
腸管を使う必要性が
報酬制度に位置づけられる

今年４月の診療報酬改定におい
て、中心静脈栄養（以下、TPN）
の適切な管理の推進という観点か
ら、長期の栄養管理を目的として
中心静脈注射用カテーテル（以下、
CVC）等を留置する場合、患者や
その家族へ十分な説明、療養病棟
入院基本料の算定に当たってCVC
にかかわる院内感染対策の指針の
作成およびCVCにかかわる感染
症の発生状況の把握が算定要件に
追加されました。さらに療養病棟
の入院患者にかかわる医療区分３
の評価項目のうち、「TPNを実施
している状態」については、毎月
末にTPNの対象患者がTPNが必
要となる状態に該当しているかど
うか確認することも算定要件に追
加されました。
このTPNについての見直しは、
療養病棟におけるTPNの施行件
数の増加があります。「平成30年
度入院医療等の調査」（厚生労働
省）によると、療養病棟入院の医
療区分３の患者の48.3％がTPN
を施行されている状態にありま
す。また、「平成30年度DPCデー
タ」（厚生労働省）によると、入院
期間の８割以上にわたってTPN
管理されていた患者のいる病院が

350施設ほどあることが示されて
います。今回の見直しは、TPN
施行件数の抑制を目的としたもの
と考えられます。
なぜ療養病棟においてこんなに
もTPNの施行件数が多いので
しょうか？ その原因は平成28年
度の診療報酬改定にあります。そ
れまで療養病棟入院基本料２にお
いて問われなかった入院患者の医
療区分の要件ですが、本改定に
よって療養病棟入院基本料２も療
養病棟入院基本料１と同様、医療
区分２または３の患者が５割以上
入院していることが要件とされた
のです（療養病棟入院基本料１は
医療区分２または３の患者が８割
以上）。医療区分１と３では点数
が倍ほども違います。そして、医
療区分３の該当条件の１つとして
TPNがあるのです。胃ろうは医
療区分２・３の該当条件とされて
いません。結果、消化管を使用で
きる患者であっても急性期病院で
CVポートを造設して、療養病棟
へ転院させたほうが病院経営上有
利であったため、TPN施行件数
が増加したと思われます。
周知のことですが、ASPENのガ

イドラインでは「If the gut works, 
use it！」と示されています。消化
管を使用しない状態が続くと、小
腸絨毛などの萎縮によって腸管免

疫能が低下し、バクテリアル・ト
ランスロケーション（以下、BT）
や偽膜性腸炎などの感染症のリス
クが高まります。したがって今回
の診療報酬改定では、急性期で早
期栄養介入管理加算が新設され、
慢性期ではTPN管理に関する確
認が要件化されたのです。

