
第 29回群馬病院薬学研修会のご案内
日病薬生涯研修認定単位 0. 75単位

日病薬病院薬学認定 1単位（研修番号ill-1)取得（予定）

謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

皆様万障お繰り合わせの上、多数ご参加を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

日 時 2019年 6月 13日（木） 19: 00～20: 30 

場所群馬大学医学部基礎中講堂

（住所：前橋市昭和町 3-39-22)

（連絡先（群馬県病院薬剤師会事務局） : 027-220-8733) 

内容

【経腸栄養勉強会】

「経腸栄養による栄養管理」

栄養の基礎および経腸栄養法について

大塚製薬工場学術部永野信弘先生

主催群馬県病院薬剤師会

共催株式会社大塚製薬工場

謹白



群馬病院薬学研修会

｜経腸栄養による栄養管理

pl 

l滋スライド左上の番号峰、配布資料「槍濯・鍍蔓鶴本［静脈・経腸錐蔓編l」の記怠ベージ垂示しています． ｜ 

f'01，加 線抽出....工・

栄養の基礎

• 0何.s¥;a棟窓会盆大’E・E・工・

1日に必要な栄養素
一日本人の食事療取＆IJ(2015年版）よりー

2019隼6月13回

線式会社文壇盟議工曙牢輔自E
高崎支店匙在永野直弘

也里竺聖」

E・E・唄・・本舗P園調俳人Q)....  ~・＂・.’←也a20 1・ z，崎署ー1闘

監修久留録文掌..・E・安全管理．敏’園中秀明

pl 

本日の内容

1.栄養の基礎
栄養投与の意義、栄養素の役割

2.経腸栄養法

①経腸栄養の位置づけ、適応・禁恵、選択

②リスクマネジメント（細菌汚染、下痢対策など）

＠ 畑山 剛一位制震工・

栄養素の役割

栄養はなぜ必要か

飢餓時の身体の変化

監修久留縁失.......安企，，．，．敏雪量園中骨明
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糖質と蛋由貿の関係

十分なエネルギー r 事白会曲作副田 1 

~~三二i山内；て消費；

ifs] {~J. 
璽修久留畿大島俳E・・E・~金・・・・複阻岡＂＂＇

糖質の消化・吸収

Lr: 
デシフンー一ーーーー

ラタトース

スクロース

E修一久留最大学E・・··~盆・・・・・・闘。芳明

脂質の消化・吸収

エヰルギ－•質 ｜ Skcal/1 

代制 ｜ 遣い

腸での段取 ｜ 遣い

吸収経路 ｜ 主に門脈系

置樺久留調隆文学軍司P・••£金管理鱒叡鰻因。，，．

遭い

遣い

主にリンパ系

コ－且

pS 
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炭水化物の種類

績賞 食物，..
副院精頬 少繍類 多精類

グルコース スクロース デンプン セルロース
（ブドウ糠） （ショ糠） デキストリン アルギン酸
フルクトース マルトース グリコーゲン ペクチン

（果糠） （麦芽糠） マンナン
ガラクトース マルトトリオース
キシリトール ラクトース
マンノース （乳糠）

ラクトスクロース
トレハロース

•••－ . ・－・，.... ・ーからたa慶一 E歯車幽’I I”·~＂よ，，，..

