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「研修医・学生の方へ」の

講義内容をクリック

「外科代謝」を

クリックへ



外部環境が変わっても体内の環境(内部環境）を維持する。
Claude Bernard 1800年代

ホメオスタシス Cannon 1900年ころ

ストレス学説；刺激に対して、生体は刺激の種類とは無関係な非特異的反応を
もって応ずる(汎適応症候群） Selye 1950

生体の反応を抑制すること(人工冬眠、麻酔）が、shockの治療に有効
(過剰防衛反応） Laborit 1954

以下は外科の代謝の歴史

外傷に対する反応 Cuthbertson 1942

外科的侵襲の代謝性変動および内分泌変動を臨床経過に
あわせ体系化 Moore 1959

侵襲に対する生体反応研究の歴史



「外科的侵襲の代謝性変動および内分泌変動を臨床経過にあわせ体系化」
って？

Moore 1959年

回復過程を内分泌系、代謝系の変動や臨床所見を統合し、以下の４相に分類

①侵襲期
②転換期
③同化期
④脂肪蓄積期

注； ①、②は異化期； 体蛋白の崩壊、脂肪の分解
③、④は同化期； 体組織の修復

侵襲に対する生体反応研究の歴史



手術後の回復過程と代謝性変動(Moore 1959）

持続時間 ２－４日 １－３日 数週－数ヶ月 －
窒素平衡 大きく負 負 正 ０
Ｋ平衡 大きく負 負 正 ０
Na平衡 正 負 ほぼ０ ０
水分平衡 正 負 正 ０

異化相
catabolic phase

第１相 第２相
injury       turning 

point

同化相
anabolic phase

第３相 第４相
muscle               fat gain

strength

体水分量 増加 減少 増加 不変
体重 多くは増加 減少 増加 増加



侵襲
内分泌性変動
代謝性変動

外科的侵襲（surgical stress）
外傷、熱傷、手術、麻酔等の
外科的侵襲によって生じるstressor

によって惹起される反応の総称

stressor；損傷部位からの求心性神経刺激(手術創等）、
循環血液量減少および循環不全(出血、shock等）、
感染、麻酔などが重要である。



外科代謝

外科的侵襲の病態生理を覚えるのは大変？

実は生理学の復習です。

生理学でストレスについて学んだことを覚えていれば
OK!!



