その上で、

萎縮した粘膜からの栄養吸収を促進するために、乳清

ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）を少量から開始し、

消化吸収能を確認しながら段階的に上げていきます。

このような従来の CNT の考え方と逆に経腸栄養に

TPN を併用する考え方で栄養療法を実施することで、

長期絶食の症例において栄養が吸収され、栄養の代謝

改善が図られるという仮説を立てています。

早期からの栄養状態改善が 
慢性期のチーム医療を支える

栄養療法の実施において重要なのは、早期の段階で

NST が介入することです。経腸栄養によって Alb 値が

上昇することで、循環血液の膠質浸透圧が改善・維持

され、サードスペースから血管内へ水が戻ります。そ

れによって起立性低血圧が改善して離床が実現すると、

リハビリや集団コミュニケーション療法が実施できる

ため、身体的フレイルや社会的・精神的フレイルの改

善が期待されます。

慢性期病床長期絶食の症例を早期離床に導くため

には、初期経腸栄養として乳清ペプチド消化態流動食

（NPC/N 150）の投与が有用であり、今後のチーム医療

の支えになると考えています。

図 6 乳清ペプチド消化態流動食を用いた症例における 
起立性循環動態の改善および離床可能の件数
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「安易に腸管を休ませない」ために 
栄養療法の早期開始を重視

重症患者の栄養療法で問題とされるのは、①侵襲に

伴う腸管蠕動麻痺、②腸管を使わない期間の長期化で

す。①は嘔吐、誤嚥性肺炎、VAP（人工呼吸関連肺炎）

が発生しやすくなり、経腸栄養の開始遅延や中止につ

ながります。②による影響は、腸管蠕動麻痺が遷延す

ることが挙げられます。

こうしたリスクを低減するためには、「安易に腸管を

休ませない」ことが重要です。『日本版 重症患者の栄養

療法ガイドライン』（日本集中治療医学会）で推奨され

ているように、早期に経腸栄養を開始することが望ま

しいと考えています。

また、絶食症例で TPN を施行すると、腸管機能が低

下し、消化器症状が出やすいと言われています。その

ため、経腸栄養による腸管機能の維持が重要となりま

す。経腸栄養の開始時期について、「絶食から 24 ～ 48

時間以内の開始」の方が、「48 時間以降の開始」よりも

腸管機能の回復が早く、消化器症状が少ないと考えら

れます（図 1）。

入院直後や治療前から 
栄養状態を管理する「Pre-nutrition」

急性期の栄養療法に関して、がん治療中に合併症を

生じて ICU に入室するケースは重要です。本来のがん

治療が中断され、再開困難となることもあります。ま

た、各種臓器障害が生じるため長期臥床・人工呼吸管
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療養病棟では経腸栄養の症例が多く 
栄養吸収が速い消化態流動食が有用

