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第３回日本静脈経腸栄養学会
中国支部学術集会開催にあたって

第３回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会　大会会長
山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学

坂井田　功

この度、第 3 回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会を歴史の町、下関市で開催さ
せていただくこととなりました。

平成 18 年から開始されました ｢栄養管理加算｣ をベースとして、本年 4 月から「栄養
サポートチーム加算」（新 NST 加算）がスタートしました。しかしこの新しいチーム加
算は、業務の 8 割以上を NST 業務に割く必要がある専従スタッフの問題など、これか
ら取得していこうとする施設にとって大きな壁となっていることも事実です。そこで本
学会におきましてシンポジウムのテーマに「栄養サポートチーム加算新設に対する取り
組み」として取り上げました。中国支部内の施設ですでに加算を取得している施設や取
り組みつつある施設の活動・体制作りについてお話しいただき、会員の皆様と一緒に話
し合いたいと思っております。この会の目的である NST 活動を浸透させ、医療の向上
と患者の福祉に貢献するため地域格差をなくしていくことの一助となればと願っており
ます。

また特別講演を、山口赤十字病院緩和ケア科、副院長の末永和之先生にお願いいたし
ましたところ、「いのちへの寄り添い～がんと緩和ケア～」と題して御講演いただけるこ
ととなりました。末永先生は山口県において、緩和ケア医療の指導的立場におられます。
若年者から高齢者までのがん患者さんにおいて、緩和ケアは病初期から考えていかなけ
ればなりません。会員の皆様の今後の実診療にきっと役立つお話が伺えるものと考えて
おります。

準備期間が短かったにもかかわらず 45 演題をいただきましたことを心より御礼申し上
げます。

古くは「源平合戦」「巌流島での決闘」など歴史あふれる関門海峡を一望する海峡メッ
セで、皆様の御来場を心よりお待ち申し上げます。
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交通のご案内
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会場のご案内

イベントホール
第１会場

ＤＳＡ１

ＳＳ

ＳＳ

国際貿易ビル

海峡ゆめタワー

座長受付
イベントホールロビー

クローク
イベントホールロビー

機器展示
ドリンクコーナー

4F
アリーナ

外
部
廊
下

EV

EV

EV

EV

ACMR EV
ホール

EV
ホール

TPS
PS

EPS

D
S

テラス

通路

倉庫

AC
MR

吹抜

吹抜

吹抜
国際会議場
第2会場

10Fロビー
座長受付

第一特別応接室 第二特別応接室
来賓控室 来賓控室10F

外
部
廊
下

EV

EV

EV

EV

ACMR EV
ホール

EV
ホール

TPS
PS

EPS

D
S

通路

パントリー

AC
MR

海峡ホール

901会議室

総合受付
PC受付

第3会場

９Fロビー
９Fロビー

学会本部

座長受付
９Fロビー

クローク
９Fロビー

9F

EV

EV

EV

EV
EV
ホール CMR

EV
ホール

TPS
PS

EPS

D
S

倉庫 湯沸
室

外部廊下 テラス

吹抜
バルコニー

第3会場

804会議室
世話人会

8F



-7-

参加者へのご案内

【学会参加証および参加費】
会員の方　　参加費　2,000 円
非会員の方　参加費　3,000 円
　当日、総合受付でお支払いのうえ、参加証に記名し掲示して入場ください。なお参加証の
再発行はいたしておりません。

【座長の先生へのお願い】
　座長の先生は、開始 15 分前までに各会場前の「座長受付」にお立ち寄り下さい。よろし
くお願いいたします。進行はすべて座長の先生方にお任せいたします。

【一般演題演者の先生へのお願い】
⑴　発表時間は 5 分、追加討論・質疑応答は 2 分です（時間厳守でお願いします）。
⑵　次演者は、前演者の講演開始と同時に次演者席に着席して下さい。
⑶　PC 発表

・ご発表は PC 発表のみとなります。スライド・ビデオでの発表はできません。
・ご発表データにつきましては、Windows MS Power Point 2000 以上で作成したスライ

ドファイルを、CD-R または USB フラッシュメモリーにてお持ち下さい。ただし、『動画』
を含む場合や『Macintosh』をご利用の方は、動作確認済みの PC 本体を、ご自身でお持
ち下さい。

・データ・PC 本体の受付は、9 階ロビーの PC 受付（総合受付となり）でお願いいたし
ます。受付にてデータの修正はできません。

・4 階イベントホールにてご発表頂く、「NST1」、「NST2」、「シンポジウム」でご発表の先
生方も大変申し訳ありませんが、9 階ロビーにて PC の受付（総合受付となり）をお願
いいたします。

・ご発表 60 分前（朝一番のセッションは 30 分前）までに、必ず受付をお済ませ下さい。
・総合受付にて参加登録をお済ませでない場合、PC 受付はできません。
・データ持込・PC 本体持込のいずれの場合でも、スライド送りの操作は、演題上のマウ

ス操作ボックスにて自身で操作していただきます（レーザーポインタもご用意しており
ます）。

・データの作成環境については以下をご参照下さい。
＊アプリケーション （Windows MS Power Point 2000 以上）
＊フォント（MS ゴシック・明朝、MSP ゴシック・明朝、Arial、Century、Century 

Gothic、Times New Roman）
＊お持ち込みのデータは、作成に使用されたパソコン以外でも必ず動作確認して下さい。

・PC 本体をお持ち込みの場合は、以下お気をつけ下さい。
＊各会場フロアーごとの PC 受付にて、必ず試写を行って下さい。
＊対応 OS は、Windows 2000 以上。
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＊会場でご用意する PC ケーブルコネクタ
の形状は、D-SUB mini 15pin（図参照）
です。この出力端子をもつパソコンを
ご用意いただくか、この形状に変換す
るコネクタを必要とする場合には、必
ずご持参下さい。

＊電源ケーブルはお忘れなくお持ち下さ
い。

【シンポジウム演者の先生へのお願い】
⑴　発表時間は 8 分です。すべての発表終了後、全体での討論（登壇）がございますので、

会場にて待機ください。事前打ち合わせはございませんのでご注意ください。
⑵　次演者は、前演者が講演開始と同時に次演者席に着席してください。
⑶　PC 発表（一般演題発表と同様）
⑷　大変申し訳ありませんが、PC 受付を 9 階にてお願いいたします。

【事務局】
〒 755-8505　山口県宇部市南小串 1-1-1
山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学
担当：内田　耕一
TEL：0836-22-2241　FAX：0836-22-2240
E-mail：eiyo2010@cc.yamaguchi-u.ac.jp

（図）
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日程表

第一会場
4F イベントホール

8F
804号室

8:55
9:00

10:03
10:10

11:40
12:00

12:45
13:05

13:25
13:30

14:20

9:35

開会の辞

第二会場
10F 国際会議場

12:00

12:45

14:45

15:27

15:55

16:30

第三会場
9F 海峡ホール

12:00

12:45

14:45

15:13

15:48

16:23閉会挨拶

その他  34～38
座長：武田　　茂

有冨　早苗

症例報告２  20～24
座長：飯田　　武

岡　　壽子

経口・静脈・経腸栄養2  29～33
座長：平良　明彦

川上　祐子

症例報告１  16～19
座長：三村　卓司

渡辺　　篤

経口・静脈・経腸栄養1  25～28
座長：板野　靖雄

大濱　　修

栄養評価・管理  10～15
座長：大谷　　順

遠藤　陽子

世話人会

総会

ランチョンセミナー1

肝硬変の栄養・QOL
アセスメントと栄養治療

クローン病の栄養療法と
生物学的製剤を中心とした
新規治療との接点

特別講演
いのちへの寄り添い
～がんと緩和ケア～

演者：末永　和之
座長：坂井田　功

演者：白木　　亮
座長：村上不二夫

共催：大塚製薬株式会社

座長：山下　智省
川口美喜子

ランチョンセミナー2

長期胃瘻栄養患者に
おける嘔吐および
下痢に対する対処法

ランチョンセミナー3

演者：平井　郁仁
座長：檜垣　真吾

共催：エーザイ株式会社

演者：堀内　　朗
座長：斎藤　　満

共催：味の素製薬株式会社

シンポジウム

「栄養サポートチーム加算   
      新設に対する取り組み」

S1～S7

NST1  01～05
座長：山代　　豊

寺本　房子

NST2  06～09
座長：足立　経一

坂本八千代

12:20

12:50





プログラム

特別講演
ランチョンセミナー
シンポジウム
一般演題
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❖ 特別講演

● 13：30 ～ 14：20　第一会場　アリーナ 4F　イベントホール
座長 ： 山口大学大学院医学系研究科　教授　坂井田　功

「いのちへの寄り添い～がんと緩和ケア～」
演者 ： 山口赤十字病院　副院長　緩和ケア科　末永　和之 

❖ ランチョンセミナー 1

● 12：00 ～ 12：45　第一会場　アリーナ 4F　イベントホール
座長：美祢市立美東病院　院長　村上不二夫

「肝硬変の栄養・QOL アセスメントと栄養治療」
演者：岐阜大学医学部附属病院　第 1 内科　臨床講師　白木　　亮

共催：大塚製薬株式会社

❖ ランチョンセミナー 2

● 12：00 ～ 12：45　第二会場　10F　国際会議場
座長：医療法人聖比留会　セントヒル病院　消化器科　主任部長　檜垣　真吾

「クローン病の栄養療法と
　　　　生物学的製剤を中心とした新規治療との接点」

演者：福岡大学筑紫病院　消化器内科　講師　平井　郁仁
共催：エーザイ株式会社

❖ ランチョンセミナー 3

● 12：00 ～ 12：45　第三会場　9F　海峡ホール
座長：綜合病院社会保険徳山中央病院　消化器内科　主任部長　斎藤　　満

「長期胃瘻栄養患者における嘔吐および下痢に対する対処法」
演者：伊南行政組合　昭和伊南総合病院　消化器病センター長　堀内　　朗

共催：味の素製薬株式会社
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❖ シンポジウム

● 10：10 ～ 11：40　第一会場　アリーナ４F　イベントホール
座長：社会保険　下関厚生病院　副院長　山下　智省

島根大学病院　臨床栄養部　　　　川口美喜子

「栄養サポートチーム加算新設に対する取り組み」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

S-1　栄養サポートチーム加算の算定と NST 改革～ミーティング、回診の役割と効率化～
独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター　NST
高橋　節，佐々木富貴子，岡本理恵，岡本英司

S-2　当院における栄養サポートチーム加算の算定の現状と問題点
山陰労災病院　NST
村上理絵，井上　浩，丹波亜友美，亀田さつき，山岡宮子，那須野邦彦，豊田暢彦

S-3　多施設 NST 教育認定施設による合同研修プログラムの試み
1 鳥取赤十字病院　外科，2 鳥取赤十字病院　栄養課，3 鳥取赤十字病院　検査部，
4 鳥取赤十字病院　薬剤部，5 鳥取赤十字病院　看護部，6 鳥取県立中央病院　内科，
7 津山中央病院　内科，7 津山中央病院　看護部，
9 津山中央病院　薬剤部，10 岡山療護センター　外科
山代　豊 1，福田節子 2，井上真穂 2，青木良太 3，野津陽子 3，大坪百合子 4，中原真理子 5，
楢崎晃史 6，平良明彦 7，坂出孝子 8，江草太郎 9，梶谷伸顕 10

S-4　栄養サポートチーム加算新設に対する取り組み 
川崎医科大学附属病院　NST
遠藤陽子，大隅麻絵，寺本房子，奥本かおり，水畑　忍，勝村登美子，岡　保夫，
川崎史子，平井敏弘