蛋由貿の消化・吸収

E・ー久・恋文学医学修医療安全管廻留敏捜園中芳明

脂肪投与の目的

エネルギー源として
l1=9kcal 

』凪

鐙与自慢量の20軸穂度
(0.5～1ν同体•i

日旨肪乳剤の投与経路】

必須脂肪酸欠乏の予防

皮膚の硬化・肥)J 1 

脱毛 ト欠乏症
成長障害 ｜ ... 
（…… ） 

脂肪乳剤I立無薗フィル9ーを遭遇しないので、役与の障はフィ／レ？ーの下側
（からだ側）の側嘗から投与するか、もし（Iま単麹で授与します．

E修 久留来大司陸軍司除留軍俊安全・・・・.闘命芳明

2019/4/23 

2 



p8 

p9 

pit 

脂肪酸の種類

どちらも生体に必要な必 須脂肪畿です

それぞれ異なった生理活性物質1::
変換されます．

ー－・
監修久留来大学医掌筒医．安全・・・・後図。，，，

脂溶性ビタミンm作 用 お よ び 欠 乏 症 ・ 過 剰 症

ピ9ミン名 積遣した作用 欠乏症 過劇症

ピ告ミンA視作横覚用健纏、、生生持理殖．織作細能用胞線の、上神掴皮殖．成組・分織長化
軟夜盲化症、皮、眼膚z先t’、E録、角.IIE関筋董節肉摘痛内圧、皮冗膚進落、脱屠毛‘、

生殖樋能低下、味覚異常

ピ11ミンDCa • P の鯛節、骨石灰化 骨骨放・歯化舞史宵、障害、くる病、 軟高尿組路カル織舗シ石のウ、右ム腎反纏血化症傭隙陣書書、、

ピ聖ミンE発健育持促、生進体、細蹟胞の増銑殖.槍it能 漕増小血加脳性‘失軍貧聞事部血感、過覚敵障害化脂．質 起こりに〈い

ピ曹三ンK血液灘園能纏持、骨形成 特出究血発王傾症性乳向、児新ピ生聖児ミンメKレナ、 漕血栓犠貨檀（来県児）＊

・・〆......・・・・a・・－・ 1・・J:1>4・＂＂
.. ,,.. ~駆.... 醐削・・t・》g，醐ー1・＂

．ピタミンKの・8・体でt,るメナジオc,（ビタミンK，）が使用されていたときには、著しい漕血鑑賞.Ill：などの‘慢がおると
さhていたが‘現在でぽ使用が鎗止されている・＂タミン Koとピタ:t,K，では治制値ぽ・・・されていない．しかし血往
復や檀att，，ど血泌が.闘しやすい僅例ではピタS:,Kの過剰a買取は量けるべきである．

1日あたりのビタミン投与量指針

着車 ~1：~却：制a09 ” ~笹島，事桜R聾M宥冊：：揖A鮭S性P燭印． ・F，：回女，~性2婦P骨叩量由E’n，；ま．書同・..，して畠る

彼与姫属 静脈設聾 静’E輩費 経属軍費

ピタミンe, 6m& 6m1 M.1.2m,:f,1.1m1 

ビタミンB 3.6m, 36m& M.1.3m,:f.1 lm1 

ナイアシン 40m, 40m, M 16m,:F.14m1 

ドtントテン量 15m, 15m1 Sm, 

ビタミンB, 6m& 6m1 19-soa:1.3m& >s1a・M.1.7m&:f, l.5m1 

ビタミンB, Sm, Sm& ,..,,, 
ビタミンC 200m1 200m& M. 90m,: F. 75m, 

灘園量 600m& 600m‘ 4叩＂＇
ピオチン 60m, 60m‘ Joμ, 

ビタミンA 3300CU 四日m,o,330011.1 M,9回11,0,3000山：f,7叩11,... 233311.1 

ビタミンD 200!U Sm,。r200山 19-70量：15μ，.，，回削 ）70量：20μ,... 園田！U

ビタミンE IO!U IOmro,IO!U 15m, 

ビタミンK 150m, 150m& M.12011,: F.so11, 

~リ， L哩a＂・・：・札v町w田M四－~＇知・i働－除回・－包‘R’d曲：噛他・目眠旬叫時働鴨制・4、~；・e”＂内·，・・.：臨·~・I制~・：.・．・・・, 町Uni削除伽ぬ綱、a宅民抑制。21(1):su-,o

p9 

plO 

pit 

2019/4/23 

原跨結石

脱毛‘知覚異常、皮膚炎

議終貧血制限 ｜持~~＝＝,f.1!

