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１．早期経腸栄養とは
栄養管理は”If the gut works use it”といわれる
ように、可能な限り腸管を使用して行うことが推奨さ
れている。さらに侵襲生体、特に重症例において、侵
襲後できる限り早い時期から経腸栄養を行うことが生
体防御などの点で好ましく、4～5 日以上を経過してか
らの経腸栄養はその効果が低いとされている。
侵襲後早期から積極的に経腸栄養を施行することが、
早期経腸栄養法（early enteral nutrition）と呼ばれ
ている。早期経腸栄養法の明確な定義はないが、侵襲
後あるいは ICU 入室後、おおむね 24 時間以内、遅くと
も 36(48)時間以内に経腸栄養を開始することをさす
場合が多い 1)。これまで、栄養に関する多くのガイド
ラインが作成されているが、重症な症例に対する栄養
管理で共通する最も基本的なことは、可能な限り経腸
栄養を行うことと、
経腸栄養を 24～48 時間以内に開始
2,3,4)
することである
。早期経腸栄養法を実際に施行し
ている施設では、多くが 12 時間～24 時間以内に投与
を開始している。
表１ 早期経腸栄養
定義：侵襲後あるいは ICU 入室後、おおむね 24 時間以
内、遅くとも 36(48)時間以内に経腸栄養を開始する
こと
利点：感染症の減少、死亡率の低下など
投与経路：多くは胃に投与可能
ハイリスク症例は空腸に投与
合併症：腹満、腹痛、下痢←速度が速いと起きやすい
まれではあるが、腸管気腫や腸管壊死の報告
がある
２．早期経腸栄養の有用性に関する理論的根拠
２.１ 免疫臓器としての腸
腸管が食物を消化し吸収する重要な臓器であること
は誰でも知っているが、同時に腸管は人体最大級の免
疫臓器である。
腸管の免疫組織は GALT
（gut associated
lymphoid tissue）と総称され、その容積は腸管の 25％
を占める。また全身の免疫組織の 50％以上が腸管に存
在する。まさに腸管は人体最大の最も重要な免疫臓器
ということができる 5)。
栄養投与経路と腸管免疫は深く関わっていることが
知られている。例えばマウスを①静脈栄養、②静脈栄
養剤の経腸投与、
③半消化態経腸栄養剤で管理すると、