当院の療養病棟に新規入院した患者様で、最も多い

栄養摂取方法は経腸栄養であり、40% 以上を占めます

（2017 ～ 2018 年）。

経腸栄養において、小腸の粘膜が萎縮した患者様

に対しては、主に乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 

150）を用いています。その主なメリットは、小腸機能

の低下時でもペプチド吸収チャネルが維持されている

ので栄養が吸収されやすいこと、プレアルブミンやコ

レステロールの上昇が比較的早いとされているので栄

養状態の早期改善が期待されることです。

半消化態流動食と比較したところ、乳清ペプチド消

化態流動食（NPC/N 150）の方が、栄養状態の早期改善

が図れることが示されました（図4）。投与開始時点で 2.3 

g/dL だった Alb 値が、10 週で 3.0 g/dL に達しました。

Alb 値やリンパ球数 
循環動態改善や離床可能数の変化を検討

乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）を用いた

症例を紹介します。

対象は長期絶食症例 9 例、入院時の Alb 値 2.6 g/dL（中

央値）です。経腸栄養開始時のプロトコールを図 5に

まとめました。アウトカムは Alb 値やリンパ球数、循

環動態改善や離床可能数です。

その結果、7 例が Alb 値 3.0 g/dL 以上に達しました（達

成日数の中央値は 36 日）。この 7 例で見ると、Alb 値 2.7 

g/dL から 3.1 g/dL に上昇、リンパ球数 1,409 /μL から

1,607 /μL に上昇しました（いずれも中央値）。

また、7 名中 6 名に起立性循環動態の改善が見られ、

7 名中 5 名が離床可能となってリハビリに移ることがで

きました（図 6）。

以後は状態を診ながらカロリーアップを行う

長期絶食患者：
各ステップを
それぞれ3日間行う

乳清ペプチド消化態流動食
（NPC/N 150）300cal ＋ 白湯 150mL ×3

乳清ペプチド消化態流動食
（NPC/N 150）200cal ＋ 白湯 100mL ×3

乳清ペプチド消化態流動食
（NPC/N 150）100cal ＋ 白湯 50mL ×3

5%ブドウ糖液 100mL ×3

白湯 100mL ×3

図 5 乳清ペプチド消化態流動食を用いた 
経腸栄養のプロトコール図 4 乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）の 

投与開始後、10週で Alb値 3.0 g/dLに到達
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高度慢性期医療における経腸栄養の有用性と
チーム医療への可能性
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このような特性から、窒素源がペプチドの流動食は、

特に消化機能が低下している患者様に対して有用だと

考えられます。急性期の経腸栄養では、乳清ペプチド

消化態流動食（NPC/N 74）を投与して、多くのたんぱ

く質を摂取するようにしています。慢性期でも、乳清

ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）でたんぱく質を摂

取するのがよいと思われます。

理が必要になり、ICU 退室後の障害（集中治療後症候群 

［PICS］や ICU 関連筋力低下症候群［ICU-AW］）も起こ

り得ます。

これらのリスクを低減するために、ICU 治療では経

腸栄養を中心とした適切な栄養療法や早期からのリハ

ビリが重視されています。一方、がん治療のような予

定された治療の場合は、発生し得る合併症が治療開始

前からある程度想定されるため、ICU 入室の前から栄養

療法を実施することで合併症が減り、入室が回避でき

るのではないかと考えています。

治療前から NST が介入して栄養状態を管理すること

を「Pre-nutrition」と呼んでいます。早期に NST が介

入して、良好な栄養状態・全身状態を維持することで、

合併症の減少や在院日数の短縮につながることが期待

されます。

慢性期の栄養療法でも 
早期開始や腸管機能の維持などが重要

急性期における栄養療法のポイントは、慢性期にも

活かすことが可能だと思います。

それぞれの目的や共通点を図 2にまとめました。急

性期では PICS や ICU-AW の予防を目的とし、低エネル

ギー / 高たんぱく質の栄養を摂取し、早期リハビリを行

います。一方、慢性期の目的はサルコペニアの予防で

あり、十分なたんぱく質を摂取して、運動やリハビリ

を行います。すなわち、急性期も慢性期も十分なたん

ぱく質の摂取と運動・リハビリが重要です。

その他の共通点として、早期開始、できるだけ腸管

を使って機能を維持すること、消化吸収能に配慮した

流動食の選択、十分なたんぱく質の摂取、栄養療法と

リハビリの組み合わせなどが挙げられます。

消化機能が低下している場合 
窒素源がペプチドの流動食が有用

経腸栄養剤を選択する際は、窒素源の違い（アミノ酸、

ペプチド、たんぱく質）がポイントとなります。この

中で、栄養の吸収にあたって効率がよいとされるのが

ペプチドです。

ペプチドは酵素分解がほとんど不要で消化不良環境

下でも吸収されやすく、ペプチド輸送担体は複数の水

素イオンとペプチドを一緒に取り込むため、アミノ酸

と比べて効率よく吸収されます（図 3）。

図 3 ペプチドはアミノ酸と比べて効率よく吸収される

PepT1は、複数の水素イオンと
ペプチドを一緒に取り込む

アミノ酸は、1分子ずつ輸送
され、Naイオンをグルコース
と取り合う

タンパク質・アミノ酸の新栄養学. 講談社サイエンティフィク. 2007.