微量元素の作用および欠乏症・過剰症

元素 主な生理作用 欠乏症 遇制症

量生（Fe) 量膏軍調量‘量血 敏史王位置血 大量で儀淀珊

鋼（Cu) へモゲロビン合成 貧血 健吐性l置か

亜鉛（Zn) 置自買代謝 成畳減量、韓宜異常 量船畢心

マンガン（Mn) 脂肪lt!t耐‘酵置の活性化 院長遅延 パーキンソン痘犠

ヨウ牽（（） ＂＇根康ホルモン 用核鳳． ·~鳳置

コバルトω。｝ ピタミンB，，由構成成分量血 建性質血 思心周E吐

クロム（Cc) ．脂肪代制 酎穂能異常 量密性

セレン（Se) 過強化割分解、ゲルタチオンE量化 寛山揃｛心脂穫量） 賞血肝障曹

モリブデン｛蜘） 酸化醇膏白骨解 成豊重量 膚且銅究主建

スズ（Sn) 量化還元触媒 成畳置延 軍駐・下繭

監修久留紫式学医学修医療安金曹ヨE・g・食．闘中芳朗

1日あたりの微量元素投与量指針

革車 ASPEN2004' 
ESPE問団9 " :ASPEN四12Powonh同.. 
Su唱町.，，

機a・’‘・：’・.. ・n・0安・．鋼ト．‘’H，鎗，1ILて“

量』B・E・ ...’R’E ...’R聾 ，．，陸軍圏 .”R聾

畿（Fe) ルーチンに 1.o-1.2m, 日”・ーには 1曹叩血争M,8m&fF,'8mc
鐙与しないホ ’E加し恥曲 問。..噌

亜鉛（Zn) 2.5-5m1 2.0 5m1 25-5m& M.11m&fF,8叫

鋼（Cu) 0.3-0.5m1 0.3-0.Sm& 0.3-0,Sm, OJmc 

マンガン（Mn) 60-100μ, 02-0,3m& 回一1田＂＇ M.l>m&IF, 川町

ヨウ膏(C) Olm& 目量常加的し怠にいは , .... 
クロム（Cc) 10-15m1 10-15μ, 10ー 15m耳 1目• －；~•M＂，！＇：；＇／；~＇：，直
セレン（Se) 20-80j/f 20-00Jlr 20一回J/f

モリブデン（M。） 2011, 自海＊加闘しなにいl玄

【・・：司主・・・四a’~岬g・i隆・．墨固咽；・u脂・，，割：・E包ルロ与《で明ー・e可：ら：・でかM地・宮e会閣．帥a各a曾，晶aれuで‘，たt”，；，向・・u・・~陰~乞h剣a結mでd鰭且曜ニ完お舗にずい曹aるて曾づ膚曾い岬なたもW傘咽械盆に側H，向！.。ス一d円定－シ例2・．制：，；，傘4・””・・L’~たF・~・aえ期る，.. ’..ー・晴与する．
昔~ 勘、M，”・M・h－・~~酬＇；.・・~~愉z・‘... －”：‘，~。側四．、夙御・炉舟n櫓・M抗.~”胸拠提1・2骨＇.泊J•換，.・・＇，，倫：・岨：・闘．・：－，創除匂吻刷、a屯Jt.?004.t・！ll・sn-10
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経腸栄養法

円句；ko・e愛会社文・..工・

栄養補給の遇択基準
-ASPENのガイドラインー

.聾アセスメント

－－滑化曹．能～』 広，t包...隆
『ーも ・・..

YES NO ・a・包窟也

（樋蝕している） （揖備していなし、）竺レ開

! l ぉ.；：
盛期間の渇合 値島章聾 蟹期圃の・合 値静昆J!聾

::.-:. J ：：：ニ掴 ／ ＼ 
消化’，..・a・2・短期 長期奮た~,t.分銅園

間 I ＼~ i ↓ 
γ ＼一＼ 東側ヤグ…聾

.！，鍍聾削 特降車聾剤 消化曹梅幡町田恒

人？山村人＼込戸、d’ 人 ＼ ｛園笹（.n、る｝ 恒!ILてi、恥、1
＋分である倫合 ：.：.：.よ五二＝： 十分である・合・・ロ，R・，、，，符 --;-・・- 町笛をみ~がら

l!盟主!!J

j ょV・E・2・に温い鍵聾鋼 白‘......，、＂＇守 およu・ロ，..，、穆符 一一一句一一・＂ー，臨
里里;_2,_・•：；：i鮮軍司惨・里豊里垂”理豊重量里里望里

