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会 長：小谷　穣治
（神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野 教授）

会 期：2019 年７月 4 日（木）～6 日（土）

会 場： 神戸国際会議場
〒 650-0046　兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目 9-1

TEL：078-302-5200（代表）
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このたび、神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野は、日本外科代謝栄養学会第
56 回学術集会を 2019 年 7 月 4 日（木）から 6 日（土）まで神戸国際会議場にて開催させて頂くことに
なりました。神戸大学としましては、私の出身医局の神戸大学 第一外科の光野 孝雄名誉教授が有馬グ
ランドホテルで第 9 回（1972 年）を主幹して以来実に 47 年ぶりです。伝統と歴史のある本学会の会長
を神戸大学の名のもとに務めさせていただきますことを大変光栄で名誉あることと感激しております。
会員の皆様方に厚く御礼申し上げます。

昨今では外科手技や周術期管理の進歩とともに安全性が著しく高まりましたが、一方で患者の高齢化、
併存症の存在などにより思わぬ合併症に直面することも多くなりました。このような症例では、代謝や
栄養療法が合併症発生の抑制や長期の QOL に大きく影響します。本学会は、まさにこのような外科侵
襲に係る侵襲反応・免疫応答の研究の潮流の原点を作った学会であり、代謝学、栄養学、侵襲学を同時
に学問する唯一無比の学会であると思います。さらに、私が外科医人生の後半を過ごしております救
急・集中治療の分野では外科以上に重症症例が多く、また、麻酔科、内科系各専門領域、小児科、周産
期医療などにおいてもしかりです。したがって、本学会は外科医のみならず救急・集中治療や重症症例
の治療に関わる医療者の方々にももっと広く門戸を広げて行くべきではないかと感じています。

このたび学術集会のテーマは、『エビデンスを超えてゆけ！』としました。これは、並行して開催す
る外科侵襲とサイトカイン研究会の『エビデンスを掘り下げろ！』と対比させています。最近は治療の
標準化が重要視され、エビデンスに基づいたガイドラインの作成が盛んです。診療現場でも特に若い人
たちは「エビデンスがあるのですか？」という質問がよく出ます。私もいくつかのガイドライン作成に
関わってきました。その作成方法は、研究報告＝エビデンスを抽出してメタ解析し、エビデンスレベル
を評価して推奨を作成します。しかし、結局は、単にその治療を行うこと、行わないことが有効である、
あるいは有効でない確率が統計学的に有意に（いくらかのパーセンテージだけ）高いということであっ
て、一方で、眼の前の患者さんにとっての治療は有効か無効か、0％か 100％なのだと思います。エビ
デンスを知っていることは必須ですが、そのうえで、医療の職人としての経験、信条（治療選択におけ
る考え方、哲学と言ってもいいかもしれません）、そして最後は責任をもつという覚悟を以て治療方針
を決めるべきではないかと思います。患者さんにとってもガイドラインに書いてある治療よりそのよう
な医療者の方がよっぽど信頼できるのではないかと思います。そこで、本学会では、基礎的な研究や臨
床的なエビデンスのご発表に加えて、さらにエビデンスを超えてどのように治療方針を決定するか、治
療を進めるか、結果をどう捉えるかというテーマのご発表をしていただき、医療者としての心構えなど
も含めて活発な議論ができるようなプログラムにしたいと考えています。

最近は異常気象が当たり前になってきて、前回の会期中も記録的な大雨に見舞われ、大洪水や土砂崩
れなども発災しました。被災された皆様には心よりお悔やみ申し上げます。また会場に到達できなかっ
た方々もいらっしゃると思います。本会も同じ時期の開催となりますが、天候が良好であることを一生
懸命お祈りいたします。しかし、大雨や猛暑かもしれませんので、会場にはぜひとも軽装、ノーネクタ
イでおいでください。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げるとともに、皆様方の温かいご支援
とご協力をお願い申し上げます。

日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会　開催にあたって

日本外科代謝栄養学会　第 56 回学術集会 会長

小谷　穣治
神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野 教授
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日本外科代謝栄養学会　第56回学術集会
会　長：小谷　穣治
　　　　（神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野　教授）
会　期：2019 年 7 月 4 日（木）～6 日（土）
 ※第 26 回外科侵襲とサイトカイン研究会　同時開催
 ※ NST 医師教育セミナー　5 日（金）・6 日（土）
テーマ：エビデンスを超えてゆけ！
会　場：神戸国際会議場
 〒 650-0046　兵庫県神戸市中央区港島中町 6 丁目 9-1
 TEL：078-302-5200（代表）

 第 1 会場 神戸国際会議場　1 階　メインホール
 第 2 会場　7 月 4 日（木） 神戸国際会議場　3 階　国際会議室
 　　　　　7 月 5 日（金） 神戸国際会議場　5 階　502
 第 3 会場 神戸国際会議場　5 階　501
 ポスター・展示会場 神戸国際会議場　3 階　レセプションホール
 参加受付・PC 受付 神戸国際会議場　1 階　ホワイエ
 NST 医師教育セミナー会場 神戸国際会議場　3 階　国際会議室

大会事務局：神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野
　〒 650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町 7 丁目 5-1
　TEL：078-382-6521（代表）　FAX：078-341-5254
　大会公式ホームページ：http://jssmn56.umin.jp

運営事務局：株式会社インターグループ内
　〒 531-0072　大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル
　TEL：06-6372-9345　　FAX：06-6376-2362
　Email：jssmn56@intergroup.co.jp
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会場

懇親会会場

アリストンホテル神戸
Ariston Hotel Kobe

神戸国際会議場 〒 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目9-1
TEL：078-302-5200（代表）

交通のご案内
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7月5日　第3会場
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7月4日 第2会場
7月5日・6日　NST医師教育セミナー会場