外科代謝

OK!!ではなさそう・・・・・。

覚えるのが大変ならどうすれば？

手術を受けた体はどうなりたいかを考える。



外科代謝

手術を受けたら、次にはいつ食事がとれるのか？

こんな心配があれば、自分の体から出ていくものを減
らそうとする。

とりあえず、水を出さないようにしよう。

医学的には抗利尿



外科代謝

手術を受けるのは怖い。

こんな心配があれば、

自分の体を興奮させて対処したい。

とりあえず、心拍を上げよう。

医学的には昇圧



外科代謝

手術を受けたら、体の傷を治したい。

こんな希望があれば、血糖値を上げて、

循環も良くしたい。

とりあえず、血糖値を上げよう。

傷を治すたんぱく質はどうする？

医学的には糖新生、蛋白異化



外科代謝

手術を受けたら、疲れちゃうね。

こんな心配があれば、自分の体を休めよう。

とりあえず、炎症や創傷治癒以外の活動は落そう。

無駄なエネルギーは使いたくない。性欲も抑えたい。

医学的には性ホルモン抑制



外科代謝

手術を受けたら、・・・。

以上を踏まえて講義を受けよう。



手術侵襲による生体反応の基本

• 神経内分泌系の反応。

• 水分・電解質バランスの調整困難。

• エネルギー代謝の異常。

• 線溶系の異常。

• 細胞性免疫・液性免疫の低下。



内分泌変動

• 脳下垂体-副腎皮質系が特に重要

• 分泌増加 ACTH,GH,ADH,コ－チゾ－ル,

アルドステロン,エピネフリン,レニン,グルカ
ゴン

• 分泌不変･減少 インスリン,TSH,FSH,LH,

アンドロゲン（性ホルモン）



脳下垂体前葉

• 損傷部位からの求心性刺激を受ける

• ACTH；コ－チゾ－ルなどのglucocorticoid

産生を増大

• GH；糖新生促進、lypolysisにより遊離脂肪

酸の放出と利用を促進し、カテコ－ルアミ
ンやグルカゴンとともに抗インスリン作用を
呈する。



脳下垂体後葉

• 損傷部位からの求心性刺激を受けるが、
術前の体液量に影響される

• ADH；尿細管での水分再吸収を増大させ、
尿量減少、尿浸透圧上昇とともに、体液
(細胞外液）を増大させる



副腎皮質

• コ－チゾ－ルはACTHにより分泌増加となり、術
後約1週間持続

• この反応がない（Addison disease etc.）と低血糖、
低Na血症、低血圧、shockをきたし、死亡する危
険あり

• アルドステロンはACTHにより分泌増加となるが、
主としてrenin-angiotensin系の刺激による分泌増
加で、術後約1週間持続

• 腎でのNa再吸収を強く亢進させ、体液量を保持
する

• 副腎性アルドステロンは術後1年間減少



renin-angiotensin系の刺激 ; reninの分泌増加は
糸球体輸入動脈圧低
下によるものでangiotensin

を介してアルドステロンを
分泌させる



副腎髄質

• エピネフリンは副腎髄質のみで産生される
が、ノルエピネフリンは他に全ての交感神
経終末からも分泌される

• 疼痛、感情的興奮、低血糖、endotoxinなど
によって分泌亢進

• 視床下部からの神経刺激で分泌亢進

• 循環血液量減少で分泌亢進



副腎髄質続き

• 作用 血管収縮、心拍出量増大、血圧上
昇、肝グリコ－ゲンからのブドウ糖産生、
脂肪分解の促進（エネルギ－源供給促進
作用）

• 分泌は急速、刺激除去で減少



膵臓

• 侵襲時のグルカゴン分泌亢進の刺激は
はっきりしない

• グルカゴンは脂肪分解、グリコ－ゲン分解、
糖新生（エネルギ－源供給促進作用）

• インスリンは高血糖があっても分泌亢進は
ない

• 侵襲時の抗インスリン作用のため、外科的
糖尿病の状態となる



代謝性変動

• 水と電解質

• 酸塩基平衡･血液ガス

• 糖代謝

• 蛋白代謝

• 脂質代謝

• エネルギ－代謝



水と電解質

• 初期 細胞外液の増加(水、Na,Clの貯留）
と細胞内液成分の喪失(K、窒素の喪失）

• 時間経過とともに正常化



水と電解質（水,Na,Cl）

• 水、Na,Clの貯留 アルドステロン、ADHの
分泌増加による

• 水の貯留が強いため細胞外液が希釈され、
低Na血症がみられる

• 数日間持続し、利尿がおこって正常化



水と電解質（水,Na,Cl）続き

• この変化は術前の充分な水,Na投与で抑
制される

• 侵襲時に良好な循環を維持するためには
正常以上に細胞外液を増加させる必要が
ある

• 侵襲時、生体は細胞外液が減少したかの
ようにみえることを上の２項目が示してい
る



水と電解質（水,Na,Cl）続き２

• 損傷部位の組織を中心に水､Naの含有量
が増加するーーーー水､Naの偏在（third 

spaceへの移動）による細胞外液の減少

• このため細胞外液類似（３号輸液）の点滴
がなされる



水と電解質（K）

• 侵襲時のKの喪失はKが細胞外にでるた
め

• 細胞内のKと蛋白の比はほぼ一定（K/N

（窒素）≒3mEq/g）であるが、侵襲時のKの
喪失はこの比より大きく蛋白異化に伴うK

の喪失にアルドステロンの作用が加わる