経腸栄養の位置づけ

f[ 
p40 

経腸栄養法の歴史

年代 歴史

紀元前 エジプトやギリシアで栄聾剤を注腸

1598年 Capivacccusによる栄隻剤の食道注入

1617年 Fabriciusによる破傷風患者に対する経轟栄聾

1793年 H四聞による畷下筋廃舞患者の栄養治療

1885年 Buscbによる空腸震からの業費注入

1887年 Clement D由自による食道栄聾

1917年 M阿 eによる飯島胃’法

1921 年 Le吋nチューブの作成

1960年代 成分栄聾剤が市販

1980年 Ponskyによる肉視銭的問書造霞

1990年 凶 RO/FASEBによる健脚栄聾ガイドライン髭定

2001年 i'NSTプロジェクト』による本郷での経勝業餐の鉱がり

....... ，副総副 n圃＂＂＇＂＇ト問咽1副作＂＇

静脈栄養時の腸粘膜の形態学的変化
（ラット）

..  盟 lllDJI

経口煩取しているラットの空腸．繊毛 TPNI週間後のラットの空腸..毛lま
に聾錨lまな〈、繊毛間同ltPAS陽性で 聾縮l...繊毛間隙Iま粘液で潟たされる
掠紫色に操まる粘液で満たされてい には歪らない．
る．
目 lloidin固定.PAS蜂色、25情 cclloidin固定PAS換色25情

経腸栄養の特徴

( 1.からだの消化・吸収能を利用する生理的な役与方法 ＼ 

I 2.高エネルギー役与が可能で、施行・維持管理が比較的容易

3代樹上の合併症が少ない

4腸管の機能を保ち、バクテリアルトランスロケーション発生を

I 抑制する

い5経済的である＼ ノ

重

2019/4/23 
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経腸栄養の主な適応

①経口摂取不能または不十分な低栄養患者

（小腸機能lま正常）

②経口標取量が急激に低下した正常栄養状態の患者

（小腸機能lま正常）

③礁下困健、意.障害

④重度黙傷

⑤消化管外痩（排；夜量が比較的少ないもの）

⑥短腸症候群（小腸が30cm以上残存）

⑦炎症性腸疾患（クローン病、潰調書性大腸炎など）

Cll属難聾の離島】 闘 ／叫祉幽軸叩川幅開制 Z”’“＝
①a・・の’E収・縄開化鎗が著L.＜低下している．合
＠鵬’，..舞金に聞奮していると曾
＠コントロール園町な厩治性のτ・a嘩
＠ショックー・・・＂＇金など・曹な本 分ー電解貧’還を必要とする術’
⑤倉温’R’宜・aどの．． 後周炎につながるような廃虚
恋文調陣匪.........金．．．． ，．園

濃厚流動食品・経腸栄養剤の特徴

｜刊誌戸 ｜｜ ぷユ 滑化・
慮分調lW剤

...’E剤

置由貿
7量ノ．

7VI・
ベプテF

ヂキストリμ ヂキストリン ヂキストリン

やや少ない やや少ないり 曹わめて少ないn

主

比厳前車鰐 率直 不良

必要 ー．不要 ー侮不要

晶り 曹わめて少ない）） 曹わゐて少ない））

比較的偉い 高い 高い

。．ツ原イ静則ン脈とラし的イてなン章蜘のて防脂の鐙肪成与官分が有が必量吸要lま収Zさ5%れる2) 

3) 