国際会議室
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会議のご案内

2018 年度第 13 回理事会
日時：7 月 3 日（水）13：00～15：30
会場：神戸国際会議場　5 階　「504」

第 56 回定例評議員会
日時：7 月 3 日（水）15：30～17：00
会場：神戸国際会議場　3 階 

「国際会議室」

第 56 回日本外科代謝栄養学会総会
日時：7 月 4 日（木）17：30～18：00
会場：神戸国際会議場　1 階 

「メインホール」（第 1 会場）

2019 年度第 1 回理事会
日時：7 月 4 日（木）12：00～13：00
会場：神戸国際会議場　5 階　「503」

総務・規約委員会
日時：7 月 3 日（水）11：00～12：00
会場：神戸国際会議場　3 階　「303」

編集委員会
日時：7 月 3 日（水）12：00～13：00
会場：神戸国際会議場　3 階　「303」

用語委員会
日時：7 月 3 日（水）11：00～12：00
会場：神戸国際会議場　3 階　「304」

教育委員会
日時：7 月 3 日（水）12：00～13：00
会場：神戸国際会議場　3 階　「304」

臨床試験委員会
日時：7 月 3 日（水）11：00～12：00
会場：神戸国際会議場　3 階　「305」

周術期管理検討委員会
日時：7 月 3 日（水）11：00～12：00
会場：神戸国際会議場　5 階　「503」

学術集会プログラム委員会
日時：7 月 3 日（水）12：00～13：00
会場：神戸国際会議場　5 階　「503」

あり方委員会
日時：7 月 3 日（水）11：00～12：00
会場：神戸国際会議場　5 階　「505」

国際委員会
日時：7 月 3 日（水）12：00～13：00
会場：神戸国際会議場　5 階　「505」
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１日目（７月４日）
第１会場 第２会場 第 26 回外科侵襲とサイトカイン研究会 会場 ポスター・展示会場

１階メインホール ３階国際会議室 ５階 501 ３階レセプションホール

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

8：50-9：00　開会式

9：00-10：40
シンポジウム 1

「エビデンスを超えた
外科・集中治療と
代謝栄養」
座長：土岐　　彰
コメンテーター：花﨑　和弘
特別発言：大柳　治正
S1-1～ S1-6

9：10-9：40
一般演題 1：クリニカルパールズ①
座長：小谷　穣治
O1-1～ O1-3
9：40-10：30
一般演題 2：クリニカルパー
ルズ②
座長：和佐　勝史
O2-1～ O2-5

10：05-10：45
ワークショップ 1
座長：井上　貴昭
　　　海野　倫明

10：00-10：05　開会式

16：10-16：15　閉会式

10：45-11：25
ワークショップ 2
座長：吉留　博之
　　　石倉　宏恭

11：25-12：00
会長賞口演 1・2
座長：小谷　穣治

10：45-12：00
ESSENSE
ミニシンポジウム
座長：鍋谷　圭宏
コメンテーター：深柄　和彦
EMS-1～ EMS-2

11：00-12：00
体液代謝管理研究会・日本輸血
細胞治療学会
ジョイントシンポジウム
座長：土岐祐一郎
BS-1～ BS-3

9：30-10：30
ポスター貼付

15：00-15：48
ポスター発表 1：
ポスター①
座長：宮崎　安弘

15：48-16：44
ポスター発表 2：
ポスター②
座長：片山　寛次

企業展示・ポスター閲覧

12：10-13：10
ランチョンセミナー1

「胃癌胃切除後における体重減少の
真実～ ONS の意義～」
座長：福島　亮治
演者：宮崎　安弘
共催：株式会社大塚製薬工場・
　　　イーエヌ大塚製薬株式会社

15：20-16：30
ワークショップ 2-1

「周術期における栄養療法とそ
の評価」①
座長：鍋谷　圭宏
コメンテーター：平澤　博之
WS2-1-1～ WS2-1-7
16：30-17：00
International Session of Travel Grant
座長：小山　　諭
コメンテーター：矢野　雅彦
　　　　　　　  Ming-Tsan Lin
TG-1～ TG-2

17：00-17：30
一般演題 3：症例報告
座長：東別府直紀
O3-1～ O3-3

13：20-14：00
メディカルスタッフセッション 1

「メディカルスタッフの立場から
栄養を見つめ直す」
座長：比企　直樹
MS1-1～ MS1-4

12：10-13：10
ランチョンセミナー

「麻酔科医が実践する術後回復促進策
―術後早期の DREAM 達成に向けた周
術期管理」
座長：大柳　治正
演者：谷口　英喜
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

13：30-14：30
会長講演
座長：岡　　正朗
演者：小谷　穣治

13：20-14：40
ワークショップ 1

「NST - これまでの軌跡とこれ
からの未来 -」
座長：高橋　路子
コメンテーター：宇佐美　眞
WS1-1～ WS1-8

14：30-15：20
ワークショップ 3
座長：鷲澤　尚宏
　　　大嶋　清宏

15：20-16：10
ワークショップ 4
座長：宮下　知治
　　　目黒　　誠

14：40-15：30
要望演題 1

「長期予後を見据えた栄養療法」
座長：中村　謙介
コメンテーター：西田　　修
RL1-1～ RL1-5

15：30-16：30
JSSMN/KSSMN
Joint Symposium
座長：東口　髙志
　　　Jae-Moon Bae
KS-1～ KS-4

16：30-17：30
特別講演 1

「栄養から考えるこれからの集
中治療」
座長：小谷　穣治
演者：西田　　修

17：30-18：00
総会

18：30-20：20
全員懇親会

神戸ポートピアホテル　本館　地下 1 階「偕楽」
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２日目（７月５日）
第１会場 第２会場※　 第３会場 ポスター・展示会場 NST医師教育セミナー会場

１階メインホール ５階 502 ５階 501 ３階レセプションホール ３階国際会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：30-10：00
要望演題 2

「免疫に着目した栄養療法」
座長：木下　　学
コメンテーター：小野　　聡
RL2-1～ RL2-3

11：00-12：00
特別講演 2

「iPS 細胞が拓いた医学の
展開」
座長：木村　　理
演者：青井　貴之

10：00-11：00
モーニングセミナー

「重症病態の早期経腸栄養にお
ける高たんぱく消化態栄養」
演者：巽　　博臣
共催：ネスレ日本株式会社　ネ
スレヘルスサイエンスカンパニー

12：30-13：30
ランチョンセミナー2

「～知っておくと得する～　目から鱗
の“がん支持療法”～“がん免疫治療”
における「腸能力の活用」とは！」
座長：長谷部正晴
演者：太田　哲生
共催：ミヤリサン製薬株式会社