図 2 急性期と慢性期の栄養療法
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図 1 経腸栄養による腸管機能維持
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取するのがよいと思われます。

理が必要になり、ICU 退室後の障害（集中治療後症候群 

［PICS］や ICU 関連筋力低下症候群［ICU-AW］）も起こ

り得ます。

これらのリスクを低減するために、ICU 治療では経

腸栄養を中心とした適切な栄養療法や早期からのリハ

ビリが重視されています。一方、がん治療のような予

定された治療の場合は、発生し得る合併症が治療開始

前からある程度想定されるため、ICU 入室の前から栄養

療法を実施することで合併症が減り、入室が回避でき

るのではないかと考えています。

治療前から NST が介入して栄養状態を管理すること

を「Pre-nutrition」と呼んでいます。早期に NST が介

入して、良好な栄養状態・全身状態を維持することで、

合併症の減少や在院日数の短縮につながることが期待

されます。

慢性期の栄養療法でも 
早期開始や腸管機能の維持などが重要

急性期における栄養療法のポイントは、慢性期にも

活かすことが可能だと思います。

それぞれの目的や共通点を図 2にまとめました。急

性期では PICS や ICU-AW の予防を目的とし、低エネル

ギー / 高たんぱく質の栄養を摂取し、早期リハビリを行

います。一方、慢性期の目的はサルコペニアの予防で

あり、十分なたんぱく質を摂取して、運動やリハビリ

を行います。すなわち、急性期も慢性期も十分なたん

ぱく質の摂取と運動・リハビリが重要です。

その他の共通点として、早期開始、できるだけ腸管

を使って機能を維持すること、消化吸収能に配慮した

流動食の選択、十分なたんぱく質の摂取、栄養療法と

リハビリの組み合わせなどが挙げられます。

消化機能が低下している場合 
窒素源がペプチドの流動食が有用

経腸栄養剤を選択する際は、窒素源の違い（アミノ酸、

ペプチド、たんぱく質）がポイントとなります。この

中で、栄養の吸収にあたって効率がよいとされるのが

ペプチドです。

ペプチドは酵素分解がほとんど不要で消化不良環境

下でも吸収されやすく、ペプチド輸送担体は複数の水

素イオンとペプチドを一緒に取り込むため、アミノ酸

と比べて効率よく吸収されます（図 3）。

図 3 ペプチドはアミノ酸と比べて効率よく吸収される

PepT1は、複数の水素イオンと
ペプチドを一緒に取り込む

アミノ酸は、1分子ずつ輸送
され、Naイオンをグルコース
と取り合う

タンパク質・アミノ酸の新栄養学. 講談社サイエンティフィク. 2007.

図 2 急性期と慢性期の栄養療法

適切な PFC バランス
消化態流動食が有用
栄養＋リハビリ

早期開始
できるだけ腸管を使う
適正エネルギー量の設定

共通点

サルコペニアの予防

十分なたんぱく質の摂取
運動/リハビリテーション

慢性疾患・高齢者

PICS/ICU-AWの予防

低エネルギー/高たんぱく質の栄養
早期リハビリテーション

重症患者・急性期

図 1 経腸栄養による腸管機能維持
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短期 / 長期絶食後に 
経腸栄養を実施した症例