S-5　当院での栄養サポートチーム加算について
広島市立広島市民病院
原野雅生，横山しつよ，渡辺美和，辻　倫子，岸　仁子，兼丸恵子，田中美樹，田中千晶，
嶋村邦子，岩根弘栄，角　紀子，中村香里，岡崎美紀，宮本　将，竹本知子，山崎康司

S-6　栄養サポートチーム加算に向けた当院の取り組みと今後の課題
県立広島病院　NST　1 栄養管理科，2 消化器・乳腺・移植外科，3 看護部，4 薬剤科，
5 総合診療科，6 脳神経外科，7 歯科・口腔外科
伊藤圭子 1，眞次康弘 2，大原かおり 3，中田恭子 4，古川正愛 5，近藤　浩 6，延原　浩 7

S-7　当センターにおける栄養サポートチーム加算に対する取り組み
国立病院機構　関門医療センター　歯科口腔外科
石丸孝則



-14-

一般演題

● 9：00 ～ 10：03　第一会場　アリーナ 4F　イベントホール
NST1　01 ～ 05　　　　　　　　　　　　　　　　9：00 ～ 9：35

座長：鳥取赤十字病院　外科　　　　　　　　　　　　　　山代　　豊
川崎医療福祉大学　医療技術学部　臨床栄養学科　　寺本　房子

NST2　06 ～ 09　　　　　　　　　　　　　　　　9：35 ～ 10：03
座長：島根大学医学部　臨床看護学　　　　　　　　　　　足立　経一

岡山大学　臨床栄養部　　　　　　　　　　　　　　坂本八千代
　

● 14：45 ～ 16：30　第二会場　10F　国際会議場
栄養評価・管理　10 ～ 15　　　　　　　　　　　　14：45 ～ 15：27

座長：雲南総合病院　外科　　　　　　　　　　　　　　　大谷　　順
川崎医科大学　栄養部　　　　　　　　　　　　　　遠藤　陽子

症例報告 1　16 ～ 19　　　　　　　　　　　　　　15：27 ～ 15：55
座長：金田病院　外科　　　　　　　　　　　　　　　　　三村　卓司

広島市立安佐市民病院　薬剤部　　　　　　　　　　渡辺　　篤

症例報告 2　20 ～ 24　　　　　　　　　　　　　　15：55 ～ 16：30
座長：山口労災病院　消化器科　　　　　　　　　　　　　飯田　　武

広島大学　病院栄養管理部　　　　　　　　　　　　岡　　壽子
　

● 14：45 ～ 16：23　第三会場　9F　海峡ホール
経口・静脈・経腸栄養 1　25 ～ 28　　　　　　　　14：45 ～ 15：13

座長：岡山協立病院　内科　　　　　　　　　　　　　　　板野　靖雄
福山大学薬学部　医療薬学総合研究部門　　　　　　大濱　　修

経口・静脈・経腸栄養 2　29 ～ 33　　　　　　　　15：13 ～ 15：48
座長：津山中央病院　内科　　　　　　　　　　　　　　　平良　明彦

中国学園大学　現代生活学部　人間栄養学科　　　　川上　祐子

その他　34 ～ 38　　　　　　15：48 ～ 16：23
座長：山口大学大学院医学系研究科　消化器・腫瘍外科学　武田　　茂

山口大学医学部附属病院　栄養治療部　　　　　　　有冨　早苗

座長一覧表
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❖ 一般演題
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第一会場　アリーナ 4F　イベントホール
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

● NST1　9：00 ～ 9：35
座長：鳥取赤十字病院　外科　　　　　　　　　　　　　山代　　豊

川崎医療福祉大学　医療技術学部　臨床栄養学科　寺本　房子

01　後期高齢者のマラスムス型クワシオルコル患者を救命する
―チーム医療の恩恵―
島根県済生会　江津総合病院　内科
門脇秀和

02　嚥下むせ外来の開設と VF 検査の位置づけ
医療法人生山会　齋木病院　NST　1 嚥下むせ外来，2 看護師，3 栄養課，4 放射線科，5 内科
林　美佳 1，西本佳津枝 2，藤山明三 4，尾尻一洋 4，山本清春 4

末富まゆき 2，森清尚子 3，宇野厚子 3，増野恵美子 2，齋木泰彦 5

03　頸部膿瘍術後の嚥下障害に摂食嚥下チームが介入した症例
～栄養管理について考える～
1 山口大学医学部附属病院　栄養治療部，2 山口大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科，
3 山口大学医学部附属病院　歯科口腔外科，4 山口大学医学部附属病院　看護部，
5 山口大学医学部附属病院　リハビリテーション部
藤井愛子 1，米田妙子 1，山下昌子 1，有冨早苗 1，金川英寿 2，中本哲也 2，原　浩貴 2，
加藤芳明 3，中野旬之 3，清水香織 3，中村由子 4，金井良恵 5

04　精神科における摂食嚥下機能実態調査の方法と結果における一考
医療法人愛命会　泉原病院　NST
寺田和子，　丹山　桂，小澤政夫，柳由美子，山田光子，村川明子，
池辺美智子，諸橋知子，針間美保，武藤多鶴子，福永万由美，林　亜矢，
榎本ナツ子，牧野正直

05　精神科病院における嚥下障害と栄養管理のかかわりについて
医療法人大林会　福山仁風荘病院
大村美弥子，河内規希，徳永貴美枝，小川千鶴，村尾美樹，増山和彦

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

● NST2　9：35 ～ 10：03
座長：島根大学医学部　臨床看護学　足立　経一

岡山大学　臨床栄養部　　　　坂本八千代

06　胃瘻造設の地域連携
社会医療法人　金田病院　外科
三村卓司
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07　当院における NST 活動の現状と課題
独立行政法人国立病院機構　米子医療センター　NST
藤原朝子，頼田孝男，久光和則，森　有紀，水谷ふみ江，戸野佳子，熊谷春美，
普家由香理，西井千恵，石川由美子，守谷梨絵，高橋洋恵，細田公子，雑賀　亨，
古志知春，面谷好美，細田弓江，景山早苗，金明亜祐美

08　当院 NST アウトカムと栄養学的予後指数（PNI）の検討
財団法人津山慈風会　津山中央病院　1 薬剤部，2 同臨床検査部，3 同看護部，4 同外科，5 同内科
江草太郎 1，平良明彦 5，梅田明和 2，坂出孝子 3，近藤祥代 1，松村年久 4

09　当院の NST 活動状況と NST サポートチーム加算導入への取り組み
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター
1 栄養管理室，2 神経内科，3 小児外科，4 呼吸器外科，5 外科
坪井和美 1，濱田佳奈 1，細川　優 1，鳥居　剛 2，北山保博 3，山下芳典 4，富永春海 5

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第二会場　10F　国際会議場
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●栄養評価・管理　14：45 ～ 15：27
座長：雲南総合病院　外科　　大谷　　順

川崎医科大学　栄養部　遠藤　陽子

10　後期高齢者のマラスムス型クワシオルコル患者を救命する
―Safety Refeeding Index の提案―
島根県済生会　江津総合病院　内科
門脇秀和

11　DirectPEJ で、慢性腎不全に伴う栄養不良から脱却できた 1 例
公立雲南総合病院
遠藤健史，福間睦美，大谷　順

12　電子カルテと連携した NST システムの構築
広島赤十字・原爆病院　NST システムプロジェクトチーム　
山根那由可，斎藤裕美，松本小百合，岡村好美，橋本義昭，土井憲吾，樫本孝司，
古田小百合，丹生希代美，松山　歩，隅田昌之

13　栄養アセスメントとしての TIBC の有用性の検討
社会保険　下関厚生病院　1 検査部，2 消化器内科，3 栄養治療部，4 薬剤部，5 看護部，
清木雅一 1，山下智省 2，福田裕子 3，竹村有美 4，山本多加世 5

14　人工関節センターにおける NST の取り組み
山口県立総合医療センター　NST　看護部・検査部・栄養管理部　
永田理恵，中村房江，室谷里見，伊藤裕子

15　グルタミン、アルギニン混合剤による褥創治療効果の検証
医療法人茜会　昭和病院
秋山優太，藤原弘一，奥園裕美子，吉水一郎
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●症例報告 1　15：27 ～ 15：55
座長：金田病院　外科　　　　　　　　三村　卓司

広島市立安佐市民病院　薬剤部　渡辺　　篤

16　マラスムス患者の重症な病態に管理栄養士が挑む
島根県済生会　江津総合病院　1 栄養科，2 内科
中村睦美 1，門脇秀和 2

17　後期高齢者の高度栄養不良患者に対する管理栄養士のアプローチ
島根県済生会　江津総合病院　1 栄養科，2 内科
川上久美子 1，久城有加 1，中村睦美 1，門脇秀和 2

18　肥満・糖尿病を伴う肝硬変患者の S 状結腸癌穿孔術後低栄養に対し
NST 介入により栄養改善を得た 1 症例
山口労災病院　1NST，2 薬剤部，3 消化器科，4 看護部，5 栄養管理室，6 検査科，
7 リハビリテーション科
小川丈彦 1・2，飯田　武 1・3，沖田由美 1・4，内山啓子 1・4，蔵田明日香 1・4，
豊岡優子 1・5，玉木聡子 1・5，勝原優子 1・5，杉野香代子 1・6，大神千鶴 1・6，
矢木田早苗 1・7，黒川典枝 1・3

19　投薬や病棟環境を見直し食事摂取量、ADL の改善を認めた胃切除後の 1 症例
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター
1 リハビリテーション科，2 呼吸器外科
吉川幸織 1，松川陽平 1，高橋雄介 1，山下芳典 2

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●症例報告 2　15：55 ～ 16：30
座長：山口労災病院　消化器科　　飯田　　武

広島大学　病院栄養管理部　岡　　壽子

20　長期 PPN 中に巨赤芽球性貧血をきたした 1 症例
山口労災病院　1NST，2 検査科，3 消化器科，4 看護部，5 薬剤部，6 栄養管理部，
7 リハビリテーション科
杉野香代子 1・2，飯田　武 1・3，大神千鶴 1・2，沖田由美 1・4，蔵田明日香 1・4，小川丈彦 1・5，
勝原優子 1・6，豊岡優子 1・6，玉木聡美 1・6，矢木田早苗 1・7，黒川典枝 1・3

21　NST サポートにより栄養改善が見られたクローン病患者の一例
川崎医科大学附属病院　1 看護部，2 栄養部，3 薬剤部，4 食道胃腸内科，5 消化器外科
島　裕子 1，奥本かおり 1，水畑　忍 1，遠藤陽子 2，勝村登美子 3，石井　学 4，平井敏弘 5

22　左視床出血により嚥下障害を合併した BMI46.0 の高度肥満患者に対して
NST 介入を行なった 1 例
JA 尾道総合病院　1 栄養科，2 看護科，3 薬剤部，4 臨床検査科，5 リハビリテーション科，6 内科
波止元裕美 1，金子美樹 1，赤毛弘子 1，越智せりか 1，山本智恵 1，貝原恵子 2，
久保幸江 2，松谷郁美 3，佐々木恵子 4，吉廣一寿 4，山根利予子 5，中司博士 5，
江﨑　隆 6，小野川靖二 6



-18-

23　全身管理の必要な高度栄養障害患者に NST サポートを行った例
川崎医科大学附属病院　1 栄養部，2 看護部，3 消化器外科
大隅麻絵 1，遠藤陽子 1，寺本房子 1，神原志保子 2，平井敏弘 3

24　濃厚流動食併用の栄養サポートにて放射線治療を支持し得た膵癌の 1 例
川崎医科大学附属病院　1 栄養部，2 肝胆膵内科，3 看護部，4 消化器外科
鈴木淑子 1，河瀬智哉 2，寺本房子 1，遠藤陽子 1，高杉栄子 3，平井敏弘 4