12：30-13：30
ランチョンセミナー3

「ICU-AW と機能予後：早期か
らの確実な血糖管理の重要性」
座長：土岐祐一郎
演者：井上　茂亮
共催：アボット ジャパン株式会社

11：20-12：10
要望演題 4

「重症病態における栄養療法」
座長：志賀　英敏
コメンテーター：佐藤　　弘
RL4-1～ RL4-5

13：40-14：40
ワークショップ 3

「人生 100 年時代におけ
る高齢者栄養療法」
座長：若井　俊文
コメンテーター：小池　　薫
WS3-1～ WS3-6

13：40-14：40
ワークショップ 2-2

「周術期における栄養療
法とその評価」②
座長：土岐祐一郎
コメンテーター：祖父江和哉
WS2-2-1～ WS2-2-6

15：30-16：30
ポスター撤去

14：50-15：30
一般演題 5：がん・腫瘍①
座長：藤原　義之
O5-1～ O5-4

13：40-14：30
一般演題 8：栄養マー
カー
座長：中山　真美
O8-1～ O8-5

15：30-16：30
一般演題 6：がん・腫
瘍②
座長：桂　　長門
O6-1～ O6-6

14：50-15：40
一般演題 9：消化器
座長：大平　雅一
O9-1～ O9-5

15：50-16：30
一般演題 10：リハビリ
テーション・運動・肥満
座長：山田　知輝
O10-1～ O10-4

14：50-16：35
シンポジウム 2

「ICU ー AW の予防と対
策（早期リハと栄養の観
点から）」
座長：井上　茂亮
コメンテーター：福島　亮治
S2-1～ S2-5

16：35　閉会式

9：30-10：10
要望演題 3

「小児外科領域の栄養療
法の問題と対策」
座長：尾花　和子
　　　尾藤　祐子
RL3-1～ RL3-4

9：30-10：10
一般演題 7：基礎研
究・臨床研究
座長：眞次　康弘
O7-1～ O7-4

10：00～11：00
セッション１：栄養評価
法と栄養スクリーニング
石橋　生哉

11：10～12：10
セッション 2：三大栄養
素、ビタミン・微量元素

（役割、代謝、欠乏症）
飯島　正平

13：40～14：40
セッション３：栄養補
給ルートの選択と栄養
管理プランニング
鷲澤　尚宏

14：45～15：45
セッション４：体液バ
ランス、酸塩基平衡、
電解質異常
和佐　勝史

15：50～16：50
セッション 5：栄養サポー
トチーム（基本理念、運営
方法、活動の実際）
犬飼　道雄

企業展示・ポスター閲
覧

10：30-11：30
一般演題 4：異栄養・
サルコペニア
座長：吉川　貴己
O4-1～ O4-6

10：20-11：20
アミノ酸学会ジョイン
トシンポジウム
座長：古屋　茂樹
　　　深柄　和彦
AS-1～ AS-3

11：40-12：00
メディカルスタッフセッション 2
座長：増本　幸二
MS2-1～ MS2-2

9：50～10：00

開会の辞
土岐　祐一郎

※第 2 会場が 1 日目と異なりますのでご注意下さい。



─ 8 ─

３日目（７月６日）
第１会場 第２会場 第３会場 ポスター・展示会場 NST 医師教育セミナー会場

１階メインホール ５階 502 ５階 501 ３階レセプションホール ３階国際会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：00～10：00
セッション 6：栄養不
良がもたらす影響 ─ 
飢餓・侵襲に伴う生体
の反応と代謝
深柄　和彦

10：10～11：10
セッション７：中心静脈栄
養法および末梢静脈栄養法
の実際・合併症と対策
曹　　英樹

11：20～12：20
セッション８：在宅栄
養療法（HPN、HEN）
長浜　雄志

12：30～13：30
ランチョンセミナー

「経腸栄養剤」～その実
力と新しい可能性～
座長：海堀　昌樹
演者：深柄　和彦
共催：株式会社 明治

13：40～14：40
セッション 9：経腸栄
養法の実際・合併症と
対策
佐々木　雅也

14：45～15：00

修了式・閉会の辞
小谷　穣治
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1．参加登録受付

以下日時・場所にて受付を行います。

日時 場所

7 月 3 日（水） 12：30～18：00 1 階　ホワイエ

7 月 4 日（木） 8：15～18：00 1 階　ホワイエ

7 月 5 日（金） 8：15～16：15 1 階　ホワイエ

7 月 6 日（土） 前日 5 日までにお済ませください

■参加費　　 以下参加費で、日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会・第 26 回外科侵襲
とサイトカイン研究会のいずれのプログラムにも参加が可能です。

 医師 15,000 円
 医師（※注 1） 10,000 円
 研究者（企業含む）・日本アミノ酸学会会員 10,000 円
 メディカルスタッフ 7,000 円
 学部学生 無料
 NST 医師教育セミナー 20,000 円
 ※注 1：第 26 回外科侵襲とサイトカイン研究会 筆頭演者・共同著者に限る
 ※上記参加費に懇親会費は含まれておりません。
■その他参加費
 全員懇親会 3,000 円
 （日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会・
 第 26 回外科侵襲とサイトカイン研究会　共通）

2．プログラム・予稿集
会員の方は必ずご持参ください。
販売：1 部　2,000 円（数に限りがあります）

3．昼食
ランチョンセミナーにてお弁当を用意いたします。時間・会場は日程表をご参照く
ださい。ただし、数には限りがありますことをご了承ください。
なお、整理券の配布は予定しておりません。

4．全員懇親会
日　時：7 月 4 日（木）　18:30～
場　所：神戸ポートピアホテル　本館　地下 1 階　偕楽
参加費：3,000 円
申　込：学会当日、参加受付にてお申し込みください。

5．会場での呼び出し
会場内での呼び出しは行いません。受付周辺に伝言板を設置いたしますので、ご利
用ください。
緊急の場合は、参加受付（1 階ホワイエ）に設置の「総合案内」窓口にお越しくだ
さい。

参加者の皆様へのご案内とお願い
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6．会場内でのご注意
会場内での許可のない録音、写真およびビデオ撮影は、固くお断りいたします。ま
た、携帯電話は、マナーモードに設定していただくか、電源をお切りください。