• 浸透圧平衡をを保つためNaが細胞内に入
るため低Na血症が増強

• K喪失は利尿時期に正常化



酸塩基平衡・血液ガス

• 手術直後；代謝性アシドーシス（循環不全、
組織低酸素が原因）、注；開胸術後は呼吸
性アシドーシスとなることあり

• 第一病日；代謝性アルカローシス、呼吸性
アルカローシスが混在

• １週間で正常化



糖代謝

• 血糖値、乳酸値、ピルビン酸値の上昇、乳
酸/ピルビン酸比が上昇(TCA cycleへの移

行障害、嫌気性による） 術後２－３日で
正常化

• インスリン拮抗物質の増加による外科的
糖尿病（特に糖尿病患者は糖代謝異常が
長引き、合併症の発生率が高くなる）

• 高血糖はエネルギー供給の面で有利



蛋白代謝

• 蛋白異化亢進が同化を上回る（窒素平衡
は負）

• 原因；熱量、蛋白摂取不足（約１週間）

• 肝では蛋白合成亢進、筋では亢進なし（ア
ルブミン合成亢進、異化が亢進するため、
また体液希釈のため血中濃度は低下）

• 異化した蛋白は糖新生、急性相蛋白合成、
創傷治癒に利用

• 尿への窒素代謝物の増加



急性相蛋白

• CRP、フィブリノーゲン、α1-プロテアーゼイ
ンヒビターなどを指す

• アルブミンなどの合成は抑制される

• 急性相蛋白合成は亢進

• IL6が関与、肝臓での合成が亢進

• IL6分泌ピークは2-3日後

• CRPピークも2-3日後となる



脂質代謝

• 熱量供給の主役

• インスリン拮抗物質の増加により脂肪
（triglyceride）の加水分解を亢進しglycerol

が生じ、糖新生に利用される

• 遊離脂肪酸は肝、末梢組織でのエネル
ギー源となる



エネルギー代謝

• 安静時代謝量が10～25%増加するらしい

• 感染症等の合併で２倍の増加になることも

• 熱量の不足は体内組織の異化亢進によっ
て補われ、蛋白、脂肪が減少する



血液凝固

• アドレナリンa2受容体を介し、血小板凝集
が亢進

• 炎症性サイトカインによりトロンボキサン
A2、セロトニンの増加が見られ、凝固が亢
進する

• DICを起こすことも



好中球
• 増加

• 左方移動

• 好中球浸潤はIL8が強く関与している

• NFκB、AP-1の活性化で接着因子が亢進
し、肺、肝などに障害を起こすことがある

• NETs(neutrophil extracellular traps) ;感染
により活性化された好中球が自らのDNA

やgranule proteinを含む網目状の構造物を

能動的に放出する現象で細菌を捕食しな
がら細胞死にいたる



消化管

• 炎症性サイトカインにより蠕動低下、粘液
産生低下

• 急性粘膜傷害

• Bacterial translocation

• 腸粘膜にマクロファージ、リンパ球が体内
免疫細胞の50%が存在

• 絶食は腸粘膜萎縮を助長するので避ける
ことが望ましい



手術後の回復過程と代謝性変動(Moore 1959）

持続時間 ２－４日 １－３日 数週－数ヶ月 －
窒素平衡 大きく負 負 正 ０
Ｋ平衡 大きく負 負 正 ０
Na平衡 正 負 ほぼ０ ０
水分平衡 正 負 正 ０

異化相
catabolic phase

第１相 第２相
injury       turning 

point

同化相
anabolic phase

第３相 第４相
muscle               fat gain

strength

体水分量 増加 減少 増加 不変
体重 多くは増加 減少 増加 増加



回復過程の修飾

因子 効果

侵襲刺激 大きいほど変動も大きい
年齢 変動の持続期間が若年者では短く、高齢者で長い
性 男性では変動がより大きい

低栄養 水、Naの変動（第１相）が著しく強く長い
Kと窒素の変動は軽い
合併症を起こしやすい

脱水 術前の水、電解質不足は第１相における水とNaの
変動を著明に増強する

合併症 相間の移行を障害、逆行



図で示すと

視床下部 CRF
(corticotropin-releasing hormone)

脳下垂体 ACTH,GH（前葉）,ADH（後葉）

副腎 コ－チゾ－ル,アルドステロン,

エピネフリン
膵 グルカゴン
腎 レニン-アンギオテンシン

侵襲
ストレッサー

サイトカイン
TNFα、IL1、IL6、等

循環
代謝
免疫
血液凝固

マクロファージなどの
免疫細胞

自律神経求心路
感覚神経求心路

交感神経

発熱



メディエーター産生

マクロファージなどの
免疫細胞は侵襲に直接反応

生体反応メディエーター

侵襲
ストレッサー

サイトカイン
TNFα、IL1、IL6、等で多くは糖蛋白
プロスタグランジン
活性酸素種
白血球プロテアーゼ
キニン
ヒスタミン
一酸化窒素
など



サイトカイン
TNFα、IL1、IL6、等で多くは糖蛋白

働きは炎症反応、細胞の分化・増殖、免疫応答、代謝反応

炎症反応を高める； TNF、IL1など
炎症を抑える； IL10、IL4など

バランスが悪いと
SIRS（systemic inflammatory response synd.)

