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PHGG の有用性について検証した研究を紹介します。

慢性便秘症患者（39 名）が 1 日あたり 5 g の PHGG を

摂取したところ、摂取前と比べて、下剤なしでの排便

回数の増加や大腸通過時間の低下など複数の項目が改

善したことが報告されています（表 1）。

また、私自身が経験した、PHGG 含有粉末経口補助

食品使用症例を紹介します。患者（93 歳、女性）は処

方された下剤を毎日、内服し続けていたため下痢便が

続き、栄養および電解質の検査データが異常値を示し

ていました。ところが、下剤を頓用にして、PHGG 含有

粉末経口補助食品を摂取し始めて 1 ヶ月が経つと、カ

リウム、血清鉄、総蛋白の数値に改善が見られました。

PHGG 配合流動食の導入後、 
おむつの費用や交換時間が削減

PHGG 配合流動食の導入事例を紹介します。ある療

養型病院では、水様便が減少、全更衣およびシーツ交

換の回数が減少、おむつ代が削減、おむつ交換時間が

短縮しました 3)。これらの改善によって、他のケアの

時間が確保できるようになったとされています。

また、ある特養でもおむつ代の削減やおむつ交換時

間の短縮が実現しており、加えて、下剤使用量が減少し、

排便日誌を活用して多職種と議論するようになったこ

とが報告されています 4)。

排便日誌の活用と 
フィジカル・アセスメントが重要

排便日誌からは、患者の排便に関する情報が得られ

ます。特に薬剤を使用する前には、排便日誌の情報を

参考にしながら、腹部と直腸のフィジカル・アセスメ

ントを実施することが重要です。

図 5は排便日誌の例です。下剤を使用していること

から便秘症例と判断できますが（青枠）、便性状は粥状

便または水様便であり（赤枠）、下痢で IAD のハイリス

ク状態と考えられます。

この場合、下痢便であることから腸の動き「トラン

ジット」は亢進していると考えます。便が出ないから

と言って更に「トランジット」を亢進させる下剤を使

うと下痢になり、排泄介助時間が増え、薬剤費やおむ

つ代がかさみます。そのため、「食事」や「アウトレット」

を重視したケアが適切だと考えられます。

便性状を確認しながら、患者の排便周期に合わせた

排便ケアを実施することで、業務負担の軽減や経費削

減につながり、QOL を重視した排便ケアとなり得るの

ではないでしょうか。

図 5 排便日誌の例

月 / 日 便性状 排泄時間 下剤 投与時間 投与量 水分量

1/25 983 mL

1/26 ピコスルファート 
ナトリウム水和物 16:00 10 滴 983 mL

1/27 水様便 4:00, 9:00 983 mL

1/28 983 mL

1/29 983 mL

1/30 ピコスルファート 
ナトリウム水和物 16:00 10 滴 983 mL

1/31 水様便 4:00 983 mL

2/1 粥状便 0:00 少 983 mL

2/2 983 mL

2/3 ピコスルファート 
ナトリウム水和物 16:00 10 滴 983 mL

2/4 ピコスルファート 
ナトリウム水和物 16:00 10 滴 983 mL

2/5 水様便 4:00, 14:00 983 mL

2/6 粥状便 4:00,
15:00, 16:00 983 mL

2/7 粥状便 13:00 983 mL

2/8 水様便 13:00 983 mL

※毎日、酸化マグネシウム 1g は必ず内服

Dig Dis Sci. 2014; 59(9): 2207-2214.* p<0.05, ** p<0.001

摂取前 摂取後
自発的排便回数（回 / 週）

※下剤なしの排便回数 1.5 4.8 **

大腸通過時間（時間） 57.3 ± 39.3 45.6 ± 37.3 *

いきみを伴う排便（%） 100 38 **

腹痛を伴う週（%） 100 50 *

下剤を使用する日数 3 0 **

ブリストル便性状スケール 1.8 3.7 **

表 1 慢性便秘症例における PHGG摂取試験

看護・介護業務の改善を目指し、 
経管栄養 2 回投与法を検討

当院の医療・介護療養病棟における栄養摂取方法の

内訳を見ると、胃瘻と経鼻胃管が約 70 ～ 80% を占め

ており、胃瘻は減っているものの経鼻胃管が増えてい

ます（2013 ～ 2019 年）。そのため、これらの経管栄養

症例に対する看護・介護は重要な業務となっています。

経管栄養の場合、注入時の胃食道逆流による嘔吐や、

唾液や喀痰の増加による誤嚥性肺炎などのリスクを管

理することが必要です。また、経管栄養の実施には時

間を要するため、他の看護・介護業務の時間が減るこ

とも問題となっていました。

そこで、日勤帯の看護・介護業務の改善を目指し、

介護療養病棟で経管栄養 2 回投与法を検討しました。

2 回投与法の方法や定量的評価、業務改善に関するメ

リットを紹介します。

2 回投与法の実施方法

今回、2 回投与法を実施した症例は 26 例（男性 5 名、

女性 21 名）でした。年齢は 71 ～ 99 歳（平均 84.3 歳）、

体重は 28.4 ～ 52.1 kg（平均 37.1 kg）、平均 BMI は 15.6

でした。

経管栄養の内訳は、経鼻胃管が 16 名、胃瘻が 10 名

でした。経腸栄養の期間は 2 ～ 99 ヶ月（平均 29.8 ヶ月）、

2 回投与法を実施した期間は 1 ～ 40 ヶ月（平均 10.2 ヶ

月）でした。

経管栄養 2回投与法の評価
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慢性期医療における課題解決 ～栄養管理の観点から～