7．クローク
神戸国際会議場の地下 1 階　リハーサル室にご用意しておりますので、ご利用く
ださい。

8．駐車場
神戸国際会議場の地下に駐車場がございませんので
周辺駐車場をご利用ください。
詳しくは神戸国際会議場 HP をご確認ください。

9．機器展示
学会期間中に 3 階　レセプションホールで機器展示を行います。

10．ドリンクコーナー・休憩所
3 階　レセプションホールに設置いたします。

11．インターネットサービス
神戸国際会議場の館内では無料のワイヤレス LAN 環境が整備されています。詳し
くは館内の掲示をご覧ください。

12．入会のご案内
・日本外科代謝栄養学会のホームページにアクセスの上、手続きをお取りください。
　http://www.jsmmn.jp
・ 当日会場でのご入会をご希望の方は、事務局受付にて備え付けの用紙に必要事項

を記入の上、お手続きください。なお、会場内での年会費の払込などは受け付け
ておりません。

13．その他
・ 大会期間中は記録のため写真撮影、ビデオ撮影を行う予定です。撮影に同意され

ない場合は運営スタッフにその旨をお伝えください。
・貴重品は常に携帯いただき、盗難には十分にご注意ください。

座長・コメンテーター・演者へのご案内

Ⅰ．座長の方へ
口演

・ 座長・コメンテーターは担当セッション開始 10 分前までに、会場最前列の次座
長席にお着きください。

・ セッション開始のアナウンスはありません。時間になりましたら、登壇しセッショ
ンを開始してください。

ポスター
・座長は担当セッション開始 5 分前までに、担当ポスター前にお越しください。
・時間になりましたら、セッションを開始してください。
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Ⅱ．演者の方へ

1．COI自己申告
COI 自己申告の基準（日本外科代謝栄養学会 HP を参照）に基づき、利益相反に
関するスライドを、口演発表者は発表スライドの 1 枚目に、ポスター発表の場合
は掲示の最後に開示してください。

2．講演・口演
1）発表時間

参加者の皆様に活発な討論をしていただくために、発表時間の厳守をお願いいたし
ます。

セッション区分 個別の
発表時間

個別の
質疑時間 総合討論

シンポジウム
「エビデンスを超えた外科・集中治療と代謝栄養」 10 分 5 分 なし

シンポジウム
「ICU ー AW の予防と対策（早期リハと栄養の観点
から）」

10 分 5 分 あり（20 分）

ワークショップ
｢NST　ーこれまでの軌跡とこれからの未来ー｣ 7 分 3 分 なし

ワークショップ
｢周術期における栄養療法とその評価｣ 7 分 3 分 なし

ワークショップ
｢人生 100 年時代における高齢者栄養療法｣ 7 分 3 分 なし

体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会
ジョイントシンポジウム 15 分 5 分 なし

アミノ酸学会ジョイントシンポジウム 15 分 5 分 なし

JSSMN・KSSMN Joint Symposium 10 分 5 分 なし

International Session of Travel Grant 10 分 5 分 なし

ESSENSE　ミニシンポジウム 15 分 なし あり（30 分）

メディカルスタッフセッション 7 分 3 分 なし

要望演題 7 分 3 分 なし

一般演題（口演） 7 分 3 分 なし

一般演題（ポスター） 5 分 3 分 なし

※別途座長より指示のある場合には、上記の限りではありません。
※ 学会のスムーズな進行のため、次演者席は会場前方左側に用意をしております。以降の

演者も次演者席で待機ください。

2）発表方法
・ 投影スクリーンは 1 面で、発表には Windows PC とプロジェクター1 台を使用

いたします。
・ 発表は、PowerPoint による PC 発表のみとします。当日会場でご用意いたし

ます Windows OS は、Windows 10 になります。
・盗難防止につき、発表時には手荷物を檀上へお持ちください。
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発表データの作成に関して
・発表データは、CD-R か USB メモリにてご持参ください。
※ 保存するメディアには発表に必要なデータのみとし、他のデータは保存しないで

ください。
※ 持ち込まれるメディアは、各自にて最新のデータによるウイルスチェックを必ず

行ってご持参ください。
※ バックアップとして予備のデータもお持ちいただくことをお勧めします。
※  Macintosh をご使用の方はご自身のパソコンをお持ちください（【ノートパソ

コンをお持込の場合】をご参照ください）。
※  iPad を使用しての発表はできません。
・ 事務局でご用意しているプレゼンテーションソフトは、PowerPoint 2007・

2010・2016 となります。PowerPoint の機能の中にある「発表者ツール」を
使用しての発表はできません。

・ 発表データに使用するフォントは、Windows に標準搭載されているフォントを
推奨いたします。

　［日本語］MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝・メイリオ
　［英　語］ Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・

Century Century Gothic・Courier New・Georgia
・ PowerPoint 上の動画は使用可能ですが、動画データは Windows Media 

Player で再生できるファイル形式にて作成し、PowerPoint にリンクしてくだ
さい。

※事前に発表データを作成した PC とは別の PC で、動作確認をお願いいたします。
※ 動画データは、PowerPoint データとともに使用する動画ファイルを同一フォ

ルダーに整理し、保存のうえ、ご持参ください。
※ 標準的な動画コーデック以外の動画ファイルの場合、再生に不具合を生じる場合

がございます（動画再生に不安のある方は、ご自身の PC をご持参いただくこと
をお勧めいたします）。

※  PowerPoint で動画ファイルを埋め込み処理された場合は、別途その動画ファ
イルもご持参いただくことをお勧めいたします。

・ 発表は、演者ご自身で演台上に設置されているマウス・キーボードを操作し行っ
てください。

・次演者の方は、前の演者が登壇後すぐに次演者席にお着きください。

【ノートパソコンをお持ち込みの場合】
・Macintosh をご使用される方は、ご自身の PC をお持ちください。
・会場のプロジェクターへの接続端子は D/Sub15pin ミニでご用意しております。
・ Macintosh や一部の Windows マシンでは変換コネクタが必要となりますので、

必ずご持参ください。
・タブレット端末でのご発表はご遠慮ください。
・スクリーンセーバー、省電力設定をあらかじめ解除してください。
・AC アダプターは必ずご持参ください。
・故障などの予期せぬトラブルに備え、バックアップデータをご持参ください。
・ 発表の 15 分前には、会場の左側前方のオペレーター席に PC をお持ち込みくだ