半固形化栄養剤に期待されること

p42 

凶4

経腸栄養法の禁忌

l、治療効果が期待できない犠合

I ）下鶴消化管槍械的完全閉書（癌などによる）

2）鷹樽性イレウス
3）鑓治性下痢位、急性周炎などによる滋しい下痢

4）炎症性腸疾患愈性増愚例

5）下旬消化管出血
6）消化管外癖（携渡量が多い）

7）.度急性腺炎 躍

8）ショッヲ、多臓寝不全など

2.ほとんど治療効果が期待できない場合

！）癌化学療法による腸管障害が強いとき

2）早期に経口摂食が可能なとき

3）急性胃腸炎
4）癌末期などの事後不良例

5）短腸症候癖（残存小腸30cm以下）

．． 〆・t•，‘・，.........暑のすべて，.，，，イカルヲレント祉 潟01,,11-ul・，，，，... 》

婦急性.炎・eガイドライン2015では届嘗合併flのない’fl倒に経周縁鍵除適応があり11!1・すベ倉、との笹軍がおる

主な経腸栄養剤（薬価基準収載晶）

消化成態分経栄腸餐栄郵養l卸l 半消化態経腸栄養郵j

ラコーj日NF配合経腸用液

液状 ツインライン，.NF
エンシュア・リキッド・

エンシュア’・H
エネーポ’

粉末
エレンターJレ・

エレンタール匂

半固形状 ラコール町F半固形舟l

E’F久・恋文鋼院医学・...安全・・・・R’霊園中”胴

経腸栄養の投与経路(1)

経腸栄養の役与経路

．経口業.法
「緩a胃管法

「経a，法→
・経管栄養法→ 」経.十二指腸・空腸法

」緩痩孔法一食道慮、胃窪、経胃空腸穫、空腸司E

2019/4/23 
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経腸栄養の投与経路（2)
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ー借金管理の重要性一

粉京製剤の調製 、 剤 1，ー？士士、 rでT士士、「一一一「
今 日 RTHI酬 II 紋盤剤 岨，－－ I 

をイルリガートルなどの容器に｜｜（ 舞曲，11・銀首 相象・陵情｜

移し管える時に細菌汚量産の可 ｜ I 』ーーーー・4

能性が高くなります．細菌汚集｜ I 函，面五五示‘亘i
をおこさないように衛生前な鯛｜ 占 圃』ー一吉一－

製・管理をしましょう.RTH製剤｜！ ” 
:;~;;:::::::: I亡主白ε主ョー
減らすことができます． ｜ ． 蝿植

緑風車聾錨何時に細菌汚量由起こりゃすい繍情
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経腸栄養の管理例

舟－ 3～7日で錐持量 一叫 ＋ ー 錐持期 ＋ ！

役与量

｛カロリー）

24時間鐙与時の
16. 7mL/hr 33.3mL/hr 50mνhr 66.7mυhr 83 3mL/hr 

平崎鐙与速度

．”圃... ・ 岬剛 1,u:1・：2):17f-lll

’... ., ... 
経，u世養の合併症として、下痢、腹痛や発黙などの症状が出現することが

あります．

重要なことI弘これらの症状の鳳因を特定して適切な処置をする二とです．

症状の原因のーっとして栄建制または猿与ルートの細菌汚綾があります．

今回i立、経腸栄養のリスヴマネジメント“衛生管理の量要性”について紹介

します．

。 翻観した栄霊剣lま清潔に取り扱い、長時間放置しないこと

01回の投与時間l主、日時間以内に這入を終了するように心がけること

Olll霊剤注入容暑やチューブを十分に洗浄しl佐燥させること

。 温めることは細菌汚集のリスウを高めるので注憲すること

イルリガートルの曹理においても細菌目指殖に膨審査与えます．難聾綱田鍋菌汚換につ
いて4直射するためにイルリガートルー理方法を4つ霞定し、比舷検討しました．

［方法】 疋圃E樹，也，JJP四，醐却川，，，.，.