CARS(compensated anti-inflammatory response synd.) を起こす

SIRS

①体温>38℃or<36℃、②脈拍>90/min

③呼吸数>20/min or PaCO2<32torr

④WBC>12,000or<4000(or>10%の幼若球出現



過剰＝SIRS；
遺伝子多型で起こると考えられている。

過剰＝CARS

炎症反応
TNF,IL1など

抗炎症反応
IL10など

手術

SIRS診断基準（以下の2項目以上）；
①体温<36℃、>38℃
②脈拍>90/分
③呼吸数>20/分orPaCO2<32Torr

④白血球>12000or<4000



炎症性サイトカイン産生の
シグナル伝達と転写因子

PAMPs(pathogen-associated molecular patterns)：
細菌のエンドトキシン（LPS)に代表される外因性物質

Alarmins：
炎症反応を起こす内因性物質の総称

DAMPs(damage-associated molecular patterns)：
傷害関連分子パターン、PAMPsとAlarminsの総称。2006年。
免疫細胞表面受容体に認識され、炎症性サイトカインを産生。
注； DAMPs(danger-associated molecular patterns) はAlarminsと同じ意味でつかわれることがある。



炎症性サイトカイン産生のシグナル伝達

PAMPs

細菌感染
Alarmins

手術、外傷

DAMPs(damage-associated molecular patterns)

NFκ-B AP-1

など

TOR(toll like receptor)

炎症性サイトカイン

コーチゾールが抑制



標準外科学第13版より



消化器外科の周術期栄養管理



はじめに
• 消化器外科手術における周術期の栄養管理は
，術後合併症の予防やQuality of Life(QOL)の
改善に不可欠．

• 周術期の各時期における栄養管理の意義，お
よび各栄養法の特徴や当院における実際につ
いて述べる．



周術期栄養療法
➢術前栄養療法

➢各消化管の術後栄養療法

・胃切除術後の栄養

・大腸切除術後の栄養

・食道切除術後の栄養

➢腸瘻造設、経腸栄養法



術前栄養療法

• 消化管悪性腫瘍、特に進行癌においては消耗性、
または経口摂取量減少により低栄養状態となるこ
とがしばしば．

• 低栄養患者は術後の合併症、死亡率が高く、入院
日数も増加し、コストもかかる．

• 14日以上の経口摂取の減少は術後の死亡率が高
く、高度な低栄養状態の患者は、手術を遅らせて
も、10～14日の術前の栄養管理を行うことが推奨
されている．



術前栄養療法

• ESPEN（欧州静脈経腸栄養学会）ガイドライン（ESPEN Guidelines 

on Enteral Nutrition including organ transplantation, 2006）における
術前の栄養管理の適応

・6ヵ月で10～15％以上の体重減少がある場合

・BMI＜18.5kg/m2の場合

・SGA（主観的包括的評価）グレードC（高度低栄養）の場合

・血清アルブミン<3.0g/dlの場合（肝臓・腎臓機能異常は除く）

• 術前栄養療法に必要な時間は、生理的な機能を回復させるために
は4～7日間、さらに体内タンパク質の回復を目標とした場合は7～
14日の栄養療法が必要となる．



術前栄養療法（栄養状態の評価）



術前栄養療法（栄養状態の評価）



●基礎エネルギー量（BEE）
１）ハリス・ベネディクトの式（HBE）
男 66.47＋13.75×体重＋5.0×身長－6.75×年齢
女 655.1＋9.56×体重＋1.85×身長－4.68×年齢

２）日本人用の簡易式
男 BEE=14.1×体重＋620

女 BEE=10.8×体重＋620

３）BEEの平均値：約25Kcal/kg体重/日
●活動係数 ベッド上安静 1.2、ベッド外活動 1.3

●ストレス因子
術後（合併症なし）：1.0、長管骨骨折：1.15～1.3、
がん、腹膜炎・敗血症：1.1～1.3、
多発外傷・多臓器不全：1.2～1.4、熱傷：1.20～2.00

必要エネルギー量=BEE×活動係数×ストレス因子

術前栄養療法（必要エネルギー量）



術前栄養療法

Total Paraenteral Nutrition (TPN)?

or

Enteral Nutrition (EN)?