腸管リンパ装置のリンパ球数、粘膜 IgA レベルは何れ
も①＜②＜③の順となっており、栄養投与経路や栄養
の形態が免疫能に大きな影響を及ぼすことが明らかに
されている 6)。
２.２ 腸管のバリアー機能
腸管内には 100 兆個におよぶ多種多様の微生物や細
菌毒素、食事性抗原などが存在するものの、腸管には
バリアー機能が備わっており、通常はこれらが生体内
へ入り込むのを阻止している。しかし、広汎熱傷、出
血性ショック、重症膵炎など、さまざまな重篤な病態
下では、腸管のバリアー機能が破綻することがあり、
その結果、細菌などが腸間膜リンパ節、肝、脾あるい
は 全 身 へ 侵 入 す る 。 こ の 現 象 は bacterial
translocation（以下 BT）とよばれ、腸管のバリアー
機能の破綻のよい指標となる。ヒトでは未だ議論はあ
るが、これまで数多くの動物実験で BT が確認され、全
身感染や septic MOF (multiple organ failure) の原
因、あるいは促進因子となることが指摘されている 7)。
我々が以前行った動物実験では、BT は侵襲後 24 時
間以内の早い時期から起こっており、この時期に経腸
栄養を行うと BT が抑制され生存率も改善した 8)。即ち
BT の観点からみると、早期経腸栄養が有効であり、時
日を経てから経腸栄養を行うのでは早期の BT を抑制
できず効果が低いことになる。また静脈栄養、消化態
経腸栄養剤、通常食の順に BT が促進されており、BT
防止の観点から bulk のある食物の腸管内投与が有効
であると考えられる。
３．早期経腸栄養の有用性に関する臨床的エビデンス
３.１ 外科手術後
外科手術後の早期経腸栄養の有用性に関する最新の
meta-analysis では、外科手術後 24 時間以内に経腸栄
養（経口栄養）を開始した群と、古典的な絶食群とを
比較した 13 の RCT、1,173 例を検討している 9)。その
結果、早期経腸栄養群で死亡率が有意に低く、また何
れも有意差には至らないものの、肺炎、創感染、腹腔
内膿瘍、縫合不全、在院日数が早期経腸栄養群で少な
かった。しかしやはり有意差はないものの、嘔吐は多
くなっていた。
３.２ ＩＣＵ患者
外傷、熱傷、膵炎（後述）
、敗血症などの ICU 患者で早期
経腸栄養の有用性が報告され、多くのガイドラインで早期経
腸栄養が推奨されている。
カナダのpractice guidelineは、
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ランダム化比較試験(以下RCT)のmeta-analysis に基づいて
作成され 2003 年に発表されているが 4) 、ネット
（ http://www.criticalcarenutrition.com/ ） で は
2009 年に最終更新が行われている。それによると、ICU
入室後 48 時間以内に経腸栄養を開始した群と、48 時
間以降に何らかの栄養を開始した群（静脈栄養も含ま
れる）を比較すると、前者で有意に感染症が少なく
(p=0.03)、死亡率も低い傾向にあった（p=0.06）
。これ
に基づいて、guideline は 48 時間以内の早期経腸栄養
を推奨している。
また最近の Doig らの meta-analysis では、ICU 患者
や外傷患者で生存率の有意な改善が報告されている
10,11)
。Doig らは、質の高い方法で行われた RCT のみを
抽出し検討したと主張しているが、これには反論もあ
る 12)。
３.３ 急性重症膵炎
急性膵炎では、膵における消化酵素の分泌を刺激し
ないために、従来は経静脈栄養が行われ、経腸栄養は
行うべきではないとする意見が支配的であった。しか
し近年の多くの RCT では、早期経腸栄養の有用性が示
され、多くのガイドラインで推奨されるようになって
いる 13,14)。膵外分泌は栄養をトライツを越えた空腸へ
投与することと、消化態栄養剤を使用すればあまり刺
激されないことが分かっており、心配な場合は空腸へ
消化態栄養剤を投与すれば良いだろう 15)。
３.４ 早期 vs 晩期の経腸栄養
早期経腸栄養と晩期経腸栄養の比較では、2001 の
Marik らの meta-analysis がある 16)。これは、外科手
術後あるいはICU入室後36時間以内に経腸栄養を開始
した場合とそれ以降に経腸栄養を開始した場合を比較
した 15 の RCT、753 症例を検討したものである。早期
経腸栄養の開始時期は 15 の論文中、12 時間以内が 5
編、24 時間以内が 9 編、36 時間以内が 1 編であった。
その結果、早期経腸栄養群で、感染性合併症が約半分
に有意に減少し（19％ vs 41％、RR 0.45）