さい。口演終了後、オペレーター席で PC を返却いたします。忘れずにお受け取
りください。
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3）PC 受付
・ ご発表の 60 分前（朝一番のセッションは 15 分前）までに、PC 受付にて発表

データの受付および動作確認を行ってください。
・受付場所と時間は以下の通りです。
　　場所：神戸国際会議場　地下１階　ロビー
　　時間：7 月 4 日（木）　8:15～17:30
　　　　　7 月 5 日（金）　8:15～16:00

3．ポスター
・ 貼付および撤去は以下の時間内に行ってください。時間を過ぎても取り外されな

いポスターについては事務局にて処分いたしますのでご了承ください。（1 日ご
との張り替えはありません。2 日間通しての掲示・閲覧となります。）

貼　付 閲　覧 発　表 撤　去

7 月 4 日（木） 9：30～10：30 10：30～15：00 15：00～16：44

7 月 5 日（金） ― 9：00～15：30 ― 15：30～16：30

・ 発表時間は 5 分、討論時間は 3 分です。
発表時間を厳守してください。

・ パネルサイズは全体で縦 210cm、横
90cm です。演題番号は事務局で用意
いたします。

　 　演題名・所属・氏名は上方の演題番号
の横に縦 20cm・横 70cm に納まるよ
うにご自身でご用意ください。掲示用の
ピン貼付および撤去は事務局で用意いた
しますが、セロテープ、接着剤は使用で
きませんのでご注意ください。

・ 発表開始の 10 分前には、ご自身のパネ
ルの前にお越しください。

Ⅲ．学術集会に関する問い合わせ先
日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会　運営事務局
株式会社インターグループ内
〒 531-0072　大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1　インターグループビル　
TEL：06-6372-9345　　　FAX：06-6376-2362
Email：jssmn56@intergroup.co.jp
URL：http://jssmn56.umin.jp
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第1日目　7 月 5 日（金）

9：50〜10：00	 開会の辞
土岐祐一郎（大阪大学）

10：00〜11：00	 	セッション１：	
栄養評価法と栄養スクリーニング
石橋　生哉（公立八女総合病院）

11：10〜12：10	 	セッション 2：	
三大栄養素、ビタミン・微量元素（役割、代謝、欠乏症）
飯島　正平（大阪国際がんセンター）

（ランチョンセミナー　日本外科代謝栄養学会第56回学術集会のプログラムにご参加く
ださい）

13：40〜14：40	 セッション３：	
	 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング

鷲澤　尚宏（東邦大学）

14：45〜15：45	 セッション４：	
	 体液バランス、酸塩基平衡、電解質異常

和佐　勝史（大阪大学）

15：50〜16：50	 	セッション５：	
栄養サポートチーム（基本理念、運営方法、活動の実際）
犬飼　道雄（岡山済生会総合病院）

セミナースケジュール

ＮＳＴ医師教育セミナー
　日本外科代謝栄養学会ならびに日本静脈経腸栄養学会の共催にて、NST 医師教育セミ
ナーを開催いたします。

日　程：2019 年 7 月 5 日（金）～7 月 6 日（土）
会　場：神戸国際会議場 3 階 国際会議室
受講料：20,000 円

　　　　　　※ 本セミナーの受講料にて、日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会および
第 26 回外科侵襲とサイトカイン研究会への参加が可能です。

参加方法：本セミナーの受講には事前参加申込が必要です。
　　　　　 詳細は日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会のホームページにてご確認く

ださい。
受講証明：全講義受講者には「NST 医師教育セミナー修了証」を発行いたします。
　　　　　 この修了証は栄養サポートチーム加算の施設基準要件である専任医師の 10

時間以上の研修を証明するものです。
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第2日目　7 月 6 日（土）

9：00〜10：00	 	セッション６：	
栄養不良がもたらす影響―飢餓・侵襲に伴う生体の反応と代謝
深柄　和彦（東京大学）

10：10〜11：10	 	セッション７：	
中心静脈栄養法および末梢静脈栄養法の実際・合併症と対策
曹　　英樹（大阪府立母子保健総合医療センター）

11：20〜12：20	 セッション８：	
	 在宅栄養療法（HPN、HEN）

長浜　雄志（九段坂病院）

12：30〜13：30	 ランチョンセミナー	
	 「経腸栄養剤」〜その実力と新しい可能性〜

座長　海堀　昌樹（関西医科大学）
演者　深柄　和彦（東京大学）
共催　株式会社 明治

13：40〜14：40	 	セッション９：	
経腸栄養法の実際・合併症と対策
佐々木雅也（滋賀医科大学医学部附属病院）

14：45〜15：00	 修了式・閉会の辞
小谷　穣治（神戸大学）
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7 月 4 日（木）　第1会場（メインホール）

開会式　8：50〜9：00

シンポジウム 1　9：00〜10：40

エビデンスを超えた外科・集中治療と代謝栄養
座長：土岐　　彰（戸塚共立第二病院）

コメンテーター：花﨑　和弘（高知大学医学部外科学講座外科1）
特別発言：大柳　治正（近畿大学・大阪暁明館病院）

S1-1	 大腸癌における周術期全身性炎症反応蓄積の腫瘍学的予後へのインパクト
○奥川 喜永、問山 裕二、山本 晃、浦谷 亮、大村 悠介、井出 正造、近藤 哲、安田 裕美、

藤川 裕之、大北 喜基、横江 毅、廣 純一郎、大井 正貴、荒木 俊光、楠 正人
三重大学消化管・小児外科学講座

S1-2	 高脂肪食による炎症増悪のエビデンスを超えていけるか？：マウス腸管虚血再
灌流モデルでの基礎的検討
○渡邊 智記 1，2）、深柄 和彦 2）、村越 智 2）、東園 和哉 2）、Watkins 彩子 2）、野口 緑 2）、

安原 洋 2）、上野 秀樹 1）

1）防衛医科大学校外科、2）東京大学医学部附属病院手術部

S1-3	 術前サルコぺニア改善栄養プログラム開発とその効果-上部消化管領域と肝胆膵
領域術前患者との比較を中心として-
○桂 長門、東口 髙志、村井 美代
藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座