可能であればENを優先

出血や完全閉塞等により消化管が使用できない場合



各消化管術後の栄養管理

• 胃切除術後の栄養管理

• 結腸（直腸）切除後の栄養管理

• 食道切除後の栄養管理



胃切除術後の栄養管理

【特徴】
• 幽門側胃切除、もしくは胃全摘

→幽門機能 and/or 噴門機能の
消失
• 迷走神経の切離

→消化管運動機能の低下
• 術後早期に問題となる合併症
・縫合不全
・吻合部狭窄
・胃内容停滞
・早期ダンピング症候群 etc.

 縫合不全high risk症例では予防的腸瘻造設も考慮



BF

×3

本
（術中
点滴
量で
調節）

手術日 退院2POD1POD 4POD3POD 6POD5POD 7POD

胃切除

横浜市立大学第1外科 周術期輸液・栄養管理例

絶食
（21時以降）

BF

×
3本

ソルアセト
D500ml

（継続）

・流動食は摂取量
半分として。

・二日目から嚥下
造影で問題なけれ
ば食事開始。

･飲水は翌日から
可
･約一週間で退院

･内視鏡手術も栄
養管理はほぼ同じ。

普通食

術前日

水分
2000ml

流動
食

900K

CAL

1600

ml

BF

×3

本

3分粥
1100

KCA

L

1700

ml

BF

×
2本

飲水は11時まで

5分粥
1200

KCA

L

1700

ml

全粥
1700

KCA

L

1700

ml

栄養状態特に注意が必要な場合BEE

でカロリー計算。



各消化管術後の栄養管理

• 胃切除術後の栄養管理

• 結腸（直腸）切除後の栄養管理

• 食道切除後の栄養管理



大腸切除後の栄養管理【特徴】
• 上部消化管機能に影響なし

→消化吸収機能は保たれる

栄養障害を来すことは少な
い

• 術後早期に問題となる合併
症
・縫合不全
・吻合部狭窄
・排便障害（神経機能低下）
・排尿障害 etc.



BF

×3

本
（術中
点滴
量で
調節）

手術日 退院2POD1POD 4POD3POD 6POD5POD 7POD

結腸切除

横浜市立大学第1外科 周術期輸液・栄養管理例

絶食
（夕方以降）

BF

×
3本

ソルアセト
D500ml

・流動食は摂取量
半分として。

・食事開始は離床
を目安に主治医の
判断。結腸は3日

目が基本。直腸は
少し遅れることも。

･飲水は翌日から
可
･約一週間で退院

普通食

術前日

水分
2000ml

流動
食

900K

CAL

1600

ml

BF

×3

本

3分粥
1100

KCA

L

1700

ml

BF

×
2本

飲水は11時まで

5分粥
1200

KCA

L

1700

ml

全粥
1700

KCA

L

1700

ml

栄養状態特に注意が必要な場合BEE

でカロリー計算。

BF

×4

本



各消化管術後の栄養管理

• 胃切除術後の栄養管理

• 結腸（直腸）切除後の栄養管理

• 食道切除後の栄養管理



食道切除後の栄養管理

【特徴】
✓ 消化管の定型手術では最も高侵襲

✓ 迷走神経の切離により消化管運動↓

✓ 多くが心肺機能低下症例

✓ Radiation後の症例では手術操作難

✓ このため重篤な合併症も多い

（縫合不全、吻合部狭窄、反回神経麻痺、
誤嚥性肺炎、無気肺、etc.）

当科では全例に腸瘻造設を併施
．



腸瘻造設、経腸栄養について

• 腸瘻（皮膚-空腸瘻）造設術

当科では食道切除症例では全例に施行。

・術後の経口摂取が最も遅れやすい。

・術直後（実際は翌日）より経腸栄養可能。

・合併症予防、および合併症からの早期回
復

・基本的には入院中に自己処置可能となる

ように指導し、退院後、自宅でも使用。

・経口摂取が十分であれば外来で抜去

→挿入部は24時間以内に自然閉鎖。



腸瘻造設について

興味のある学生はインターネットで以下のページへ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21276271