、在院日数
が 2.2 日間有意に短縮したとしている。そして在院日
数に対する効果は、外傷、頭部損傷、熱傷患者で特に
顕著であった（在院日数が 4.04 日減少）
。
３.５ 早期経腸栄養と早期静脈栄養（TPN）
Kudsk らは 1992 年に多数の外傷患者を対象に RCT を
行い、平均 24 時間で経腸栄養を開始した症例では、ほ
ぼ同時期に TPN を開始した症例に比べて、術後の肺炎
発生率
（11.8％vs31％）
や膿瘍発生率
（3.9％vs17.8％）
が有意に低下すると報告し、この効果は侵襲が強い時
ほど大きいとした 17)。また待機手術患者では、栄養障
害がある消化器外科患者において、術後の合併症発生
率（34％ vs 49％）や、在院日数（13.4 日 vs 15.0
日）の面で早期経腸栄養が TPN に比べて有意に良好で
あったとする報告がある 18)。
2005 年には、これら早期経腸栄養と早期静脈栄養を
比較した多くの RCT を集積したメタ分析が発表された
19)
。これによると 30 の RCT が解析対象とされ、うち
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10 が medical、9 が surgical、11 が trauma 患者を対
象とした論文であった。栄養開始時期は、早期と謳っ
ているものの、96 時間以内とやや遅めのものが含まれ
ている。結果は、生存率に差を認めなかったが、早期
経腸栄養群で感染性および非感染性合併症の減少と入
院期間の短縮がみられている。
４．早期経腸栄養施行に関する臨床的な危惧
４.１ 開腹手術と消化管吻合
“開腹術後には腸管麻痺が生じ、そのような状態で
は水分や食事を腸管内に入れるのは好ましくない”あ
るいは“消化管吻合があればその安静を保つのが重要
で吻合部を食物が通ると縫合不全の危険性が増すため
禁忌である”という古くからの慣習により、開腹手術
後の早期経腸栄養はあまり行われてこなかった。しか
し Rothnie らによれば、開腹手術後の腸管蠕動回復に
要す時間として小腸で 6～12 時間、胃で 12～24 時間、
大腸で 48～120 時間とされており 20)、腸管麻痺の観点
からは、小腸内であればほぼ手術当日から、胃内であ
っても術後 24 時間以降には食物が入っても問題がな
いことになる。
消化管吻合がある場合に、
早期に経口•経腸栄養を行
って吻合部を食物が通ったからといって縫合不全が増
えるというエビデンスはない。一方、動物実験で
Tadano らは、消化管吻合部の創傷治癒プロセスを促進
するためには，絶飲食は逆効果であり，早期経口摂取
にて神経芽細胞に適切な Mechanical loading（機械的
な荷重）が加わることで，消化管吻合部の創傷治癒を
促進すると報告している 21)。Khalili らの動物実験で
も早期の栄養が吻合部の耐圧強度を大きくすると報告
されており 22)、このことを裏付けている。
臨床的にも、
前述した外科手術後 24 時間以内に経腸
栄養（経口栄養）を開始した群と、古典的な絶食群と
を比較した RCT の meta-analysis で、早期経腸栄養群
では、有意差はないものの、縫合不全発生率は低くな
っている 9)。これに含まれる多くの研究では、栄養は
吻合部の上流から投与されている。したがって、吻合
部の上流から、早期経腸栄養を行っても通常は問題に
なることはないものと考えられる。
４.２ ICU 患者
ICU の重症患者においても腸管麻痺が起こることが
指摘されている。このような場合でも、麻痺の主体は
胃であるとされ、栄養を直接小腸に投与すれば早期経
腸栄養が可能である。ダブルルーメンのチューブを挿
入すれば、胃の麻痺が強い場合でも胃の吸引と空腸へ
の栄養投与を同時に施行することができる（図１）
。内
視鏡を使用するなどして、ICU で効果的に栄養チュー
ブを挿入する方法が種々考案されているが 23)、入室 24
時間以内に空腸まで挿入するのは、特に慣れない施設
では必ずしも容易ではなく、これが早期経腸栄養施行
の障害となっている。
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の逆流が少なからず認められる。またチューブが反転
したり、胃へ戻ってしまうことも少なくない。
空腸への栄養投与は、経鼻的に胃を経由してチュー
ブを挿入するか、開腹下に直接腸瘻チューブを挿入し
て行う。または、経皮的胃瘻（PEG）や PTEG（経皮経
食道的胃瘻）を介してチューブを送り込む。この際に
も、
胃の運動促進薬として作用する erythromycin を使
用すると、チューブの留置が容易になるとの報告が認
められる（図１、２）
。