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第三会場　9F　海峡ホール
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●経口・静脈・経腸栄養 1　14：45 ～ 15：13
座長：岡山協立病院　内科　　　　　　　　　　板野　靖雄

福山大学薬学部　医療薬学総合研究部門　大濱　　修

25　PEG 施行困難症例に対する消化管アクセス―PTEG 普及のために―
山陰労災病院　外科
豊田暢彦，松岡佑樹，福田健治，野坂仁愛，鎌迫　陽，谷田　理

26　経皮経食道胃管挿入術（PTEG）を施行した 2 例
1 山口大大学院医学系研究科　消化器病態内科学，2 社団成蹊会　岡田病院
岡本健志 1，岡　和則 2，坂井田　功 1，村田武穂 2

27　肝硬変症患者に対する亜鉛含有分岐鎖アミノ酸製剤投与による
血清亜鉛濃度、栄養状態改善効果の検討
1 美祢市立美東病院　内科，2 美祢市立美東病院　NST 委員会，
3 山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学
柴田大明 1・2，日高　勲 3，永江　彩 2，岡成冨美江 2，村上泰昭 1・2，山下裕章 1，
江口麻衣 2，濱田聖子 2，斎藤美知代 2，村上不二夫 1，坂井田　功 3

28　肝硬変患者における分岐鎖アミノ酸製剤による栄養療法の検討
山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学　　
土屋昌子，山﨑隆弘，寺井崇二，坂井田　功

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●経口・静脈・経腸栄養 2　15：13 ～ 15：48
座長：津山中央病院　内科　　　　　　　　　　　　平良　明彦

中国学園大学　現代生活学部　人間栄養学科　川上　祐子

29　高齢者胃瘻患者における半固形化栄養剤の有用性に関する検討
島根大学医学部附属病院　1 臨床栄養部，2 出雲市総合医療センター　
足立経一 1，角亜沙子 1，成相由紀子 1，原　明宏 1，端本洋子 1，藤井晴美 1，川口美喜子 1，雫　稔弘 2
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30　液体経腸栄養剤のとろみ調整食品を用いた半固形化の検討
県立広島大学　人間文化学部健康科学科
瀬尾洋介，山賀華奈子，河本　彩，栢下　淳

31　市販半固形化栄養剤の粘度評価における簡易粘度評価法（同心円法）の有用性の検討
社会保険　下関厚生病院　NST
竹村有美，山下智省，松永佳恵，清木雅一，山本多加世，福田裕子

32　ワルファリンによる抗凝固療法中の経腸栄養管理
笠岡市立市民病院
内田吏栄，新谷憲治，山﨑一恵，釆女ひろみ，片山佳香，髙橋佐百合，小栗栖和郎

33　腸瘻チューブ内の細菌汚染に対する酢水充填効果と下痢との関係
山口大学医学部附属病院　1 看護部，2 第 2 外科，3 薬剤部
山崎香子 1，丸田順子 1，竹本　豊 1，河内真代 1，岡手久子 1，一坪彩子 1，高橋早紀 1，武田　茂 2，
尾家重治 3

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●その他　15：48 ～ 16：23
座長：山口大学大学院医学系研究科　消化器・腫瘍外科学　武田　　茂

山口大学医学部附属病院　栄養治療部　　　　　　　有冨　早苗

34　胃および大腸がん患者の術前栄養状態が術後合併症に及ぼす影響についての検討
鳥取県立厚生病院　1 内科，2 消化器外科　
佐藤　徹 1，岸　清志 2

35　経管栄養患者の栄養管理における地域連携を考える
岡山協立病院・NST 委員会　1 内科医，2 管理栄養士，3 看護師
板野靖雄 1，中島知恵美 2，笠原ゆかり 3

36　胃ろう造設を行った甲状腺癌症例の検討
あかね会　土谷総合病院　1 外科，2 消化器内科，3 看護部，4 薬剤部
矢野将嗣 1，杉野圭三 1，西原雅浩 1，川崎由香里 1，平田文宏 1，土肥雪彦 1，甲斐広久 2，
松坂愛弓 3，亀井久美子 3，井上智博 4

37　心臓疾患手術後に摂食・嚥下障害を呈した患者の栄養管理
福山循環器病院　栄養管理課　リハビリテーション課
岡田絵里，岡本光代，田上睦美，木原知子，村上浩子，大浦啓輔，越智裕介

38　肝細胞癌合併肝硬変患者における栄養状態の評価
1 山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学，2 宇部興産中央病院　内科
在津潤一 1，播磨陽平 2，浦田洋平 1，土屋昌子 1，内田耕一 1，寺井崇二 1，山﨑隆弘 1，坂井田　功 1
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抄　　録

特別講演
シンポジウム
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❖ 特別講演

いのちへの寄り添い～がんと緩和ケア～

山口赤十字病院　副院長　緩和ケア科　末永　和之 

多くの人びとが生命を脅かす疾患に直面したとき、患者さんもご家族も同じ苦しみに見舞われます。特にがんと
診断されたときから、患者さんもご家族も心はゆらぎの連続です。がんの進行や再発の不安を抱えながら、希望を
見いだしたいと思いながら、日々の療養を続けておられます。
身体的な苦しみがあると希望は見いだされなくなります。また、ご家族のこと経済的なことにも思い悩まれます。

ご家族もその苦しみは同じなのです。治ってほしい、元気でいてほしいと願い続けられます。
そして、スピリチュアル、魂のさけびがいつも不安となって頭をもたげてきます。いつまで生きられるのだろう

かという将来への希望が見いだせなくなり、愛する家族や人生をともに歩んだ人と別れなければならないという不
安、そして自分で自分のことができなくなり、この世にいただいた「いのちの存在」そのものに向きあわざるをえ
なくなります。
その時私たちは何ができるのでしょうか。悩まれ苦しみにある患者さんやご家族の方の足下にそっと灯りをかざ

すことではないでしょうか。温かい心の通い合いであり、患者さんとご家族の不安に寄り添い、薄明るい歩むべき
道筋が見えてくるように傍らに立つことではないでしょうか。ホスピスは悪くて、だめだから行く最後の場ではなく、
その瞬間までより良く生きる場であり、患者さんとご家族を支え、橋渡しをする場であると思います。
辛さを受け入れていくことはとても時間がかかります。一つ一つの希望が少しずつ削ぎ落とされていきます。こ

れを自分で受け止めて行くにはとても時間がかかります。受け入れられなく、諦めになっていくことも多くあります。
患者さんの苦しみに寄り添われるご家族には共に過ごす時間と空間がとても大切な場になるのです。ご家族の悲嘆
が大きくならないように患者さんとご家族のこころの架け橋がとても大切だと思います。
そして、ホスピスの場は患者さんがその瞬間まで生ききられ、寄り添われる家族はそのいのちを通じて生きると

いうことを考え、乗り越えて、いただいた自らのいのちを生きるということを学ばれる場だと思います。そして、
患者さんやご家族が辛いときに辛いと言え、孤独にしないように寄り添って行くことが問われていると思います。
その瞬間まで自分のいただいた人生に意味を見いだされ、納得できるように、また安心して後に託すことができる
ような寄り添いと架け橋を大切にした、そのようなホスピスでありたいと思います。

■プロフィール

末永　和之（すえなが・かずゆき）　医師（山口赤十字病院　副院長　緩和ケア科）
1947 年生まれ。78 年鳥取大学大学院医学研究科修了。79 年より、綜合病院山口赤十字病院内科勤務。1990
年一人のがん患者との出会いをきっかけにホスピスに取り組む。現在、日本緩和医療学会暫定指導医、NPO
日本ホスピス緩和ケア協会常任理事、日本緩和医療学会代議員、日本死の臨床研究会世話人代表。著書に『ゆ
うにゆうにまあるくまあるく』（木星舎）『いのちの響̶ホスピスの春夏秋冬』（青海社）などがある。1979
年鳥取大学医学部研究業績表彰（第 5回下田光造記念賞）受賞、2010 年第 38 回山口県医療功労賞受賞。
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S-1
栄養サポートチーム加算の算定とNST改革～ミーティング、回診の役割と効率化～

独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター　NST
高橋　節，佐々木富貴子，岡本理恵，岡本英司

2010 年 6 月に NST専従看護師一名が配属され、栄養サポートチーム加算の算定が当院でも可能になった。これを
期にミーティングと回診の役割を整理し、NST改革を行っている。
ミーティング : 回診の報告と問題点の検討、NST介入の有無の検討を主に行っている。従来は週一回、午後 5時か
ら行っていたが、毎週水曜日の午後 1時から 30 分程度なるべく短時間で行うようにした。
回診 : ミーティングで指摘された症例を回診し、各症例の詳細な検討はまず回診で行うこととした。回診チームは
NSTの中から医師、看護師、管理栄養士、薬剤師を含めて 7名とし、月曜日の午前と午後の 2回行っている。必要
に応じて主治医や担当看護師などが参加している。
ミーティング、回診の役割を整理し、回診症例の病態把握を事前に行うことによって効率化が可能であった。今後
はNST専従看護師の活動によってNST介入症例の増加が見込まれる。

❖ シンポジウム

S-2
当院における栄養サポートチーム加算の算定の現状と問題点

山陰労災病院　NST
村上理絵，井上　浩，丹波亜友美，亀田さつき，山岡宮子，那須野邦彦，豊田暢彦

栄養サポートチーム加算が平成 22 年 4 月より新設され、当院では施設基準の算定要件を満たしており、専従者を管
理栄養士としNSTを中心に栄養サポートチーム加算の算定へ向けて始動した。本年 3月までの現状としてNSTで
は①NST依頼のあった患者、②入院時 SGA評価により栄養サポートが必要とされる患者、③過去 1週間の検査で
Alb 値が 3.0g/dl 以下の患者を対象に毎週NST回診とNSTカンファレンスを行っていた。しかし算定するにあたり
様々な問題点に見まわれた。NST回診とカンファレンスをしても効果の出ない患者に容易に算定してもよいのか、
意識レベルの低い対象患者に対する説明方法や主治医からの理解と協力など様々な問題点が出てきたが、1つ 1 つ
問題を解決しこの度算定するに至った。10 月より件数は少ないが算定を始めており、当院での栄養サポートチーム
加算に関する現状の活動と問題点について報告する。
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S-4
栄養サポートチーム加算新設に対する取り組み 

川崎医科大学附属病院　NST
遠藤陽子，大隅麻絵，寺本房子，奥本かおり，水畑　忍，勝村登美子，岡　保夫，川崎史子，平井敏弘

【目的】当院では、本年 5月よりNST加算の算定を開始した。所定のNST研修を終了した医師、管理栄養士、看護
師、薬剤師の 4職種各部署よりメンバーを選定し、専従者を管理栄養士とし加算申請をおこなった。これらの取り
組みと課題について報告する。
【方法】4 月に、加算に必要な項目を電子カルテへ追加し、電子カルテ入力によりNST依頼が可能となるよう整備
した。5月から 10 月の NSTサポート患者について算定状況を調査した。
【結果】算定患者数は 5月 12 ± 2.8 名 / 週、10 月 21 ± 0.8 名 / 週と増加した。「栄養管理計画書」を患者や家族に説
明し、すべての患者より同意を得ることができた。NST終了患者へおこなった報告は、6月は 14 名中 5名の患者へ
報告ができなかったが、病棟と連携することで 9月は 24 名中 3名と減少した。
【考察】消化器センター中心の回診を、すべての診療科で行うことで、院内全体へ浸透し、NST依頼が徐々に増加
した。しかし、退院・転院先への連携は不十分であった。