または
http://www.iconceptpress.com/www/site/papers.web

View.php?publicationID=BK030A

を見てください。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21276271


手
術

手術日 退院2POD1POD 4POD3POD 6POD5POD 7POD

食道

横浜市立大学第1外科 周術期輸液・栄養管理例

絶食
（21時以降）

BF

×
2本

･手術対象患者なので、8

割は術前通常食可能。
重症な患者は化学療法
の回数決めてから手術も。
・手術中に全例腸ろう作
る。
・この際100mlのエン
シュアを注入
･経管栄養管理は10CC

～20CCで漸増。目標は
70CC。
・食事が増えれば腸ろう、
点滴のエネルギー減らす。
・ただし腸ろうはつけて退
院。外来で安全と判断し、
やめる。
･退院3日前から栄養剤
はツインラインに。
･2週間～4週間で退院。

普通食

術前日

水分
2000ml

BF

×4

本

BF

×
1本BF

×3

本

20CC/

時
（CZ-

HI)

30CC

/時

40CC

/時

術後1日はICU

管理。

50CC

/時

60CC

～
70CC

/時

目標
70CC

/時

術後3日目位で造影検査。①縫合不全がないか。
②狭窄がないか。③誤嚥がないか。
問題なければゼリー食から開始。

＊経腸栄養不適の場合はTPN

継
続



経腸栄養の意義
• なぜ経腸栄養か？

基本理念はWhen the gut works, use it.

長期TPN症例では腸管粘膜の萎縮、壁の
菲薄化

経腸栄養 TPN 14日間



1．Immune Enhancing Diet（IED）投与が適応になる病態
A．早期投与が推奨されるべき病態
（1）消化器外科待機手術

Alb＜3．5g／dl・・・Upper GI surgery（esophagus， stomach

， pancreas， hepatobiliary tree）
Alb＜2．8g／dl・・・Lower Gl surgery

注：プレアルブミンが10以下では縫合不全が100%起こるといわれている。

（2）鈍的・鋭的体幹部損傷
Injury severity score＞＝18・・・Two or more body

systems

Abdominal trauma index＞＝20・・・colon（4-）， pancreas

and duodenum（3-）， liver（4-）， stomach（4-）

ASPENのIED(Immune-enhanced diet)に関するコンセンサス



1.B．推奨に足る十分なデータはないが好ましそうな病態
（1）COPDまたは長期人工呼吸管理を要する大動脈再建術
（2）低栄養がある頭頸部手術
（3）Glasgow coma scale 8未満の頭部外傷
（4）3度30％以上の熱傷
（5）感染症発症の恐れのある，発症前の内科的・外科的人工呼吸
管理患者
2．実際の投与方法
（1）可能なら術前投与（5～7日前から）が有効
（2）可能なら1，200～1，500ml／day以上または目標投与量の50～

60％
（3）投与期間は5～10日間，ICU入室中や感染症発症の危険がなく
なるまで
3．期待される効果

感染性合併症発生率，在院期間，抗生物質使用量，人工呼吸管理
期間，多臓器不全の減少



• 合併症を伴わない定型手術では集中的な栄養療法
は不要．ただし、食道手術においては絶食期間が長
期に及ぶ可能性が高く、早期の経腸栄養が重要．

• 重度栄養障害を伴う症例の消化管手術の際は術後
早期合併症、予後改善のため術前の栄養管理が重
要．

・栄養療法の基本はWhen the gut works, use it.