栄養の投与と胃の吸
収を同時に行うことが
できる。

図１ Post-pyloric feeding
空腸へのアクセス方法

しかし、実際には胃に投与しても多くの症例で大き
な問題がないことも多々報告されており、ルーチンに
経空腸投与を試みる必要はない 24)。また早期に栄養を
投与しないことが腸管麻痺を招く原因となることもあ
る。例えば重症熱傷患者では、早期の経腸栄養の認容
性は良好であるが、早期に経腸栄養を行わないとその
後の経腸栄養の投与が困難になることが指摘されてい
る。
５．早期経腸栄養の実際
５.１ 投与経路（胃か空腸か）
前述したように、早期経腸栄養では、胃の運動が回
復していないことが多いので、幽門輪を越えた位置に
チューブを挿入するpostpyloric feedingが推奨されて
きた。しかし、経胃投与と経腸投与を比較して、誤嚥
性肺炎の発生頻度や栄養投与量に関しても差がないと
する複数の報告があり25)、meta-analysisでも両者に差
は認められていない26)。従って、多くの症例では経胃
投与で問題がなさそうである。また胃に投与する際に
erythromycinやmetoclopramideなどの蠕動亢進薬の有
用性も指摘されている27)。
一方、明らかに胃の残渣が多い症例、排泄遅延のハ
イリスク症例では、トライツを越えた空腸からの投与
を行うべきである28)。またこの際には、胃吸引も積極
的 に 併 用 す べ き で あ ろ う 。 い わ ゆ る postpyloric
feedingといわれるものは十二指腸への投与も含まれ
ると思われるが、十二指腸への投与では栄養剤の胃へ

図２ 外科的空腸瘻造設

５.２ 投与栄養剤
現在の市販の栄養剤は、消化態栄養剤（Elemental
Diet ED, ペプチド）
、と半消化態栄養剤に大別される。
一般に消化吸収能が保たれている場合は、腸管の免疫
能維持や bacterial translocation を防止するという
意味合いから、bulk のある半消化態が望ましい。一方、
栄養がトライツより 60cm 以上肛門側に投与されると、
通常に比べて膵液の分泌が悪いことが報告されており、
これには消化管ホルモン peptide YY や GLP-1 の関与が

Copyright○
C 2001-2011 PDN All rights reserved.

2011spring

3

第２章 経腸栄養

指摘されている。したがって、このような場合は消化
態栄養剤の投与も選択肢となる 29)。またさらに、膵頭
十二指腸切除後などのように膵臓が切除された場合、
消化態栄養剤の使用が推奨される。
５.３ 投与スケジュール
早期経腸栄養では、はじめは緩徐な速度（15～
20ml/hour）で開始し、徐々に増量して目標量とするこ
とが肝要である。性急に増量すると腹満や下痢などの
消化管症状が出現しやすい。速度を適切に保つために
はポンプの使用が推奨される。緩徐な速度で長時間に
わたり経腸栄養剤を投与するので、栄養剤の細菌汚染
には特に注意が必要である。細菌汚染が下痢の原因と
なることも多い。液状の栄養剤は原則として水で薄め
ずに使用、容器から直接閉鎖回路を通じて投与するの
が望ましい。栄養剤を容器へ移して使用する場合は、
１日量を数回に分けて行い、つぎ足しをしてはいけな
い。
６．早期経腸栄養の合併症
最も多い合併症は腹満、腹痛、下痢といった腹部症
状である。特に小腸内に直接投与した場合は、速度が
速いとこのような合併症が起きやすい。侵襲の程度、
輸液量、低アルブミン血症など、多くの要因がこれら
と深く関わっているとされる。硬膜外麻酔は痛みなど
による交感神経系刺激を抑制し、早期経腸栄養の認容
性を改善する。また胃の機能が保たれている場合に胃
内投与すれば、貯留能が生かされ下痢や腹満は減少す
る。しかし、すでに述べたように侵襲早期は胃の麻痺
が起こることも多く、その結果、嘔吐や逆流が起きや
すいので誤嚥性肺炎には特に注意を要する。
空腸瘻を使用した早期経腸栄養の重篤な合併症とし
て、腸管気腫や腸管壊死、腸閉塞などが報告されてい
る。Sarr らは腸閉塞が 500 中１例（0.2％）30)、腸管
気腫が 2 例(0.4％)、Myers らは 2022 例中、腸閉塞、
腸管気腫、腸管壊死それぞれ 3 例ずつ (0.15％) 31)、
Braga らは 402 例中、腸閉塞が 2 例（0.5％）32)に認め
られたと報告している。頻度は低いが腸管壊死を起こ
した場合の死亡率は高く、特に注意が必要である。原
因は必ずしも明らかではないが、循環動態が安定しな
い場合（ショック）、また血圧の維持に vasopressor
が必要な状況における早期経腸栄養は慎重を期すべき
ものと考えられる。
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