S-3
多施設NST教育認定施設による合同研修プログラムの試み
1 鳥取赤十字病院　外科，2 鳥取赤十字病院　栄養課，3 鳥取赤十字病院　検査部，4 鳥取赤十字病院　薬剤部，
5 鳥取赤十字病院　看護部，6 鳥取県立中央病院　内科，7 津山中央病院　内科，8 津山中央病院　看護部，
9 津山中央病院　薬剤部，10 岡山療護センター　外科
山代　豊 1，福田節子 2，井上真穂 2，青木良太 3，野津陽子 3，大坪百合子 4，中原真理子 5，
楢崎晃史 6，平良明彦 7，坂出孝子 8，江草太郎 9，梶谷伸顕 10

 
JSPEN は「NST専門療法士」の資格認定のために認定教育施設において 40 時間の研修を行うことを求めている。
平成 22 年の診療報酬改正では「栄養サポートチーム（NST）加算」が新設されたが、算定するための基準として専
従・専任者の選定が必要だが、医師以外の専従・専任者は JSPENの定める 40 時間の研修を修了していることが必
要となる。しかし一般病院では教育スタッフや教育体制を整えることは困難であり、日常業務を行いながら研修を
一度に受け入れることは不可能な状態である。出来るだけ多くの研修生を受け入れ一人でも多くのNST専門療法士
の資格取得者が出来るように今回多施設NST教育認定施設による合同研修プログラムを開催することとした。今回
プログラムの応募者約 40 名を対象に、まず 16 時間の合同合宿を開催した。本年度中の 40 時間修了を目指して現在
プログラムを実行中である。今回の試みにつき報告する。
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S-5
当院での栄養サポートチーム加算について

広島市立広島市民病院
原野雅生，横山しつよ，渡辺美和，辻　倫子，岸　仁子，兼丸恵子，田中美樹，田中千晶，
嶋村邦子，岩根弘栄，角　紀子，中村香里，岡崎美紀，宮本　将，竹本知子，山崎康司

当院は、広島市の中心部に位置する 28 診療科 743 床の急性期病院であり、平成 16 年 10 月より全病院型のNST活
動を行っている。
平成 22 年度診療報酬改訂で新設された栄養サポートチーム加算については、4月より開始しているが、導入後 6ヶ
月で、のべラウンド件数 296 件中 254 件の加算を行っている。これまでの栄養管理加算に加え、実際のNSTラウン
ド（活動）に対する直接的評価として歓迎する一方で、今後の実績が栄養サポートチーム加算や、栄養管理加算の
行方に直結するものであると自覚している。施設基準、算定要件を満たすことはもとより、専従管理栄養士を中心に、
NSTラウンド対象とはなっていない喫食不良患者への病床訪問や、対象患者の退院・転院時診療情報提供書の作成
など、院内外へ裾野を広げる活動を行っている。当院での活動の現況と、問題点を報告する。

S-6
栄養サポートチーム加算に向けた当院の取り組みと今後の課題

県立広島病院　NST　1 栄養管理科，2 消化器・乳腺・移植外科，3 看護部，4 薬剤科，
5 総合診療科，6 脳神経外科，7 歯科・口腔外科
伊藤圭子 1，眞次康弘 2，大原かおり 3，中田恭子 4，　　
古川正愛 5，近藤　浩 6，延原　浩 7

【目的】当院NSTは平成 22 年 4 月から加算算定を行っている。加算に向けて施設基準に沿ったチーム再編成や文書・
記録の電子化など運用の見直しや教育認定施設として研修を行った。当院NSTの加算算定への取り組みと現状およ
び今後の課題について報告する。
【内容】NSTは、専従 : 管理栄養士 1名、専任 : 医師 3名・看護師 1名・薬剤師 2名、その他 : 歯科医師 1名・ST2 名・
検査技師 3名で構成され担当者が週 1回カンファレンス回診に参加。
【結果】平成 22 年 4 月から 10 月まで 29 回の回診を行い介入人数 182 名・延人数 786 名で 1 回当たりの平均人数は
27.9 人（急性期 13.1 人・慢性期 5.7 人・摂食嚥下障害 9.1 人）加算算定率は 94%
【考察】開始にあたり回診方法を見直し各病棟の役割を明確にしたことで運用もスムーズとなったが、文書作成など
に時間を要している。今後は事務処理の業務改善を図るとともに診療科や他チームとの連携を強化していく必要が
ある。
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S-7
当センターにおける栄養サポートチーム加算に対する取り組み

国立病院機構　関門医療センター　歯科口腔外科
石丸孝則

本年 4月より、栄養管理に関しては、PPM方式（持ち寄りパーティ方式）の栄養管理加算に加えて、専従者・専任
者を置く栄養サポートチーム（NST）加算が新設された。当センターでは、PPM方式のNST活動を行っていたが、
NST加算の算定要件を満たすべく、栄養管理研修終了者の中から、管理栄養士一人を専従者に充て、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師を専任者とした。
毎週火曜日午後は症例カンファレンスと回診を行い、加算対象患者は月平均のべ 42 症例であった。保険算定では月
平均 8400 点となった。専従者および 3人以上の専任者を配置したにしては総点数は低かった。算定基準によれば、
最大で月平均のべ 120 症例、24000 点までとなり、目に見えるメリットはないが、病院全体の診療レベルの向上や、
在院期間短縮等に貢献している可能性もある。今後も、現体制は続けていくが、検証や存続する上での知恵が必要
のように思われる。



抄　　録
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01

後期高齢者のマラスムス型クワシオルコル患者を救命する―チーム医療の恩恵―

島根県済生会　江津総合病院　内科
門脇秀和

【目的・方法】NSTが有用であることを証明する。対象は後期高齢患者、低栄養状態で感染症を発症した症例（平
均 87.1 歳）。臨床背景をそろえた①主治医治療群（54 例、以下Dr 群）と②NST医療群（57 例、以下Team群）で、
欠食日数、在院日数、退院先および退院後 3か月予後を調査・検討。
【結果】平均在院日数はDr 群と Team群で 70.1 日と 14.9 日。退院先は在宅 11 例と 18 例、施設及び療養病床は 22
例と 36 例、死亡退院は 21 例と 3例。退院後 3か月予後はDr 群 33 例、Team群 54 例で集計。在宅は 9例と 16 例、
施設及び療養病床は 16 例と 33 例、死亡は 8例と 5例。臨床経過に差を与えた因子の 1つは栄養開始時期。Dr 群と
Team群で 16.3 日と 2.28 日。（以上 P<0.0001）
【考察および結論】Dr 群では、栄養療法開始時期が遅く、経鼻胃管を用いて早期経腸栄養療法にこだわる姿勢を示
していない。家族に十分な説明の上、経鼻胃管を用いて早期経腸栄養にこだわることが望ましい。チームで実践す
る栄養療法の重要性を示した。

❖ NST1

02

嚥下むせ外来の開設とVF検査の位置づけ

医療法人生山会　齋木病院　NST　1 嚥下むせ外来，2 看護部，3 栄養課，4 放射線科，5 内科
林　美佳 1，西本佳津枝 2，藤山明三 4，尾尻一洋 4，山本清春 4

末富まゆき 2，森清尚子 3，宇野厚子 3，増野恵美子 2，齋木泰彦 5

【はじめに】当院は平成 20 年 JSPEN稼動施設認定。ベッドサイドでの嚥下機能評価に加えて平成 20 年 2 月に嚥下
むせ外来開設。
【目的】経口摂取困難・絶食患者への栄養ルート決定。
【結果】平成 20 年 2 月より平成 22 年 10 月に VF件数 118 症例。病態内訳（脳血管障害 13 件、肺炎 77 件、その他
28 件。）嚥下動態・栄養ルート決定明確化のためVF grade stage 設定。経口摂取可能か否か中心とした評価（A経
口摂取可能B食物形態変更で摂取可能C摂取困難D再検査必要、嚥下機能別分類とし誤嚥を中心とした評価（1全
ての食形態で誤嚥 2一部の食形態で誤嚥 3誤嚥は認めないが高誤嚥リスク 4誤嚥は認めないがわずかな誤嚥リスク
5正常能力）。118 症例中大半を占める肺炎群 77 症例のうち正常（A）を除いた B、C群 68 症例、正常能力（5）を
除いた 1～ 4群が 69 症例にみられ、肺炎群と嚥下機能低下との関連性が強く示唆された。
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03

頸部膿瘍術後の嚥下障害に摂食嚥下チームが介入した症例～栄養管理について考える～
1 山口大学医学部附属病院　栄養治療部，2 山口大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科，
3 山口大学医学部附属病院　歯科口腔外科，4 山口大学医学部附属病院　看護部，
5 山口大学医学部附属病院　リハビリテーション部
藤井愛子 1，米田妙子 1，山下昌子 1，有冨早苗 1，金川英寿 2，中本哲也 2，原　浩貴 2，
加藤芳明 3，中野旬之 3，清水香織 3，中村由子 4，金井良恵 5

【症例】66 歳、女性、頸部膿瘍切開排膿術後。約 1ヵ月間の経腸栄養管理の後、VE下の嚥下評価で、唾液の貯留、
訓練ゼリーの梨状窩での停滞、咳嗽反射の低下などがみられたため、経口摂取への移行を検討するため、摂食嚥下チー
ムに紹介となった。
【経過】介入当初のVE所見では、中～下咽頭に泡沫状の唾液が多量に付着していたため、水分不足を疑い、注入時
に白湯を追加することで改善された。喉頭挙上不良、食道入口部開大不全を改善するため、メンデルゾン手技やバルー
ン拡張法などの間接訓練から開始。回診毎にVE下で評価し、ゼリー、ペースト、刻みあんかけと食事形態を徐々
にあげることができた。このとき、栄養量の不足が起こらないように、ゼリー、濃厚流動食を適宜併用した。
【考察】摂食嚥下チームにおいて、嚥下訓練に適した食事形態を提供することはもちろん、栄養状態を把握し、必要
栄養量を充足させることも、管理栄養士の重要な役割であると考える。

04

精神科における摂食嚥下機能実態調査の方法と結果における一考

医療法人愛命会　泉原病院　NST
寺田和子，　丹山　桂，小澤政夫，柳由美子，山田光子，村川明子，
池辺美智子，諸橋知子，針間美保，武藤多鶴子，福永万由美，林　亜矢，
榎本ナツ子，牧野正直

【目的】精神科病棟と認知症病棟を併せ持つ当院にて患者の嚥下機能の低下の原因を調査するにあたり評価シートを
作成して調査を行ったので報告する。
【対象ならびに方法】患者の食事形態が常食（普通食）以外へ変更された理由の中に嚥下機能に関わる問題があると
考え、聖隷浜松病院NST運営委員会考案の「食欲不振診断チャート」を参考に問題点の検討ができるように評価シー
トを考案した。評価項目の中に精神状態に関わるものを加え、4つの項目で評価した。
【結果】食事形態が常食以外へ変更された患者は、認知症病棟の 89.5%、精神科病棟の 36.1% を占めていた。精神科
病棟にあっては、51.6% と病床の半数を占める病棟があった。食事形態の変更理由から嚥下機能の低下の実態が把
握され、精神科病棟と認知症病棟のそれぞれの実態について検討した。
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精神科病院における嚥下障害と栄養管理のかかわりについて