消化管障害改善につなぐ
２つのタイプの流動食

当院では経腸栄養の開始に当た
り、５日間以上の絶食症例、消化
器症状発現症例、炎症性腸疾患緩
解期症例、術後早期投与症例につ
いては、乳清ペプチド含有消化態
流動食を第一選択としています。
これらの症例は、消化管が障害を
負い、疲弊しているため、負担を
かけることなく吸収可能な流動食
を選択する必要があるからです。
腸管からの吸収性の高い流動食
には、たんぱく源がペプチドまで
分解されている消化態流動食のほ
か、アミノ酸まで分解されている
成分栄養剤があります。後者のほ
うがアミノ酸分子単体まで分解さ
れているので、アミノ酸分子が２
つのジペプチド、あるいは３つの
トリペプチドで構成されている消
化態流動食よりも吸収性が高いよ
うに思えますが、実は空腸におけ
る吸収速度はアミノ酸よりもジペ
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約400日と長期にわたる療養病棟の平均在院日数。
経口摂取が難しい患者も多く、長期経腸栄養管理となることもある。
その場合、どのようなリスク管理を実践すべきか、オンラインで宮澤靖氏にご講演いただいた。
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プチドのほうが速いとされていま
す（図１）。
通常、我々はたんぱく質を摂取
すると、それを腸管内でペプチド
に分解します。さらにペプチドは
ペプチターゼの働きでアミノ酸に
分解されて小腸吸収上皮細胞のア
ミノ酸担体という入口から腸管内
へと吸収されます。しかし、小腸
吸収上皮細胞にはアミノ酸担体と
は別にペプチド用のペプチド担体
という入口があります。この場合、
ペプチドからアミノ酸に分解する
という過程をショートカットでき
るので、通常のアミノ酸よりも吸
収速度が速く、障害のある消化管
でも比較的スムーズに吸収できる
と思われます。実際、カゼイン主
体の流動食とホエイペプチド主体
の流動食で下痢発現率を比較した
ところ、前者が44％であったの
に対して、後者は０％だったとい
う報告があります（図２）。
当院ではこのほか、標準投与適
応症例、下痢・便秘症例、血糖コ
ントロール不良症例に対し、水溶
性食物繊維であるグアーガム分解
物（以下、PHGG）含有の流動食
を適応としています（図３）。
経腸栄養における下痢の原因と
しては、①流動食の組成が不適当、
②投与速度が速すぎる、③栄養剤
の汚染、④栄養剤の温度、⑤浸透
圧が高すぎる、⑥腸管の常在細菌
叢が変化している、以上の６点が
挙げられます。このなかで我々が
見逃しがちなのが⑥です。これは
感染症などに対して抗菌薬を多剤
服用し、結果として腸内細菌叢が
変化して下痢を生じるケース、あ
るいはCDトキシン陽性の偽膜性
腸炎によるケースがあります。こ
の場合、下痢の原因は腸内細菌と
腸炎であり、栄養剤ではありませ
ん。したがって、以前に私が勤務

していた米国エモリー大学の経腸
栄養マニュアルではこうした場
合、消化態栄養剤への変更、もし
くはPHGGの投与を検討すると
しています。
PHGGが腸内に入ると、酪酸な
どの短鎖脂肪酸（以下、SCFA）が
生じます。SCFAは酸性物質なの
で、腸内環境をビフィズス菌など
の腸内細菌が棲みやすい弱酸性に
保ちます。また、腸内でSCFAが
産生するエネルギーは、大腸の水
分やナトリウムの吸収に利用さ
れ、下痢の改善へつなげます。こ
うした効果からヨーロッパ臨床栄
養代謝学会は、PHGGが添加され
た経腸栄養剤について「経腸栄養
が起因する下痢の防止」項目で推
奨度Aと評価しています。
ネスレ ヘルスサイエンス カン

パニーの調べによると、医療・介
護施設に勤務する看護師・介護職
員の74％が人手不足を実感して
おり、特に食事介助と排泄介助の
負担が大きいそうです。なかでも
下痢などの排泄汚染による衣類の
交換の負担が大きいことが示され
ました。そこで同社の協力のもと、
ある施設においてPHGG含有半
消化態流動食を導入したところ、
患者５人当たりで排泄にかかわる
コストが年間275,868円も低減し、
排泄処理の時間も年間186時間削
減されたそうです。
私たち管理栄養士は、価格とい
う目先のコストで流動食を選ぶの
ではなく、その先にあるトータル
コストと労力を見据えて選択しな
ければならないでしょう。
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図１　障害消化管におけるアミノ酸とペプチドの吸収

鈴木誠二ら, JJPEN, Vol.20, 957-965,1998.
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図２　下痢発現率の違い
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MEREDITH, J. et al. Visceral Protein Levels in 
Trauma Patients Are Greater with Peptide Diet Than 
with Intact Protein Diet. Journal of Trauma-Injury 
Infection & Critical Care. 30（7）：825-829, July 1990.

図３　不耐症への対策
ペプチドとPHGGの使い分け
（東京医科大学病院の基準）
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