S1-4	 敗血症時の免疫麻痺に対する免疫チェックポイント阻害薬
○渡邉 栄三 1，2）、西田 修 3）、垣花 泰之 4）、織田 成人 5）

1）千葉大学大学院医学研究院総合医科学講座、2）東千葉メディカルセンター救命救急センター
3）藤田医科大学麻酔・侵襲制御医学講座、4）鹿児島大学大学院救急・集中治療医学
5）千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

S1-5	 重症病態における代謝解析からみるアミノ酸の新しい意義
○堤 理恵 1）、山本 智子 1）、中西 信人 2）、阪上 浩 1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部、2）徳島大学病院救急・集中治療部

S1-6	 エビデンスの再考による高度侵襲外科手術に対する包括的周術期栄養管理
○土師 誠二、亀井 武志、野口 耕右、吉川 徹二、今西 勉
蘇生会総合病院外科
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ESSENSE ミニシンポジウム　10：45〜12：00

座長：鍋谷　圭宏（千葉県がんセンター食道・胃腸外科）
コメンテーター：深柄　和彦（東京大学医学部附属病院手術部）

EMS-1	 ESSENSEプロジェクト理念に沿った周術期PONV対策と今後の展望
○真貝 竜史 1，2）、福崎 孝幸 1）、沖村 駿平 1）、伊藤 善郎 1）、谷口 嘉毅 1）、深田 唯史 1）、

西田 久史 1）、高山 治 1）、吉岡 節子 2）、北篠 茂幸 2）、大東 弘明 1）

1）大阪府済生会千里病院消化器外科、2）大阪府済生会千里病院乳腺内分泌外科

EMS-2	 消化器癌術後の腸管麻痺発症に関する多施設共同後ろ向き観察研究
○松井 亮太 1，2）、石橋 生哉 2）、海堀 昌樹 2）、佐藤 弘 2）、真貝 竜史 2）、谷口 英喜 2）、

鍋谷 圭宏 2）、深柄 和彦 2）、眞次 康弘 2）、宮田 剛 2）、若林 秀隆 2）、鷲澤 尚宏 2）

1）順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科、2）ESSENSEプロジェクト

ランチョンセミナー1　12:10〜13:10

座長：福島　亮治（帝京大学医学部外科学）

LS-1	 胃癌胃切除後における体重減少の真実〜ONSの意義〜
宮崎　安弘（大阪急性期・総合医療センター消化器外科）
� 共催：株式会社大塚製薬工場・イーエヌ大塚製薬株式会社

ワークショップ 1　13：20〜14：40

NST　─これまでの軌跡とこれからの未来─
座長：高橋　路子（神戸大学医学部附属病院栄養管理部 /糖尿病・内分泌内科）

コメンテーター：宇佐美　眞（甲南女子大学医療栄養学部）

WS1-1	 NST 専従者配置中止後の活動報告
○佐藤 弘、森 ひろみ、永田 早紀、古田島 太、中平 光彦、小山 勇
埼玉医科大学国際医療センターNST

WS1-2	 当院におけるNSTの変遷〜必要な患者すべてに対応する栄養サポートへ〜
○内山 里美 1）、宮島 功 1）、近森 正幸 2）

1）社会医療法人近森会近森病院、2）同NSTチェアマン、院長

WS1-3	 NST によるチーム医療の普及と栄養サポートの変遷
○山中 英治、池側 恭洋、北川 克彦、中本 博之、小田 道夫
若草第一病院外科

WS1-4	 地域のがん専門病院におけるNST活動のこれまでとこれから
○鍋谷 圭宏 1，2）、河津 絢子 2）、前田 恵理 2）、金塚 浩子 2）、國松 尚子 2）、白戸 由香子 2）、

羽山 美奈子 2）、上野 浩明 2）、滝口 伸浩 1，2）、佐々木 慶太 1，3）、高橋 直樹 1，4）

1）千葉県がんセンター食道・胃腸外科、2）千葉県がんセンターNST
3）千葉県がんセンター頭頚科、4）千葉県がんセンター歯科（口腔管理）
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WS1-5	 NST活動における段階的 renovationの有用性－今までと今後に向けた取り組み－
○内田 洋一朗 1，10）、山田 信子 2，10）、山崎 みどり 3，10）、垣内 真子 3，10）、松岡 森 4，10）、

宮内 由利子 5，10）、井下 春美 6，10）、北出 順子 6，10）、宮森 理英子 6，10）、吉田 都 4，10）、
猪崎 愛 4，10）、御石 絢子 2，10）、近谷 仁志 5，10）、松本 忍 6，10）、山城 春華 7，10）、
大洞 佳代子 4，10）、阿部 恵 8，10）、本庶 祥子 8，10）、寺嶋 宏明 1）、佐藤 正人 9，10）

1）（公財）田附興風会医学研究所北野病院消化器外科
2）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養部
3）（公財）田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部
4）（公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーション科
5）（公財）田附興風会医学研究所北野病院薬剤部
6）（公財）田附興風会医学研究所北野病院看護部
7）（公財）田附興風会医学研究所北野病院呼吸器内科
8）（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌科
9）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児外科
10）（公財）田附興風会医学研究所北野病院NST

WS1-6	 当院栄養サポートチームの軌跡と今後の展望
○伊藤 圭子 1）、眞次 康弘 1，2）、延原 浩 3）、下村 清夏 4）

1）県立広島病院栄養管理科、2）県立広島病院消化器・乳腺・移植外科、3）県立広島病院歯科、�
4）県立広島病院看護部

WS1-7	 高度医療機関において求められる栄養療法と栄養サポートチーム（NST）活動
○飯島 正平 1）、松岡 美緒 2）、矢野 雅彦 3）

1）�地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター栄養腫瘍科消化器外科緩和ケアセン
ター

2）地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター栄養管理室
3）地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター消化器外科

WS1-8	 当院 NST活動のこれまでと今、そして未来
○石井 要、長東 菜穂、中野 明日香、樋口 陽子、牧本 泰子、酒井 尚美、中川 清仁、

金原 寛子、近澤 明、小林 沙織、尾山 勝信、竹田 利弥、八木 雅夫
公立松任石川中央病院NST

要望演題 1　14：40〜15：30

長期予後を見据えた栄養療法
座長：中村　謙介（日立総合病院）

コメンテーター：西田　　修（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

RL1-1	 待機的結腸切除手術患者へのプレハビリテーション介入効果が術前サルコペニ
アの有無に与える影響
○南村 智史 1）、市薗 香澄 2）、工藤 雄洋 1）、谷口 英喜 1，2）