医療法人大林会　福山仁風荘病院　
大村美弥子，河内規希，徳永貴美枝，小川千鶴，村尾美樹，増山和彦

【目的】精神疾患にて入院中で、嚥下性肺炎を生じた患者様を対象に咳テストを行い摂食・嚥下障害者に対し再発防
止と栄養管理につき検討を行った。
【対象】身体合併症病棟での加療を要した 36 名（男性 18 名　女性 18 名）平均年齢 71.4 歳を対象とした。
【方法】嚥下性肺炎と診断された患者様に対し精神・身体疾患の加療を行い、バイタルの安定化や炎症反応が陰転化
した時点で咳テストを行った。咳テストはオムロン社製NE-U22　超音波ネブライザーを用い、咳反応の有無を観察
し 5回以上 /分を陰性、4回以下 /分を陽性と判定した。
【結果】咳テスト陰性患者では、従来どうりの食事形態（常食・軟食）を提供した。咳テスト陽性患者には食事形態
を変更もしくは栄養補給ルートの変更を行った。嚥下性肺炎の原因は①抗精神薬の過鎮静によるもの②認知症や活
動性の低下（加齢）によるもの③不顕性誤嚥、肺炎によるものなどがあった。
【考察】咳テスト陽性者に対しては看護師はもとより歯科医、管理栄養士、薬剤師などが介入する事で、病態に適し
た食事形態や投与方法を検討でき、嚥下性肺炎の再発を防げた。
【結語】嚥下性肺炎を生じうる患者様においては、簡便な咳テストを施行する事によって、重篤な肺炎防止が出来、
病態にあった食事形態を提供する事ができると示唆された。
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当院におけるNST活動の現状と課題

独立行政法人国立病院機構　米子医療センター　NST
藤原朝子，頼田孝男，久光和則，森　有紀，水谷ふみ江，戸野佳子，熊谷春美，
普家由香理，西井千恵，石川由美子，守谷梨絵，高橋洋恵，細田公子，雑賀　亨，
古志知春，面谷好美，細田弓江，景山早苗，金明亜祐美

当院は平成 17 年 10 月より全科を対象にNSTを設立し活動開始したが、今後の活動方針の決定に必要な情報が蓄積
出来ていないという問題点があった。平成 21 年度より、依頼方法、回診対象者の年齢・診療科・疾患、血清アルブ
ミン値、回診開始理由、開始時の投与エネルギー量、回診終了理由を把握し、これらの情報から得られた課題から
今後の方針を改めて検討することとした。その中で回診開始時に投与量がBEEよりも少ないものに着目し調査した
ところ、食欲不振、嚥下障害、認知障害が主な原因であった。そこで平成 22 年度は食欲不振患者の食事対応を中心
に取り組みを開始した。現在のNST活動状況と今後の課題について報告する。

06

胃瘻造設の地域連携

社会医療法人　金田病院　外科
三村卓司　

栄養療法として経管栄養の有用性は定着し、栄養補給ルートとして胃瘻は重要なツールである。近年病院間の診療
連携が活発化し、当院での胃瘻造設手技や管理法が安定し、近隣施設間で胃瘻造設の連携が開始されてきた。現状
と今後を考察してみる。
症例のほとんどが経鼻経管栄養からの移行で、脳卒中後遺症の患者が多かった。胃瘻造設の適応判断、栄養アセス
メント、意向を確認し、術前検査として腹部ＣＴ検査を施行し、総合的に可否を判定している。造設前日に入院と
し翌日胃瘻造設、術後は当院のプロトコールに従い管理を行い、7日目で転院・退院としている。退院時には十分
な情報提供とフォローを可能な限り行い対応している。
また症例により嚥下機能評価を追加し、付加価値としてニーズに応えるようにしている。現時点では社会的ニーズ
で造設されるケースも有るが、今後適応を遵守しながら地域のニーズに応え、胃瘻造設の地域連携パスへとつなげ
たい。

❖ NST2
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当院NSTアウトカムと栄養学的予後指数（PNI）の検討

財団法人津山慈風会　津山中央病院　1 薬剤部，2 同臨床検査部，3 同看護部，4 同外科，5 同内科
江草太郎 1，平良明彦 5，梅田明和 2，坂出孝子 3，近藤祥代 1，松村年久 4

【はじめに】 NST紹介になる患者の多くは低栄養、低Alb、 低リンパ球血症となっている。今回我々はNST紹介になっ
た患者において血清Alb 及び PNI の検討を行なったので報告する。
【方法】2009 年 1 月から 2010 年 9 月末までに紹介があり、かつ退院した患者 161 名分の PNI を計算した。161 名を
死亡退院群、転院又は自宅退院群の 2群に分類し血性Alb 及び PNI との関連を検討した。
【結果】死亡患者の PNI は 26.09 ± 5.98、自宅退院及び転院患者の PNI は 30.50 ± 5.89 でこの差は有意（p<0.0001）
であった。PNI25 未満群と PNI25 以上群の比較では PNI25 未満群の死亡率が有意（p<0.0001）に高かった。
【考察】NST紹介時点で PNI 低値の患者は非常に予後が悪く、なすすべがないことが多々あった。入院時及び、再
評価でPNIを計算し、低下傾向を認めた場合は早期にNSTが介入するシステム作りが急務であることが示唆された。

09

当院のNST活動状況とNSTサポートチーム加算導入への取り組み

独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター
1 栄養管理室，2 神経内科，3 小児外科，4 呼吸器外科，5 外科
坪井和美 1，濱田佳奈 1，細川　優 1，　
鳥居　剛 2，北山保博 3，山下芳典 4，富永春海 5

当院では 2003 年に外科医長・小児外科医長・管理栄養士により栄養サポートチーム（以下NST）を設立し、院内
勉強会を開始した。翌年 4月からは全科型NSTとして稼働し、2005 年に日本静脈経腸栄養学会、2006 年に日本栄
養療法協議会よりNST稼働施設認定を受けた。現在、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、言語聴
覚士のスタッフが加わり活動を行っている。主な活動は、週 2回の症例検討及び回診の他、月 1回のNST委員会、
勉強会の開催、NSTリンクナースとのワーキンググループ活動などがあり、NST専門療法士実地修練施設としても
活動中である。2010 年度の診療報酬改定においては、NST加算が新設され、当院では 4月より申請した。その導入
にあたっては院内で幾度も話し合いを行い、運用においては試行錯誤する毎日である。今回、当院におけるNST活
動とNST加算導入に対する取り組みの現状について報告する。
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後期高齢者のマラスムス型クワシオルコル患者を救命する―Safety Refeeding Index の提案―

島根県済生会　江津総合病院　内科
門脇秀和

【目的・方法】後期高齢者、低栄養で感染症の患者 125 例（平均 87.1 歳）で、かかったRefeeding 日数に着目し、基
礎情報・データ等と検討した。栄養ルートは経口・経鼻・胃瘻に、基礎疾患は COPD・心不全・脳血管障害・認知
症に、病名は急性肺障害・DIC・肺炎・尿路感染に分類。
【結果】平均日数は男 6.8 日、女 4.4 日。経鼻、胃瘻と経口では 9.5 日、4.4 日と 4.5 日。慢性閉塞性肺疾患、急性肺障
害と播種性血管内凝固症の症例で延長。日数と相関したデータはAlb、 ChE と P（前述すべて p<0.0001）。上記より
Safety Refeeding index （以下、SRI と略）を算出。男性 SRIm=19.332-0.986 × Alb-0.022 × ChE-2.176 × P、 女性
SRIf=17.136-2.835 × Alb-0.005 × ChE-0.93 × P。さらに基礎疾患と病名に該当あれば（+1）、経鼻（+1）、経口ま
たは胃瘻（-1）。SRI が 7 以下の群の 90.0% で 7 日以内に Refeeding が完遂、10 より大きい群の 91.7% で 7 日よりか
かり、7より大きく 10 以下の群は境界症例。SRI は在院日数と退院 3ヶ月後の予後とも相関した（p<0.0001）。
【考察・結論】SRI が「Refeeding 日数の目安」、「予後推定因子」として機能する可能性がある。

❖ 栄養評価・管理

11

DirectPEJで、慢性腎不全に伴う栄養不良から脱却できた1例

公立雲南総合病院
遠藤健史，福間睦美，大谷　順

【症例】77 歳　女性。身長 141cm、体重 28kg
【既往歴】胃全摘、慢性腎不全、脳血管障害、認知機能障害
【経過】意識レベル低下、血圧低下で救急外来受診
入院時、慢性腎不全急性増悪の状態であった。膿腎を認め、穿刺及び抗生剤治療を行った。NSTによる栄養評価で、
マラスムスに合併したクワシオルコールと診断し、腎不全ではあったがNPC/N100 前後で栄養療法を開始した。
経過中、不穏で経鼻チューブ抜去が頻回であり、画像評価後Direct PEJ 施行。その後、4か月かけて病態に即した
ENを行い栄養状態、及び腎機能改善を認めた。認知症等の影響で摂食意欲がなく、HEN（1200kcal、prot27g、
NPC/N 250）で退院。
【結語】D-PEJ で侵襲期早期より安定した栄養療法を行うことができた。自験例においてD-PEJ は低侵襲であり確
実な経腸栄養アクセスを確保でき、結果的に異化亢進を防ぐことができた。



-36-

13

栄養アセスメントとしてのTIBCの有用性の検討

社会保険　下関厚生病院　1 検査部，2 消化器内科，3 栄養治療部，4 薬剤部，5 看護部，
清木雅一 1，山下智省 2，福田裕子 3，竹村有美 4，山本多加世 5

【目的】動的栄養指標である RTPは栄養治療効果を鋭敏に反映するが、検査コストが比較的高く、一般臨床では用
いにくい。そこで、トランスフェリン（以下TF）と同意義を有する総鉄結合能（TIBC）が栄養アセスメントの指
標として有用であるかを検討した。
【方法】①当院入院患者から無作為に抽出し、同時に採血・測定したTIBCと TFとを比較した。②CRP10mg/dl 以
上の入院患者におけるTIBCと Pre-ALBの経時的な測定値を比較した。
【結果】① TIBC と TF は良好な正の相関を示し（r=0.9987）、コストも TIBC の方が安価であった。② TIBC と
Pre-ALB は正の相関を示し（r=0.7880）、経時的な測定値の変動も良好に相関した（r=0.8419）が、乖離を示した症
例が 6%に認められた。またTIBC を測定することにより、対象患者の 91%を占める鉄欠乏症例を抽出することが
できた。
【考察】TIBC は TF及び Pre-ALB と良好な相関を示し、かつ安価に測定できることから、一般的な動的な栄養指
標として有用である。また、鉄欠乏を同時に評価できるという副次的な利点も有している。

12

電子カルテと連携したNSTシステムの構築

広島赤十字・原爆病院　NSTシステムプロジェクトチーム　
山根那由可，斎藤裕美，松本小百合，岡村好美，橋本義昭，土井憲吾，樫本孝司，
古田小百合，丹生希代美，松山　歩，隅田昌之

【はじめに】当院では、平成 22 年 9 月の電子カルテ更新に伴い、NSTデータの共有を図るためNSTシステムの導
入を検討し、電子カルテと連携したシステムを構築したので報告する。
【取り組み】NST委員の中からNSTシステムプロジェクトチームを立ち上げ、当院のNST運用に似合い、電子カ
ルテからも閲覧できるWEB管理が可能なシステムを選択。身長・体重・食事摂取状況・検査データ・薬剤情報は
電子カルテより情報を取得し、必要栄養量の自動計算とともに必要な情報を洗い出し、成人・小児の各シートを作成。
その他、嚥下機能評価や栄養指導記録等のシートも作成し、院内食事基準表やNSTマニュアルはTOP画面の掲示
板を利用し、栄養に関する情報が共有できるよう構築した。
【成果】電子カルテシステム上でNST の情報の共有化ができ、統計処理も可能となった。
【考察及び結論】業務の効率化を図るツールとして、今後もチーム医療の質の向上を目指す。
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人工関節センターにおけるNSTの取り組み