排泄介助の負担軽減は、 
慢性期医療における重要な課題

排泄介助は看護師・介護士の重要な業務ですが、負

担の大きさが問題となっており、特に負担の大きい業

務は排泄汚染による全更衣、おむつ交換、下痢便の処

理などです（図 4）。これらの負担の軽減は慢性期医療

の課題であり、排便ケアを見直し、より適切なケアを

提供することが課題解決に貢献すると考えています。

排便ケアでは、便の硬さから大腸の動きの状態を推

測します。ブリストル便性状スケールでは便の硬さを 7

段階に分け、タイプ 3 ～ 5 が望ましい状態とされます。

問題となるのはタイプ 6 ～ 7（粥状便～水様便）です。

この状態が続くと、シーツやおむつの交換頻度が上がっ

て業務負担が増えます。さらに、水分や栄養、電解質

が吸収されにくくなるので栄養剤や薬剤の効果が上が

りにくく、コストアップにもなり得ます。また、IAD（失

禁関連皮膚炎）などの発生や、重篤な疾患につながり

得る下痢を見逃すおそれもあります 1)。

便性状を適切に保つことは、排泄介助の負担軽減、

QOL の維持、コスト管理などの点で重要です。

水溶性食物繊維 PHGG の有用性

排便ケアで重視する三大要素は、「食事」、「トラン

ジット（腸管の働き）」、「アウトレット（排出能）」です。

中でも「食事」は便の基となる要素であり、食物繊維

と腸内環境が重要とされます。

食物繊維が不足すると、腸のエネルギー源である酪

酸などの短鎖脂肪酸が体内で産生されにくくなり、そ

の結果、腸粘膜が萎縮して腸の防御機能が低下し、下

痢や bacterial translocation が発生しやすくなるといわ

れています。

そのため、適量の食物繊維を摂取することが必要で

す。特に水溶性食物繊維の PHGG（グアーガム分解物）

は酪酸を多く産出することが報告されているため 2)、

適切な便性状の維持に有用と考えられます。

経腸栄養剤には PHGG（グアーガム分解物）配合濃

厚流動食を用いました（三大栄養素の割合は図 1を参

照）。

投与スケジュールを図 2にまとめました。1 回目は

朝 4 時から水分を投与し、5 時から経腸栄養投与を開始

しました。2 回目は 16 時から水分を投与し、17 時から

経腸栄養投与を開始しました。

1 回の投与カロリーは 400 kcal または 500 kcal であ

り、 朝 夕 2 回 投 与 で 合 計 800 ～ 1,000 kcal/ 日（ 平 均

868 kcal/ 日）でした。体重 1 kg あたりの投与カロリー

は 17.5 ～ 29.5 kcal/kg（平均 24.2 kcal/kg）でした。

2 回投与法における 
体重・Alb 値の変化と血糖変動

2 回投与法を実施した症例について、体重と Alb 値

を測定したところ、やや減少傾向が見られました。こ

れは総投与カロリーが少なかった症例が含まれていた

ことが理由と考えられました。そのような症例では検

討後に投与カロリーの増量を行いました。

また、ダンピング症候群や投与間隔が長くなること

で低血糖が生じるかどうか、24 時間持続モニタリング

で確認しました。図 3は、朝 400 kcal・夕 400 kcal を

投与した症例のモニタリング結果です。1 回目投与では

ピーク時 185 mg/dL、終了時 106 mg/dL、2 回目投与

ではピーク時 123 mg/dL、終了時 101 mg/dL であり、

低血糖は見られませんでした。

2 回投与法による 
看護・介護業務の負担軽減

今回検討した 2 回投与法によって、当初の目的どお

り、日勤帯の時間を食事以外の看護・介護業務に利用

できるようになりました。また、身体的拘束や臥床の

時間を短縮できるため、リハビリの時間をより長く確

保できました。これは寝たきりの回避につながると期