1）神奈川県済生会横浜市東部病院栄養部、2）神奈川県済生会横浜市東部病院患者支援センター
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RL1-2	 長期的な肺炎予防・体重維持を目指した食道癌周術期の栄養療法
○川田 三四郎 1）、平松 良浩 1，2）、本家 淳子 2）、渡邉 浩司 2，3）、白井 祐佳 4）、深谷 文香 4）、

羽田 綾馬 1）、廣津 周 1）、村上 智洋 1）、松本 知拓 1）、尾崎 裕介 1）、高橋 善明 1，5）、
森田 剛文 1）、菊池 寛利 1）、馬場 恵 1）、神谷 欣志 1）、坂口 孝宣 1）、加藤 明彦 4，6）、
今野 弘之 7）、竹内 裕也 1）

1）浜松医科大学外科学第二講座、2）浜松医科大学周術期等生活機能支援学講座
3）浜松医科大学リハビリテーション科、4）浜松医科大学附属病院栄養部
5）浜松医科大学附属病院救急部、6）浜松医科大学附属病院血液浄化療法部、7）浜松医科大学

RL1-3	 胃切除術後の早期栄養および運動介入療法の安全性
○井田 智 1）、比企 直樹 2）、熊谷 厚志 1）、大橋 学 1）、布部 創也 1）

1）がん研有明病院消化器外科、2）北里大学上部消化管外科

RL1-4	 膵頭十二指腸切除術における術後体重減少の危険因子の検討
○塚田 暁 1）、田部 大樹 2）、小松 優香 1）、津田 晋 1）、坪井 香保里 1）、八木 健 1）、

田中 洋輔 1）、北村 龍彦 1）、近森 正幸 3）

1）社会医療法人近森会近森病院外科、2）社会医療法人近森会近森病院臨床栄養部、�
3）社会医療法人近森会近森病院透析科

RL1-5	 胃癌患者の筋肉量減少と予後の検討
○河野 友輔、齋藤 博昭、清水 翔太、村上 裕樹、宍戸 裕二、宮谷 幸造、松永 知之、

福本 陽二、藤原 義之
鳥取大学医学部器官制御外科学講座病態制御外科学分野

JSSMN/KSSMN Joint Symposium　15：30〜16：30

座長：東口　髙志（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）
Jae-Moon Bae（KSSMN�President,�Department�of�Surgery,�Samsung�Medical�

Center,Sungkyunkwan�University�School�of�Medicine）

KS-1	 Immunosenescence	in	Critical	Care
○ Shigeaki Inoue
Department�of�Disaster�and�Emergency�Medicine�Kobe,�University�Graduate�School�
of�Medicine,�Kobe,�Japan

KS-2	 Lessening	Morbidity	and	Improving	Survival	after	Surgery
○ Ho-Seong Han 
Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�College�of�Medicine

KS-3	 There	 is	no	definitive	consensus	between	muscle	and	protein/amino	acid	
delivery	for	critically	ill	patients
○ Norio Sato
Ehime�University�Department�of�Emergency�and�Critical�Care�Medicine
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KS-4	 Fish	Oil	Lipid	Emulsion：to	Treat	and	Prevent	Parenteral	Nutrition	Associated	
Liver	Disease
○ Jeong-Min Seo
Division�of�Pediatric�Surgery,�Department�of�Surgery,�Samsung�Medical�Center,�
Sungkyunkwan�University�School�of�Medicine,�Seoul,�Korea

特別講演 1　16：30〜17：30

座長：小谷　穣治（神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野）

SL-1	 栄養から考えるこれからの集中治療
西田 修
藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座

総会　17：30〜18：00
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7 月 4 日（木）　第2会場（国際会議室）

一般演題 1　9：10〜9：40

クリニカルパールズ①
座長：小谷　穣治（神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野）

O1-1	 重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与における脂肪酸分画の検討
○升井 大介 1）、橋詰 直樹 1）、田中 芳明 1，2）、深堀 優 1）、石井 信二 1）、七種 伸行 1）、

古賀 義法 1）、東舘 成希 1）、坂本 早希 1）、鶴久 士保利 1）、八木 実 1）

1）久留米大学医学部外科学講座小児外科部門、2）久留米大学病院医療安全管理部

O1-2	 小腸切除モデルマウスを用いた腸管 adaptation における栄養トランスポーター
関連遺伝子発現変化の検討
○佐々木 理人 1）、小野 健太郎 1）、白根 和樹 1）、田中 保成 1）、相吉 翼 1）、千葉 史子 1）、

五藤 周 1）、瓜田 泰久 1）、新開 統子 1）、高安 肇 1）、中川 嘉 2）、島野 仁 2）、増本 幸二 1）

1）筑波大学医学医療系小児外科、2）筑波大学医学医療系代謝内分泌・糖尿病内科

O1-3	 重症心身障害児を対象とした血中グレリン濃度の栄養指標としての有用性に関
する検討
○銭谷 昌弘 1）、細田 洋司 2）、安井 富美子 3）、荒木 一恵 3）、野瀬 聡子 1）、寒川 賢治 4）、

大植 孝治 1）

1）兵庫医科大学小児外科、2）国立循環器病研究センター研究所再生医療部
3）兵庫医科大学臨床栄養部、4）国立循環器病研究センター研究所

一般演題 2　9：40〜10：30

クリニカルパールズ②
座長：和佐　勝史（大阪大学医学科教育センター）

O2-1	 高糖質食と低糖質高脂肪食がマウスの運動パフォーマンス及びエネルギー代謝
に与える影響
○小岩井 和樹 1）、木下 学 1）、石切山 拓也 1）、伊藤 誓悟 2）、後藤 洋康 2）、遠山 真弥 2）、

中島 正裕 1）、関 修司 1）

1）防衛医科大学校免疫・微生物学、2）防衛医科大学校腎臓・内分泌内科

O2-2	 化学放射線療法を施行した頭頸部癌患者の遠隔期成績におけるグルタミンの影
響：第 2報
○辻本 貴江 1，2）、和佐 勝史 3）、猪原 秀典 4）、伊藤 壽記 2）