山口県立総合医療センター　NST　看護部・検査部・栄養管理部　
永田理恵，中村房江，室谷里見，伊藤裕子

【1. 目的】栄養は術後回復に影響する因子の一つである。人工関節センター開設を機に人工膝関節置換術（以下
TKA）・人工股関節置換術（以下THA）手術予定患者に対し、術後の早期回復を図るために術前から栄養の介入を行っ
た。その効果について明かにする。
【2. 方法】栄養介入前（平成 21 年）の TKA・THA手術を受けた患者 121 名（60 歳以上 83%）と栄養介入後（平
成 22 年 3 月～ 7月）の患者 42 名（60 歳以上 73%）のAlb 値と在院日数を比較・分析した。
【3. 結果】①Alb 値の伸び率はTKAでは介入前 1.21、後 1.31。THAでは介入前 1.32、後 1.38 で 0.06 ～ 0.1 の改善
がみられた。②在院日数はTKA2 日、THA5 日と短縮した。
【4. 結語】①術前から栄養介入することで、早期に低アルブミン状態から脱出でき、リハビリが進み在院日数の短
縮につながる。②術前からの栄養の予防的アプローチは、術後回復に効果がある。

15

グルタミン、アルギニン混合剤による褥創治療効果の検証

医療法人茜会　昭和病院
秋山優太，藤原弘一，奥園裕美子，吉水一郎

【はじめに】当院では褥創予防・治療として、エアマットの使用やストッキングの着用などを行っているが、今回、
栄養管理課からの新たな治療介入としてグルタミン、アルギニン混合剤の摂取が褥創治癒において効果的な影響を
与えるかを検証した。
【症例】褥創、皮膚疾患を持つ患者計 6名（対象選択は病棟スタッフの判断による）
【方法】グルタミン、アルギニン混合の栄養機能食品を経口及び経管で投与した。
【結果】① 6名中 3名に皮膚状態改善傾向② 6名中 4名にALB値改善傾向③ 1名が経口摂取可能となる（ADLの上
昇傾向）が見られた。
【考察】グルタミン、アルギニン混合剤投与から 1ヶ月後の血液検査では、全体的にALB値の上昇を示し、また、
半数の患者に褥創スコアの改善傾向が見られ、経管摂取から経口摂取が可能となった患者もいた。高齢入院患者に
おいて、グルタミン、アルギニン混合剤摂取により、褥創が改善される可能性が示唆された。
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後期高齢者の高度栄養不良患者に対する管理栄養士のアプローチ

島根県済生会　江津総合病院　1 栄養科，2 内科
川上久美子 1，久城有加 1，中村睦美 1，門脇秀和 2

【目的・方法】症例を振り返り、管理栄養士の視点で報告する。
【結果】症例はパーキンソン病を有する82歳男性。入院3カ月前まで独歩可能。食事摂取量減少に対し近医が往診し、
13kg 痩せた時点で当院紹介。入院時ADLはベッド上、BMI=11.7、Alb 2.7g/dl、P 1.7mg/dl。ビタミンと微量元素
を考慮しながら第 2病日より経鼻胃管にて Refeeding を開始、6回の変更を経て第 13 病日に必要量に達した。しか
し同日発熱、喀痰培養でMRSAと緑膿菌を検出、血小板が 30 万台から 8万台に下降、DIC と診断。Alb 2.0g/dl、 P 
0.9mg/dl と低下、集中治療にあたり栄養投与量を半減させた。第 20 病日に血小板は 18 万台に回復。7回の変更を
経て再度栄養必要量に達した。第 26 病日にはAlb 値 3.3g/dl、P 値 2.8mg/dl と回復、経口摂取直接訓練を開始し、
約 2週間で完全経口摂取へと移行した。
【考察および結論】栄養士は主たる病気の治療はできないが、炎症時であっても内因性エネルギー産生や栄養素の機
能などを勘案しつつ、栄養療法に関して提案できる面もある。

16

マラスムス患者の重症な病態に管理栄養士が挑む

島根県済生会　江津総合病院　1 栄養科，2 内科
中村睦美 1，門脇秀和 2

【目的・方法】重症肺炎で入院した患者への治療の提案が受け入れられ、奏功したので報告する。
【結果】症例は 87 歳男性。脳梗塞後遺症、ADL はベッド上・全介助。肺炎で入院。BMI=11.5、CRP 値 14.7、Alb
値 1.9g/dl、ChE 値 49IU/L。経鼻胃管からの早期経腸栄養療法とビタミン B1 の静脈投与を提案。入院翌日 300kcal
から漸増、7日間で 1200kcal（33kg × 25kcal × 1.4）まで増量し、CRP値 1.2、 Alb 値 2.2 まで改善した。後の 17 日
目に急変、間質性肺炎にともなう急性肺障害と診断。人工呼吸器が装着されたが、翌日から経腸栄養を再開。栄養
量を約半分に落とすこと、ステロイド投与に伴う血糖上昇に対するインスリン投与、ビタミン B1 と Pの投与など
を提案した。いずれの提案も受け入れられ、4日目には呼吸器管理から離脱、11 日間の集中管理を経て一般病室へ
退出。その後は家人の希望もあり「食べるための胃瘻」に移行できた。
【考察および結論】重症な状態の患者に、管理栄養士の提案した急性期の栄養療法が実践され、奏功した。
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肥満・糖尿病を伴う肝硬変患者のS状結腸癌穿孔術後低栄養に対し
NST介入により栄養改善を得た1症例

山口労災病院　1NST，2 薬剤部，3 消化器科，4 看護部，5 栄養管理室，6 検査科，7 リハビリテーション科
小川丈彦 1・2，飯田　武 1・3，沖田由美 1・4，内山啓子 1・4，蔵田明日香 1・4，
豊岡優子 1・5，玉木聡子 1・5，勝原優子 1・5，杉野香代子 1・6，大神千鶴 1・6，
矢木田早苗 1・7，黒川典枝 1・3

症例は 72 歳女性。C型肝硬変、糖尿病にて近医通院中だった。平成 21 年 8 月 11 日消化管穿孔にて緊急手術（S状
結腸切除、人工肛門造設、病理で S状結腸癌の診断）。術後創哆開の為、NPWT（陰圧閉鎖療法）システム用いた創
処置を施行。9月 11 日著しい低栄養に対する栄養療法目的にNST依頼（152cm　74.0kg　BMI：32.0　 ALB1.7g/
dL　ChE45 IU/L）。肥満・糖尿病にてカロリー制限の必要もあったが、低ALB血症、創傷治癒を考慮し、目標カ
ロリーを 1600kcal/ 日と設定。1300kcal 食に加えてアミノレバン ENⓇ400kcal を投与した。当初、栄養指標の改善
は得られなかったが、感染コントロールを行い、食事を 1500kcal に増量したところ、栄養指標は改善傾向を示した
（ALB2.4g/dL、ChE80 IU/L）。肥満・糖尿病を伴う肝硬変患者の S状結腸癌穿孔術後低栄養に対し、肝不全用経腸
栄養剤の投与や食事量のアップなど適切な栄養療法を行い、低栄養の改善が得られた。

19

投薬や病棟環境を見直し食事摂取量、ADLの改善を認めた胃切除後の1症例

独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　1 リハビリテーション科，2 呼吸器外科
吉川幸織 1，松川陽平 1，高橋雄介 1，山下芳典 2

【はじめに】高齢の胃癌術後の症例を通して他部門連携の必要性を考える。
【症例】84 歳男性。XX月 X日、幽門側胃切除術。術前ADL自立。入院時BMI22.3、Alb2.7。
【経過】術前RSST4 点（正常）。X+1 日立位困難。X+8 日吻合部造影は異常なし。VF施行、誤嚥ありTPNとなる。
X+20 日食事開始後発熱あり中止。X+22 日多職種カンファにて、1睡眠導入剤を服用し日中傾眠、2離床拒否、に
対し介入した。
【結果】睡眠薬を偽薬に変更し生活リズムを整えることで、1、2とも目標を達成。再カンファ時はADL改善、食事
形態も段階的に変更し栄養状態改善傾向となった。
【考察】一時的にTPNで管理したが、経管栄養に依存することなく、逆流やダンピングに留意しつつADL改善と
経口摂取量を増加させることができた。高齢者の術後患者においては、リハ以外にも多職種カンファで異なった観
点から改善点を見つけ介入することが大切である。
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❖ 症例報告2

20

長期PPN中に巨赤芽球性貧血をきたした1症例

山口労災病院　1NST，2 検査科，3 消化器科，4 看護部，5 薬剤部，6 栄養管理部，7 リハビリテーション科
杉野香代子 1・2，飯田　武 1・3，大神千鶴 1・2，沖田由美 1・4，蔵田明日香 1・4，小川丈彦 1・5，
勝原優子 1・6，豊岡優子 1・6，玉木聡美 1・6，矢木田早苗 1・7，黒川典枝 1・3

長期 PPN中にビタミン B12、葉酸の欠乏が原因で巨赤芽球性貧血を発症したと考えられる症例を経験したので報告
する。症例は 76 歳女性。平成 19 年 6 月頃から腰椎圧迫骨折をきっかけにベッド上生活となって食思低下。ほとん
ど経口摂取できなくなって 7/23 近医に入院、PPNが開始された（投与ビタミンはVitB1 のみ）。9月下旬から汎血
球減少がみられるようになり 10/11 にはWBC1820、RBC209 万、Hb6.5、PLT0.3 万。タール便も伴うようになり
10/12 当院入院。総合ビタミン剤を含む高カロリー輸液を開始したところ汎血球減少は改善し、入院時巨赤芽球様
細胞の増多がみられた骨髄所見は 10/23 にはほぼ正常像となった。入院時のVitB12、葉酸はそれぞれ 76pg/ml、0.7ng/
mlと低値であり巨赤芽球性貧血と診断した。長期静脈栄養を行う場合適切なビタミン投与にも留意する必要がある。

21

NSTサポートにより栄養改善が見られたクローン病患者の一例

川崎医科大学附属病院　1 看護部，2 栄養部，3 薬剤部，4 食道胃腸内科，5 消化器外科
島　裕子 1，奥本かおり 1，水畑　忍 1，遠藤陽子 2，勝村登美子 3，石井　学 4，平井敏弘 5

【目的】NST専任看護師として精神面でのサポートを行い、栄養療法を受け入れることができ良好な経過となった
症例を報告する。
【症例】17 歳、女性、大腸型クローン病が疑われ、6月 7日当院入院となった。
【経過】入院時 SGA評価は Cランク。身長 153.7㎝、体重 40.0㎏（BMI16.5kg/㎡）、Alb1.3g/dl、CRP4.91mg/dl で
高度栄養障害であった。水様便が 15 回 / 日、腹痛もあり「下痢がつらい」と夜中にベッドで泣き、検査の前処置が
辛く流涙し中止になるなど年齢より幼い言動が見られた。また、エレンタールは「おいしくない」と受け入れられ
なかったが、味の調整や準備を一緒に行いサポートした。NST回診では笑顔がみられるようになり、Alb3.4g/dl、
CRP0.16mg/dl と改善した。
【結語】患者の精神面のケアを行い、病気の受け入れや栄養剤摂取ができ、QOLの改善を図ることができた。
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全身管理の必要な高度栄養障害患者にNSTサポートを行った例