症例 1（77 歳、女性）は、多系統萎縮症で ADL 低下

により入院しました。入院当時は経口摂取が可能でし

たが、病状が進行したことで声帯麻痺による呼吸困難

が出現したため、気管切開を行って人工呼吸器管理と

なりました。嚥下不可能であることから PPN を施行し、

19 日後に乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）に

よる経腸栄養を開始しました。

開始後 18 日で、Alb 値 3.1 g/dL に到達しました（開

始時は 2.5 g/dL）。また、開始時 1,600 /μL 台だったリ

ンパ球数は、途中で一度下がりますが、2,000 /μL 以上

にまで上昇しました。その後は発熱もなく、経過は安

定しています。

症例 2（58 歳、男性）は、真菌血症による廃用症候

群でβ-D グルカンが 200 pg/mL を前後していたため、

抗真菌剤を投与しながら TPN（984 kcal/ 日）を実施し

ていました。前医からの合計で 126 日の絶食期間を経

て、乳清ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）の投与を

開始しました。開始後 31 日で、Alb 値 3.1 g/dL に到達

しました（開始時は 2.5 g/dL）。

経腸栄養を実施する前はしばしば発熱していました

が、経腸栄養を開始してからは発熱の頻度が下がりま

した。

長期絶食症例では TPN と経腸栄養の 
併用で栄養の吸収・代謝を促す

食事を十分に摂取できない場合、最適な栄養管理

には経腸栄養または静脈栄養の管理が必要であり、 

しばしば同時に行われなくてはならないと言われてい

ます 1)。特に手術後に TPN に経腸栄養を併用する考え

方 は「Combined Nutritional Therapy（CNT）」 と 呼 ば

れます。TPN と経腸栄養や経口摂取を併用することは、

腸管粘膜萎縮や bacterial translocation の防止に貢献す

るとされています 2) 3) 4)。

長期絶食によって枯渇した小腸絨毛粘膜に対して栄

養の吸収を促すには、まず「最低限のエネルギー供給」

が必要だと考えており、それが TPN です。その上で、

萎縮した粘膜からの栄養吸収を促進するために、乳清

ペプチド消化態流動食（NPC/N 150）を少量から開始し、

消化吸収能を確認しながら段階的に上げていきます。

このような従来の CNT の考え方と逆に経腸栄養に

TPN を併用する考え方で栄養療法を実施することで、

長期絶食の症例において栄養が吸収され、栄養の代謝

改善が図られるという仮説を立てています。

早期からの栄養状態改善が 
慢性期のチーム医療を支える

栄養療法の実施において重要なのは、早期の段階で

NST が介入することです。経腸栄養によって Alb 値が

上昇することで、循環血液の膠質浸透圧が改善・維持

され、サードスペースから血管内へ水が戻ります。そ

れによって起立性低血圧が改善して離床が実現すると、

リハビリや集団コミュニケーション療法が実施できる

ため、身体的フレイルや社会的・精神的フレイルの改

善が期待されます。

慢性期病床長期絶食の症例を早期離床に導くため

には、初期経腸栄養として乳清ペプチド消化態流動食

（NPC/N 150）の投与が有用であり、今後のチーム医療

の支えになると考えています。

図 6 乳清ペプチド消化態流動食を用いた症例における 
起立性循環動態の改善および離床可能の件数
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「安易に腸管を休ませない」ために 
栄養療法の早期開始を重視

重症患者の栄養療法で問題とされるのは、①侵襲に

伴う腸管蠕動麻痺、②腸管を使わない期間の長期化で

す。①は嘔吐、誤嚥性肺炎、VAP（人工呼吸関連肺炎）

が発生しやすくなり、経腸栄養の開始遅延や中止につ

ながります。②による影響は、腸管蠕動麻痺が遷延す

ることが挙げられます。

こうしたリスクを低減するためには、「安易に腸管を

休ませない」ことが重要です。『日本版 重症患者の栄養

療法ガイドライン』（日本集中治療医学会）で推奨され

ているように、早期に経腸栄養を開始することが望ま

しいと考えています。

また、絶食症例で TPN を施行すると、腸管機能が低

下し、消化器症状が出やすいと言われています。その

ため、経腸栄養による腸管機能の維持が重要となりま

す。経腸栄養の開始時期について、「絶食から 24 ～ 48

時間以内の開始」の方が、「48 時間以降の開始」よりも

腸管機能の回復が早く、消化器症状が少ないと考えら

れます（図 1）。

入院直後や治療前から 
栄養状態を管理する「Pre-nutrition」

急性期の栄養療法に関して、がん治療中に合併症を

生じて ICU に入室するケースは重要です。本来のがん

治療が中断され、再開困難となることもあります。ま

た、各種臓器障害が生じるため長期臥床・人工呼吸管

急性期と慢性期、栄養療法に相違点はあるか
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