・出血や完全閉塞等により消化管が使用できない場合
はTPNを選択．

• 患者個々の全身状態、病態の把握が最も重要．

まとめ



• Refeeding Syndrome（再栄養症候群,以下RS）と
は？

• この単語を知らない学生はどれくらいいるのか？

• 戦国時代からこの病態は知られていた！

Ｒｅｆｅｅｄｉｎｇ Ｓｙｎｄｒｏｍｅ （再栄養症候群）に
対する栄養療法の進め方



1. 慢性の低栄養では生体のグルコース消費は減少し、脳で
のケトン体利用は増加、蛋白質の合成速度は低下、糖新生
速度は低下している。細胞でのP、K、Mgの細胞内需要も減
少している。

2. その状態に栄養を投与すると血糖値が上昇し、インスリン
分泌が増加する。その結果、グルコースとともにP、K、Mg

が細胞内に移動し、グリコーゲン、脂肪、蛋白質の合成が始
まる。

3. Refeeding Syndromeでは低P、低K、低Mg血症が引き起
こされる。



4. 低P血症が最も危険であり、赤血球中の2.3-ジホスホグリ
セリン酸（2.3-DPG）の濃度が低下する。その結果、 Hbから
の酸素の放出が抑制され末梢組織は低酸素状態に陥る。P
はATPの原料として重要である。

5. 低酸素状態はTCA回路の機能を障害し、アセチルCoAの
利用が低下するが、ピルビン酸の産生は亢進しているため
、乳酸に代謝され乳酸アシドーシスを生じる。

6. 各種ビタミン欠乏があることが多く、特にビタミンB1欠乏は
注意する。

7. Refeeding Syndromeは死亡することも稀でない危険な状
態である。この1項目だけは絶対に忘れてはならない！！！



１．RS 発症リスク
・慢性の低栄養 ・・・・・・ 遷延する絶食または低カロリーの

食事、吸収不良症候群、加齢に伴
う摂取不足

・急性の低栄養 ・・・・・・ 7日以上栄養管理を受けていない
高度侵襲患者、術後患者、肥満手術

・神経性食思不振症

・食欲不振の癌患者

・大量の常習飲酒者

・コントロール不良の糖尿病

・ハンガーストライカー



２．RS 発症リスク 判定
ＮＩＣＥ criteria

以下の①②③を満たす患者を『発症リスクあり』とする



３．栄養管理計画の実際

RS発症リスク判定実施
①②③の項目 チｪック

栄養アセスメントによる栄養評価実施
身体計測・身体所見・栄養摂取状況の問診

RS発症 リスク あり RS発症 リスク なし

栄養療法の適応を検討（経口・経腸・静脈 栄養投与経路選択）
1日に必要な栄養量を算出 （最終目標栄養量設定）

RS発症リスク分類に応じた
栄養投与計画実施

栄養投与計画実施

To be continued



A 栄養投与開始前の管理

・血清P、K、Mg値の確認
・ビタミン投与、電解質補正の実施

RS発症リスクあり
とした時点より
ﾋﾞﾀﾐﾝ投与
電解質補正
を実施

静脈投与
の場合

ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝﾏﾙﾁ（TPN用総合ﾋﾞﾀﾐﾝ）１V

ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ2～3V

（ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝﾏﾙﾁ１V当たり：ﾋﾞﾀﾐﾝB1 3mg）
（ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ１V当たり：ﾋﾞﾀﾐﾝB1 100mg）

経口投与
の場合

ﾋﾞﾀﾐﾝB1 200～300mg／日投与として、 ﾋﾞﾀ
ﾀﾞﾝ（複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤）1～2錠×3回／日
（ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ1錠当たり：ﾋﾞﾀﾐﾝB1 50mg）

該当患者 要注意 高リスク



C 栄養投与開始8～14日の管理

該当患者 要注意 高リスク

熱量

15kcal/kg/日から、2～3日ごとに徐々
に増加させ、25kcal/kg/日まで増加

7日程度で基礎代謝量に達した以降は

体重の増加を見つつ活動量を考慮した
栄養量まで調整

10kcal/kg/日より開始、2～3日ごと
に徐々に増加させ、15kcal/kg/日ま
で増加

ｱﾐﾉ酸

Bの管理と同じ
脂肪

ﾋﾞﾀﾐﾝ

水分

ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ

Bの管理と同じ
ただし、生化学検査は電解質補正の必要性に合わせて毎日～週3回測定

Bの管理と同じ

電解質 Bの管理と同じ。血清電解質異常は正常値より低下があれば補正する

栄
養
の
投
与
経
路
と
内
容

末
梢

ｱﾐｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｱﾐﾉ酸加糖液 500ml=210kcal、糖質37.5g、ｱﾐﾉ酸15g) リスク別必要量mL