川崎医科大学附属病院　1 栄養部，2 看護部，3 消化器外科
大隅麻絵 1，遠藤陽子 1，寺本房子 1，神原志保子 2，平井敏弘 3

【目的】全身管理が必要な高度栄養障害患者に行ったNSTサポートを報告する。
【症例】33 歳、男性。3月中旬より食欲低下、体重減少がみられ近医を受診したが明らかな異常はみられなかった。
38℃の発熱、低血糖発作、血小板 7万 / μ l へ低下し、当院へ搬送され、CT上急性膵炎のため入院。9病日より
NSTサポートとなった。
【経過】身長 170cm、体重 34kg、Alb1.9g/dl。必要栄養量はH-B 式よりエネルギー 1600kcal、たんぱく質 40g、脂
質 45g とした。11 病日よりAST、ALT上昇、血清 P 0.4mg/dl で Refeeding　Syndrome が疑われ、エネルギー量
を 1400kcal へ変更した。AST、ALT、血清 P1.7 mg/dl へ改善した。20 病日に測定した安静時代謝量は 1100kcal で、
窒素出納は± 0であった。食事と輸液で 1600kcal を確保し、Alb3.5g/dl へ改善した。
【結語】NSTサポートによりスムーズな栄養状態の改善を図ることができた。

22

左視床出血により嚥下障害を合併したBMI46.0 の高度肥満患者に対して
NST介入を行なった1例

JA 尾道総合病院　1 栄養科，2 看護科，3 薬剤部，4 臨床検査科，5 リハビリテーション科，6 内科
波止元裕美 1，金子美樹 1，赤毛弘子 1，越智せりか 1，山本智恵 1，貝原恵子 2，
久保幸江 2，松谷郁美 3，佐々木恵子 4，吉廣一寿 4，山根利予子 5，中司博士 5，
江﨑　隆 6，小野川靖二 6

【はじめに】今回、BMI46.0 の高度肥満患者に対して減量を目的にNST介入を行なった症例を経験したので報告する。
【症例】48 歳男性、身長 175cm、体重 141.0kg、BMI46.0。平成 22 年 4 月下旬、左視床出血により当院入院。嚥下障
害を合併し経鼻経管栄養にて栄養管理を行なっていたが、経口摂取への移行および体重コントロール目的にて 7月
上旬 NST 紹介となる。高度肥満のため調節体重による推定や間接熱量測定法を施行し、必要エネルギー量を約
2500kcal に設定して介入を開始した。STと連携し食事形態の up や栄養状態の改善を図ったが体重の増加を認め、
必要エネルギー量の見直しを繰り返して栄養管理を行なった。リハビリによりADLは拡大し、体重は 127.4kg に減
少して 10 月上旬に転院した。
【考察】肥満患者の栄養管理において、栄養状態を維持しながら減量をするには多面的な介入が必要である。
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濃厚流動食併用の栄養サポートにて放射線治療を支持し得た膵癌の1例

川崎医科大学附属病院　1 栄養部，2 肝胆膵内科，3 看護部，4 消化器外科
鈴木淑子 1，河瀬智哉 2，寺本房子 1，遠藤陽子 1，高杉栄子 3，平井敏弘 4

【目的】濃厚流動食（プロシュアー R）併用にて栄養状態を回復させ、放射線治療を完遂し得た症例を報告する。
【症例】49 歳、男性。2009 年 3 月切除不能膵癌と診断し、外来化学療法を導入したのち 2010 年 8 月放射線治療目的
で再入院した。
【入院後の経過】身長 164.0cm、体重 49.4kg、Alb3.5g/dl。放射線治療開始後、食事摂取量が減少し入院後 7日目に
NST介入開始（体重 47.6kg、Alb3.9g/dl）。必要量をエネルギー 1800kcal、蛋白質 70g、脂質 45g としたが、実際の
摂取栄養量は間食含め約 1000kcal に留まった。本人に了承頂いた上でプロシュアー（En300kcal、Prot16g、
Fat6.1g/240ml） 2 本を併用したところ、栄養状態は 3週間で体重 48.2kg、Alb3.9g/dl にまで回復し退院。
【結語】濃厚流動食摂取により栄養状態の低下を防ぎ、放射線治療が完遂できた。
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経皮経食道胃管挿入術（PTEG）を施行した2例
1 山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学，2 社団成蹊会　岡田病院
岡本健志 1，岡　和則 2，坂井田　功 1，村田武穂 2

経口摂取不能例に対する経腸栄養ルート確保目的で、内視鏡的胃瘻造設術（PEG）が広く行われている。胃切除後
例などでは PEGが施行できないことも少なくないが、近年経皮経食道胃管挿入術（PTEG）が開発され、PEG不能
例に対する代替法として普及しつつある。今回我々は、PEG不能例 2例に PTEGを施行する経験を得たので報告す
る。
1例目は 60 歳代男性。脳出血後遺症による嚥下機能低下のため経鼻胃管からの経腸栄養が行われていたが、肺炎を
繰り返していた。水頭症に対し脳室腹腔シャント留置中かつ遠位側胃切除後であるため、PEG留置は不可能と判断
し PTEGを施行した。2例目は 70 歳代女性。脳挫傷後遺症のため経口摂取不能で経鼻胃管による経管栄養を施行し
ていたが、肺炎を繰り返していた。遠位側胃切除後で PEG不能と判断したため PTEGを施行した。
二例とも気管切開後であったが安全に PTEGを施行し得た。PTEGは、PEG不能例に対する安全な経腸栄養ルート
確保手技として有用と考えられる。

❖ 経口・静脈・経腸栄養1

25

PEG施行困難症例に対する消化管アクセス―PTEG普及のために―

山陰労災病院　外科
豊田暢彦，松岡佑樹，福田健治，野坂仁愛，鎌迫　陽，谷田　理

【目的】PEG施行困難症例に対する PTEGの有用性を検討した。
【対象と方法】2005 年から 2009 年までに PEGの施行が困難で、PTEGを施行した 26 例を対象とし、PEG施行困難
の理由、PTEG留置後の合併症、転帰などを検討した。
【結果】症例は、男性 16 例、女性 10 例で、平均年齢は 75.3 歳であった。原疾患は脳血管障害 20 例、パーキンソン
病 5例、喉頭癌 1例であった。PEG施行困難理由は、当院の PEG施行基準（PNI35 以上）を満たさない症例 16 例、
胃切もしくは胃全摘後症例 6例、食道裂孔ヘルニア症例 3例、腫瘍により胃内視鏡が施行困難 1例であった。PTEG
施行前のアルブミン値は平均 2.3g/dl、PNI は 27.6 であった。
26 例全例施行中に致死的な合併症はなく、23 例が転院もしくは退院し、3例が原疾患の進行により在院死した。
【結語】経腸栄養の消化管アクセスとして、PEGが第一選択であることはゆるぎないが、PEG施行困難症例に対す
る第 2の消化管アクセスとして PTEGの需要は今後益々高まるものと期待する。
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肝硬変患者における分岐鎖アミノ酸製剤による栄養療法の検討

山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学　　
土屋昌子，山﨑隆弘，寺井崇二，坂井田　功

【目的】肝硬変患者の多くが栄養障害・糖代謝異常を伴い、その両者が予後に関与すると報告されている。今回、肝
硬変患者に対し分岐鎖アミノ酸製剤を用いた栄養療法を施行し、その奏功について検討したので報告する。
【方法】血糖降下剤を投与されていない肝硬変患者 30 人に対し、BCAA顆粒を 1日 3 包（朝・夕・眠前）1週間投
与した。投与前後で間接カロリーメーター・75gOGTTなどを施行し、代謝について比較検討した。
【考察および結論】BCAA顆粒投与によって、非蛋白呼吸商などの栄養障害は有意に改善した。骨格筋量の指標と
なるクレアチニン身長係数で検討すると、骨格筋量が多く栄養障害の少ない群で、有意に代謝の改善を認めた。耐
糖能異常に関しては、糖尿病型群ではBCAA顆粒投与での代謝改善は乏しい傾向であったが、境界型群では、有意
に耐糖能異常の改善を認めた。肝硬変患者において、代謝障害の少ない状態での、早期の栄養療法導入が望ましい
ことが示唆された。

27

肝硬変症患者に対する亜鉛含有分岐鎖アミノ酸製剤投与による
血清亜鉛濃度、栄養状態改善効果の検討
1 美祢市立美東病院　内科，2 美祢市立美東病院　NST委員会，3 山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学
柴田大明 1・2，日高　勲 3，永江　彩 2，岡成冨美江 2，村上泰昭 1・2，山下裕章 1，
江口麻衣 2，濱田聖子 2，斎藤美知代 2，村上不二夫 1，坂井田　功 3

低栄養患者では血清亜鉛濃度が低下することが知られており、亜鉛が栄養評価の指標の一つとして注目されている。
近年、慢性肝疾患患者においても亜鉛欠乏状態を呈するとの報告があり、当院における慢性肝疾患患者の血清亜鉛
濃度（Zn）、血清アルブミン値（ALB）を測定し、健常者（検診受診者）や他の慢性疾患と比較検討を行った。各
種疾患別では、肝硬変症や褥瘡、食欲不振、悪性腫瘍、慢性腎不全患者において Znの低下を認めた。慢性肝疾患患
者においては慢性肝炎、肝硬変症と肝疾患の病態の進行につれて有意に低下していた。さらに、肝硬変症患者に対
する栄養療法として分岐鎖アミノ酸製剤（BCAA）の投与がしばしば行われているが、亜鉛低下を認める肝硬変患
者に対し、亜鉛含有 BCAAを投与し、投与前後の Zn や ALBの推移についても検討した。亜鉛含有 BCAA投与に
より Zn、ALBの上昇を認め、栄養状態を改善する可能性が示唆された。
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高齢者胃瘻患者における半固形化栄養剤の有用性に関する検討
1 島根大学医学部附属病院　臨床栄養部，2 出雲市総合医療センター　
足立経一 1，角亜沙子 1，成相由紀子 1，原　明宏 1，端本洋子 1，藤井晴美 1，川口美喜子 1，雫　稔弘 2

高齢者胃瘻患者における半固形化栄養剤の有用性を明らかにする目的で多施設共同研究を行った。対象は胃瘻によ
る栄養管理中の患者 42 名（平均年齢 85.8 歳）で、本人または家族の同意のもと、全例に a. 液体栄養剤の 8週間投
与と b. 半固形化栄養剤（メディエフ・プッシュケア）の 8週間投与を無作為の順で行い、ケアに要した時間、37℃
以上の発熱日数（%）、排便・下痢がみられた日数（%）について比較検討した。解析の対象となったのは 32 名で、
半固形化栄養剤投与中の方がケアに要した時間が有意に少なく（180 vs. 330 分 / 日、p<0.0001）、発熱日数が有意に
少なく（15.3 vs. 19.8%、p=0.030）、排便がみられた日数（%）が有意に多かった（54.6 vs. 48.7%、 p=0.013）。以上、
高齢胃瘻患者において半固形化栄養剤の投与は発熱日数の減少効果があることが明らかとなった。

30

液体経腸栄養剤のとろみ調整食品を用いた半固形化の検討

県立広島大学　人間文化学部健康科学科
瀬尾洋介，山賀華奈子，河本　彩，栢下　淳

半固形化栄養剤を使用する場合、院内で調整する場合がある。院内調整法としては、寒天での固形化法やとろみ調
整食品での半固形化法などが知られている。
本研究では、複数のとろみ調整食品を経腸栄養剤に添加することで粘度への影響を検討した。粘度はとろみ調整食
品の種類・濃度・添加後の経過時間・攪拌方法によって異なる値を示した。水と比較し、経腸栄養剤に添加した場
合では、一般的なとろみ調整食品では低濃度域では粘度上昇しにくく、高濃度域では粘度上昇が著しかった。一方、
牛乳や経腸栄養剤専用のとろみ剤は、低濃度から安定した粘度上昇を示した。いずれのとろみ調整食品も、添加 30
分後には、添加後 120 分間の最高粘度の 80%以上に達した。またハンドミキサーを用いると、手で攪拌するよりも、
同一濃度でも高粘度を示す製品もあった。今後は、胃食道の逆流防止や下痢の防止にはどの程度の粘度が必要かを
臨床で検討していく必要性がある。