1パッヲ（1P）壷400mlとし、 100mL/hrで靖下し‘ 24時間まで注入ボトルから1mlの蝦蟹
剤壷経時的に標取し‘宮まれる・薗散を傭.下にてカウントしまLた．

1P・T ... 1P・7・C<l!・H時偶かけて注入

畢具洗浄盛田遣いによる細菌舷直化白梅前方法

I欝イルリガートルに経・軍聾壷・U'Jlした欝
E欝聾圃決浄したイルリガートル壷使用した欝
E欝毎圃訴しいイルリガートルlこ宜悔した癖
!VIJ，関じイルリガートルに24時間分自値腸.聾剤壷克aし、24時個持続償与した欝

6 
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菌数

1000万卜 ・ー噌 値曹Eし I騨

p46 

I ........・固農浄 nw 
I ・4・聾圃重a mw 

100万ト
『 m・24時間静観 IVW

10万

1万

1000 

0 2 4 6 8 10 12 叫 16 惜 20 22 24時間

..洗浄法の遣いによる細菌愈の紐時変化
【鮪果1
1標、W書では．事明な細菌田崎殖（1目別D惜以上）がみられ曹した.n隣国場合［ま．ある
温度細菌憎殖を抑制（24時間で1凹借）していました.m解でIま．細菌岨殖を抑制してい
ました．

経腸栄養のトラブル
消化器E系の合併症 ・下痢・腹痛

・悪心・瞳吐

・腹飾’E溝感

・便秘

代’射性合併症 ・水分過創設与、脱水
・高血省、低血筒、高窒素血症

・必須脂肪酸欠乏症

・ビヲミン・微量元素欠乏症

・電解質異常

感自在症 ・観様性肺炎、腸内錨薗汚鎗

チューブに関する合併症 ・チューブの事故披去

・チューブの観婦人
・婦人観の皮膚のびらん．潰損事

・チューブの問書
監修：

経腸栄養時の下痢対策
下型嗣発生時の初期対応事項

・投与速度を遅くする．ポンプを用いて一定速度で役与する

・細菌感量産のリスクをチェックする．

密材の洗浄・殺菌を行う．衛生操作を徹底する

その俄留..項

・栄饗~Jの漸曲目中l立、投与量・投与速度を前の段階に戻す

・高浸透庄の製剤jの役与開始時l立、投与速度を遅くする

・食物繊維などを投与する

・半固形化栄養剤jに変更する

同？

し
aspen 

Enter剖 NutritionPracUce R叡:omm開 datioos

Practice Rec。mm町叫atio聞から
権侵レベルAを復曽L寧Lた．

1 経h・~釜剤lま特別に釧練を積んだ担当者が清潔な環境で無菌附に鴎製する．
経腸2世養剤の銅製や績与崎lま.格，：.無菌的手控を行う（A)

2 可能な限り、紛末製剤よりも無薗銅製された湾体の健婦猿肇剤を使用する（A)

3経腸県養管理時l;I:使い槍て手袋の使用吾被実する（A)

4 経h・5世蔓剤を移し替える時l立フリップトップよりはスヴリユーキャッブを用いる（A)

5ドリップチャンパ－脅イプの経腸鎗蔓ポンプIま鍛餐セットから道着して蝶聾剤が銅
薗に汚接されるのを防（＂（A)

6 ヲローズドシステムで役与の場合、24-48時間持続授与できるが、製品の齢明書
に従う（A)

7難餐セットをヲローズドシステムで使用する場合の交錬頻度l立‘製品の観明書に
従う（A)

経腸栄養管理時の注意事項

役与される水分畳に？牢責

経腸栄餐製品は灘度・形状により含有水分量が異なる・I.依田VmLの液体世イプの製品f;I:水分が約85%・l.5k国防nLの液体脅イプの製品Iま水分が釣78%・I.Ok回 Vgの半園形化された緩晶lま水分が釣76%

十トリウムの不思に？宇.

経腸栄養の製品によっては、ナトリウム含有量が少なく、長期管理

を行うことで低ナトリウム血症を生じやすい。

必要に応じてナトリウムの追加役与を行うが、直後混ぜると塩析を

きたしカテーテル問書の原因となるので、白湯などに混ぜて投与．

E坐旦璽きE文学医空恒厘里聖金’思里敏漫喧聖雪里
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