待されます。そして、次回注入開始時間による制限が

少ないため、例えば嘔吐しやすい状態であれば注入時

間を調整するといった対応が取れるようになりました。

さらに、2 回投与法のメリットについて看護師の意

見を紹介します。

4 時開始は、当院の夜勤体制（看護師 2 名、ナース

エイド 1 名）では人手不足の懸念がありましたが、む

しろ効率化が図られました。水分投与開始のセッティ

ングが約 1 時間で終わり、すぐ経腸栄養投与に移れる

ためです。

また、4 時開始によって患者の生活サイクルが損な

われる懸念がありましたが、21 時に入眠誘導して 4 時

に起床する生活サイクルができたことで、約 7 時間の

睡眠が確保されるようになりました。結果として、頓

服の安定剤や睡眠誘導剤の使用がほとんど不要になり

ました。

さらに、嘔吐件数の減少も見られました。嘔吐しや

すいケースは入浴時や摘便などの排泄介助時です。2 回

投与法によって時間に余裕が生まれたことで、以前は

病棟で 1 ヶ月に 1 回ほど発生した嘔吐が、2 ～ 3 ヶ月

に 1 回ほどになりました。

このようなメリットを活かしながら、2 回投与法の

導入で生まれた時間を他の業務に活用することで、患

者の状態に応じた看護や介護が提供できると考えてい

ます。一方で、総投与カロリーが足りないことで低栄

養にならないよう、適切な栄養管理を行うことが重要

です。

これからの日本を支える慢性期医療に必要な排便ケアの考え方
〜QOL・人材育成・経営に繋がる栄養の視点を重視した排便ケア〜
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図 3 血糖変動の 24時間持続モニタリング 
（投与カロリー：朝 400 kcal・夕 400 kcal）
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図 1 PHGG配合濃厚流動食に
おける三大栄養素の割合

水分投与
400～500 mL 休憩 経腸栄養投与
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2.5～4 hr17:0016:3016:00
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400 kcal または 500 kcal

内服

2.5～4 hr5:004:304:00

図 2 2回投与法の投与スケジュール

図 4 医療介護現場での看護師・介護士の負担業務

便秘の対応（摘便、浣腸、
腹部マッサージなど） 483

シーツの交換 603

排泄前後の衣類の着脱 622

下痢便の処理 695

おむつの交換 8126

排泄汚染による全更衣 8233

トイレまでの誘導や
便座に座るまでの介助 7523

最も負担になっている業務（単一回答）
負担になっている業務（複数回答）

「排泄介助」における負担業務（%）

通院外出等対応
リハビリテーション

服薬介助
レクリエーション

医師の診療、診察補助
早朝勤務
体位交換
シーツ交換
口腔ケア
記録業務

スタッフへの教育
入院患者受け入れ

夜間勤務
清拭、身体整容

排泄介助
食事介助
入浴介助

10
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70

人手不足を感じる業務（%）

n=1,726

ネスレ日本株式会社調べ
調査名：看護・介護現場での労働環境に関する実態調査
調査期間：2019 年 11 月　　 調査手法：インターネット調査
調査数と対象：3,000 人
（濃厚流動食、栄養補助食品、咀嚼嚥下補助用食品を提供している
医療機関・介護施設に勤務している看護師・准看護師・介護士）
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