❖ 経口・静脈・経腸栄養2
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市販半固形化栄養剤の粘度評価における簡易粘度評価法（同心円法）の有用性の検討

社会保険　下関厚生病院　NST
竹村有美，山下智省，松永佳恵，清木雅一，山本多加世，福田裕子

【目的】経管栄養法における種々の合併症に対して有用である半固形化栄養剤の物性を表す指標として、粘度が頻用
されるが、一般施設では粘度計を使用することは困難である。そこで簡易粘度測定法としての同心円法の有用性を
市販半固形化栄養剤を用いて検討した。
【方法】市販半固形化栄養剤 9製品の粘度を B型粘度計（温度 25℃、回転数 12rpm）及び吉田らの方法に準じた同
心円法により測定した。
【結果】メーカーから表示された粘度値と、当施設によるB型粘度計実測値及び同心円法による測定値との間に乖離
のある製品が認められた。また、同心円法測定値と製品表示粘度値との相関に比し、同心円法測定値と実測粘度値
の方がより高い相関を示した。
【考察】同心円法は簡便かつ安価に半固形化栄養剤の粘度を測定できる有用な方法である。製品表示粘度は測定条件
が一定でないため信頼性が低いが、同心円法によってより正確な粘度を推定できる可能性が示唆された。

32

ワルファリンによる抗凝固療法中の経腸栄養管理

笠岡市立市民病院
内田吏栄，新谷憲治，山﨑一恵，釆女ひろみ，片山佳香，髙橋佐百合，小栗栖和郎
 
【目的】近年、心房細動による心原性脳梗塞の発症予防目的でワルファリン（WF）治療を受ける患者が増加している。
私達は PEG管理中、栄養剤の変更によりWF効果が減弱した 2症例を経験し、栄養剤中のビタミンK（VK）量と
WF効果（PT-INR で判定）の相関について検討した。
【対象と結果】
【症例1】発作性心房細動にて脳梗塞を発症した 92 歳男性。WF1.25mg 内服中、メディエフ 300ml+L-6PM3P を
F2 ショット EJ3P に変更時VK45µg → 67.5µg、PT-INR 値が 2.0 → 1.2 に短縮。
【症例 2】心房細動で脳梗塞を発症し、肺炎・嚥下障害で入院した 94 歳男性。WF1.5mg 内服中、メディエフ
400ml+ レナウエル A1P+ ペムベストパウチ 1P を F2 ショット EJ2P+ ペムベストパウチ 1P に変更時
VK36.2µg → 56µg、PT-INR 値が 1.8 → 1.2 に短縮。2症例とも栄養剤を元に戻すことで治療域の PT-INR 値を得る
ことができた。
【考察】WF治療を受けている経腸栄養患者で栄養剤を変更する場合は、VK量に注意し、PT-INR 値を頻回に測定
する必要がある。
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腸瘻チューブ内の細菌汚染に対する酢水充填効果と下痢との関係

山口大学医学部附属病院　1 看護部，2 第二外科，3 薬剤部
山崎香子 1，丸田順子 1，竹本　豊 1，河内真代 1，岡手久子 1，一坪彩子 1，高橋早紀 1，武田　茂 2，尾家重治 3

【目的】腸瘻チューブ内の細菌汚染に対する酢水充填効果と、経腸栄養の合併症で最も多い下痢と細菌汚染との関係を
調査した。
【方法】対象は消化器疾患術後で腸瘻チューブを造設し、24 時間持続で経腸栄養剤が投与されている患者 12 名。従
来群と酢水群に分け、酢水群は栄養剤投与日から腸瘻チューブに 4倍希釈した酢水を充填した。
【結果・考察】従来群と酢水群の細菌汚染では有意差は認められなかったが、菌種では従来群からは腸内細菌以外に
セラチア・マルセッセンス、シュードモナスが検出され、酢水群からは腸内細菌以外は検出されなかった。従来群
1例、酢水群 2例に下痢を認めたが、細菌の増殖と関係はなく、栄養剤の注入速度を上げていた時期であったこと、
脂肪含有量の多い製剤への変更などの影響が考えられた。
【結論】1. 酢水充填効果は、外部からの細菌汚染の予防に効果があった。2. 腸瘻チューブ内の細菌汚染と下痢の関係
は検証されなかった。



-48-

❖ その他

34

胃および大腸がん患者の術前栄養状態が術後合併症に及ぼす影響についての検討

鳥取県立厚生病院　1 内科，2 消化器外科　
佐藤　徹 1，岸　清志 2

当院消化器外科で手術が予定された胃がん・大腸がん患者について術前の栄養評価を行い、栄養状態の良し悪しが
術後の合併症発生、ADLに及ぼす影響について検討することを目的とした。対象は 2010 年 4月から 11月までの 7ヶ
月間に本研究への協力が得られた胃がん 21 例、大腸がん 23 例である。栄養状態の術前評価として、身長、体重、
BMI、%IBW、上腕三頭筋部皮脂厚、上腕周囲長、上腕筋囲、上腕筋面積、血清アルブミン、総リンパ球数、血清
コレステロール、血清プレアルブミン、血清レチノール結合蛋白、血清トランスフェリンを測定、術後合併症とし
て創感染その他の感染性合併症、縫合不全、褥瘡の有無につき評価し術前栄養状態との関連性につき検討した。今
回その結果を分析し報告する予定である。なお、本研究は地域振興財団「長寿社会づくりソフト事業交付金」を受
けて実施しているものである。

35

経管栄養患者の栄養管理における地域連携を考える

岡山協立病院・NST委員会　1 内科医，2 管理栄養士，3 看護師
板野靖雄 1，中島知恵美 2，笠原ゆかり 3

　
【目的】当院において胃瘻造設後は患者の病態に合わせて、栄養剤の選択や形態を決めている。しかし退院後の施設
や病院での栄養剤の使用や投与手段が把握できていない現状がある。
【方法】アンケートを送付し回答のあった 22 施設・病院で検討した。
【結果】全体の病床数は 2034 床でそのうち 371 人（18.2%）で経管栄養が行われていた。経管栄養患者人数制限は半
数の施設であり、経鼻胃管と腸瘻の制限が多かった。半固形化は 22 施設すべてで行われていた。栄養剤の種類や病
態別栄養剤の使用を病院・特養・老健など施設群で比較をした。
【考察】関連の施設入所の 5人に 1人が経管栄養患者であった。経鼻胃管制限は胃瘻のできない患者の転院先に困る
ことが予想される。半固形化がすべての施設で可能であったことは、知識の普及が進んでいることを実感した。基
幹病院としては栄養の手段について研究と情報交換を進める必要がある。
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胃ろう造設を行った甲状腺癌症例の検討

あかね会　土谷総合病院　1 外科，2 消化器内科，3 看護部，4 薬剤部
矢野将嗣 1，杉野圭三 1，西原雅浩 1，川崎由香里 1，平田文宏 1，土肥雪彦 1，甲斐広久 2，
松坂愛弓 3，亀井久美子 3，井上智博 4

【緒言】当院では、年間 150 例以上の甲状腺癌手術を行っている。進行甲状腺癌には、特有の食道狭窄という栄養補
給ルートの途絶を来たす問題がある。当院の胃ろう造設を行った甲状腺癌症例の検討を行った。
【対象】2003 年 4 月より 2010 年 10 月までに当院で胃ろう造設を行った甲状線癌症例は、7例であった。男性 5例、
女性 2例、年齢は 40 歳から 80 歳、平均 65 歳であった。
【結果】組織型は、乳頭癌（低分化型）2 例、未分化癌 5 例であった。胃ろう造設法は、開腹 2 例、Pull 法 3 例、
Direct 法 2 例であった。NST稼動前の胃ろう造設症例は、開腹 1例のみであった。
【考察】胃ろう造設を行った甲状腺癌症例は、悪性度の高い組織型（未分化癌、低分化癌）であった。NST稼動後に、
積極的に胃ろう造設を行うようになった。
【結語】進行甲状腺癌や悪性度の高い未分化癌は、食道狭窄を来たすことを念頭において、早期に内視鏡下に胃ろう
造設を行うことが、患者の栄養状態だけではなく、QOLを保つことにも重要であると考える。

37

心臓疾患手術後に摂食・嚥下障害を呈した患者の栄養管理

福山循環器病院　栄養管理課　リハビリテーション課
岡田絵里，岡本光代，田上睦美，木原知子，村上浩子，大浦啓輔，越智裕介

【目的】手術後のスムーズな食事摂取は栄養状態・体力の回復やリハビリへの意欲増進へ繋がり、ADL向上のため
にとても重要な問題である。栄養士として、スムーズに食事摂取が行えるようサポートしていかなければならない。
手術後、嚥下に問題をきたした患者に対しその原因を探り、傾向、共通点を検討した。
【方法】対象は、H21.11 ～ H22.3 の食事摂取に至った開心術後患者 57 名。手術後患者で嚥下が難しく、食事対応を行っ
た患者について検討した。57 名のうち、嚥下困難を訴えた患者は 8名であった。
【結果】手術後の嚥下障害は、65 歳以上の高齢者、術前の低栄養、術後の絶食による廃用症候群、嗄声・自己排痰
困難の患者に多く、心理的要因も考慮する必要があると考えられた。
【まとめ】手術後の患者には嚥下障害の有無、程度を確認するため、評価の標準化を行い、多職種との情報交換、個
人対応の充実をはかるべきであると考えられた。
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肝細胞癌合併肝硬変患者における栄養状態の評価
1 山口大学大学院医学系研究科　消化器病態内科学，2 宇部興産中央病院　内科
在津潤一 1，播磨陽平 2，浦田洋平 1，土屋昌子 1，内田耕一 1，寺井崇二 1，山﨑隆弘 1，坂井田　功 1

【目的】肝硬変患者のほとんどが蛋白質・低栄養状態（PEM）を呈し、肝予備能の低下により、栄養状態は悪化す
ることが報告されている。しかし、肝細胞癌（以下HCC）合併肝細胞癌患者における栄養状態については、ほとん
ど評価されていないのが現状である。今回我々は、肝機能良好な肝細胞癌合併肝硬変患者における栄養状態の評価
をHCCの進行度別に評価したので報告する。
【方法】Child-Pugh　Aの担癌および非担癌肝硬変患者計 65 名（HCC なし（以下 LC）14 名、HCCstage Ⅰ 9 名、
HCCstage Ⅱ 17 名、HCCstage Ⅲ 16 名、HCCstage Ⅳ 9 名）に対し、間接熱量計（DELTATRACTM Ⅱ）による呼
吸商（npRQ）を測定し、各群間で比較検討した。
【結果】各群（LC/HCCsatge I/HCCstage II/HCCsatge III/HCCstage IV）での npRQは、それぞれ 0.89 ± 0.06、0.89
± 0.06、0.88 ± 0.07、0.88 ± 0.07、0.84 ± 0.07 であり、HCCstage Ⅳ群は他の群に比し、npRQは低下傾向であった（LC 
vs HCCstage IV、P=0.06；HCCstage I vs HCCstage IV、P=0.09；HCCstage II vs HCCstage IV、P=0.08； 
HCCstageIII vs HCCstage IV、P=0.07；その他の群間は P=0.83 ～ 0.97）。
【結語】HCC 合併肝硬変患者では、肝予備能良好症例であっても高度進行例では、栄養状態の悪化が示唆され、
HCCの進行度に合わせた個別化の栄養療法介入が必要と考える。
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アイティーアイ株式会社
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アストラゼネカ株式会社
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武田薬品工業株式会社
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