＋ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ20％（脂肪乳剤 100ml=200kcal、脂質20g） リスク別必要量mL

＋ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ（ﾋﾞﾀﾐﾝB1高含有）2～3V ＋ﾐﾈﾘｯｸ１本
※ｱﾐﾉ酸加糖液、脂肪乳剤は投与熱量に合わせ、投与量調整すること

中
心
静
脈

ｴﾙﾈｵﾊﾟ1号（1000ml=560kcal、糖質120g、ｱﾐﾉ酸20g、ﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ1日必要量1/2）～
ｴﾙﾈｵﾊﾟ2号（1000ml=820kcal、糖質175g、ｱﾐﾉ酸30g、ﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ1日必要量1/2）
リスク別必要量mL

＋ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ20％（100ml=200kcal、脂質20g） リスク別必要量mL

＋ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ（ﾋﾞﾀﾐﾝB1高含有） 2～3V

※ｴﾙﾈｵﾊﾟのﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ量は2000mL投与した場合1日必要量となるので注意

経腸
投与熱量で合わせる
＋ビタミン付加 経腸、経口は目標栄養量の半分以上に達するまで継続

経口

嚥下訓練食B 600kcal／
流動食又は五分粥主食小盛副食ﾊｰﾌ食
500～700kcal

→成人食常食(全粥)

主食小盛 副食ﾊｰﾌ食1000kcal

→成人食常食(全粥)

主食小盛 1400kcal

成人食常食(全粥)

主食小盛 副食ﾊｰﾌ食1000kcal

(又はｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙ食)

→成人食常食(全粥)

主食小盛 1400kcal

→成人食常(全) 1700kcal

→必要あればプラス付加食

Bの管理
該当者の部分からすすめていく



D 栄養投与開始15日以降の管理

該当患者 要注意 高リスク

熱量

25kcal/kg/日から、2～3日ごとに徐々
に増加させ、30kcal/kg/日まで増加

体重の増加を見つつ活動量を考慮した
栄養量まで調整する。

15kcal/kg/日より開始、2～3日ごと
に徐々に増加させ、25kcal/kg/日ま
で増加

ｱﾐﾉ酸

Bの管理と同じ
ただし、ビタミンB1の付加はなし

Bの管理と同じ
脂肪

ﾋﾞﾀﾐﾝ

水分

ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ

Bの管理と同じ
ただし、生化学検査は電解質補正の必要性に合わせて毎日～週3回測定。

電解質 Bの管理と同じ。血清電解質異常は正常値より低下があれば補正する

栄
養
の
投
与
経
路
と
内
容

末
梢

ｱﾐｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｱﾐﾉ酸加糖液 500ml=210kcal、糖質37.5g、ｱﾐﾉ酸15g) リスク別必要量mL

＋ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ20％(脂肪乳剤 100ml=200kcal、脂質20g） リスク別必要量mL

＋ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ１V ＋ﾐﾈﾘｯｸ１本
※ｱﾐﾉ酸加糖液、脂肪乳剤は投与熱量に合わせ、投与量調整すること

中
心
静
脈

ｴﾙﾈｵﾊﾟ2号（1000ml=820kcal、糖質175g、ｱﾐﾉ酸30g、ﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ1日必要量1/2）
リスク別必要量ｍL

＋ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ20％（100ml=200kcal、脂質20g） リスク別必要量mL

※ｴﾙﾈｵﾊﾟのﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ量は2000mL投与した場合に1日必要量となるので注意

経腸
投与熱量で合わせる
経腸、経口は目標栄養量の半分以上投与できればビタミン付加はなし

経口

嚥下訓練食B 600kcal／
流動食又は五分粥主食小盛副食ﾊｰﾌ食
500～700kcal

→成人食常(全粥)

主食小盛 副食ﾊｰﾌ食1000kcal

(又はｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙ食)

→成人食常食(全粥)

主食小盛 1400kcal

成人食常食(全粥)

主食小盛 副食ﾊｰﾌ食1000kcal

(又はｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙ食)

→成人食常食(全粥)

主食小盛
1400kcal

→成人食常食(全粥)

1700kcal

→プラス付加食

Bの管理の、
適合する部分からすすめていく