1）神戸学院大学薬学部臨床薬学教育研究センター
2）大阪大学大学院医学系研究科統合医療学講座
3）大阪大学大学院医学系研究科医学科教育センター
4）大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座
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O2-3	 小腸切除モデルマウスの作成と肝代謝関連遺伝子発現の変化
○小野 健太郎 1）、佐々木 理人 1）、松坂 賢 2）、島野 仁 2）、増本 幸二 1）

1）筑波大学医学医療系小児外科、2）筑波大学医学医療系代謝内分泌・糖尿病内科

O2-4	 Isosceles	Right	Triangle-shaped	Anastomosis（直角二等辺三角形吻合）術後
患者に対する六君子湯食欲改善効果の検討
○山下 通教 1，2）、東口 髙志 1，2）、桂 長門 1，2）、蟹江 孝樹 3）、村井 美代 1，2）、大原 寛之 1，2）、

川崎 俊 1，2）、中村 謙一 4）、宇山 一朗 4）

1）藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座、2）藤田医科大学病院緩和ケアセンター
3）藤田医科大学病院薬剤部、4）藤田医科大学医学部総合消化器外科

O2-5	 成人小腸移植患者における栄養管理の経験
○當山 千巌 1）、田附 裕子 1）、児玉 匡 1）、阪 龍太 1）、上野 豪久 1）、奥山 宏臣 1）

1）大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科学

体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会ジョイントシンポジウム　11：00〜12：00

座長：土岐　祐一郎（大阪大学大学院医学系研究科消化器外科）

BS-1	 周術期血中アルブミン濃度の意義および膠質液使用に対する外科医の認識に関する
web アンケート調査結果
○福島 亮治 1）、深柄 和彦 2）

1）帝京大学医学部外科学講座、2）東京大学医学部附属病院手術部

BS-2	 血液法の下で医療関係者が取り組むべきアルブミン製剤の適正使用
○河野 武弘
大阪医科大学附属病院輸血室

BS-3	 ヒドロキシエチルスターチはアルブミンの代替となり得るか
○鵜澤 康二 1）、牛山 明 2）

1）杏林大学医学部麻酔科学教室、2）国立保健医療科学院

メディカルスタッフセッション 1　13：20〜14：00

メディカルスタッフの立場から栄養を見つめ直す
座長：比企　直樹（北里大学医学部上部消化管外科）

MS1-1	 特定機能病院での栄養サポートチーム（NST）専従管理栄養士に求められるも
のは？
○松岡 美緒 1）、飯島 正平 2）

1）地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター栄養管理室
2）�地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター栄養腫瘍科消化器外科緩和ケアセンター
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MS1-2	 肥満外科手術後の双胎妊婦に対して多職種による連携介入から学んだ栄養管理
○山田 信子 1，10）、内田 洋一朗 2，10）、御石 絢子 1，10）、牧山 由美 1）、阿部 恵 3，10）、

本庶 祥子 3，10）、北出 順子 4，10）、井下 春美 4，10）、宮森 理英子 4，10）、松本 忍 4，10）、
松岡 森 5，10）、吉田 都 5，10）、宮内 由利子 6，10）、山崎 みどり 7，10）、垣内 真子 7，10）、
小薗  祐喜 8）、佐藤 正人 9，10）

1）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養部
2）（公財）田附興風会医学研究所北野病院消化器外科
3）（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌科
4）（公財）田附興風会医学研究所北野病院看護部
5）（公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーション科
6）（公財）田附興風会医学研究所北野病院薬剤部
7）（公財）田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部
8）（公財）田附興風会医学研究所北野病院産婦人科
9）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児外科
10）（公財）田附興風会医学研究所北野病院NST

MS1-3	 咽喉頭食道全摘術患者に対して超高濃度栄養食付加によって体重減少を抑制で
きた 1例
○山田 悠史 1）、小川 了 1，2）、中村 吉博 1）、田中 達也 2）、大久保 友貴 2）、瀧口 修司 2）

1）名古屋市立大学病院臨床栄養管理室、2）名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科

MS1-4	 リフィーディング症候群リスク患者における静注または内服リン製剤に関する
検討
○浅場 幸子 1）、山田 知輝 2）、北口 剛吉 1）、村田 久枝 1）

1）大阪警察病院薬剤部、2）大阪警察病院ER・救命救急科

ワークショップ 2-1　15：20〜16：30

周術期における栄養療法とその評価①
座長：鍋谷　圭宏（千葉県がんセンター食道・胃腸外科）

コメンテーター：平澤　博之（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）

WS2-1-1	スリーブ状胃切除における多職種介入術前減量入院の効果とNLRによる術後減
量効果予測
○柏原 秀也 1）、島田 光生 1）、吉川 幸造 1）、東島 潤 1）、宮谷 知彦 1）、徳永 卓哉 1）、

西 正暁 1）、高須 千絵 1）、濵田 康弘 2）

1）徳島大学消化器・移植外科、2）徳島大学疾患治療栄養

WS2-1-2	cStage	II/III 食道癌患者における周術期の栄養指標変化と手術成績
○日景 允、谷山 裕亮、櫻井 直、佐藤 千晃、高屋 快、岡本 宏史、今野 卓朗、氏家 直人、

内藤 剛、海野 倫明、亀井 尚
東北大学病院総合外科
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WS2-1-3	PNI は胃癌Conversion	surgery のタイミングをはかるうえで参考になる	
○山本 和義、大森 健、柳本 喜智、新野 直樹、青山 佳正、飛鳥井 慶、長谷川 慎一郎、

牛込 創、山田 大作、杉村 啓二郎、西村 潤一、和田 浩志、高橋 秀典、安井 昌義、
宮田 博志、大植 雅之、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター消化器外科

WS2-1-4	術前の筋質低下は胃癌術後の重症合併症の予測因子である
○松井 亮太、稲木 紀幸、大塚 知博、野本 潤、小濱 信太郎、東 大輔、行田 悠、本庄 薫平、

嵩原 一裕、大内 昌和、永仮 邦彦、石崎 陽一
順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科

WS2-1-5	食道癌周術期における管理栄養士の継続的栄養介入の評価
○小川 了 1，2）、山田 悠史 2）、中村 吉博 2）、早川 俊輔 1）、藤幡 士郎 1）、中屋 誠一 1）、

大久保 友貴 1）、佐川 弘之 1）、田中 達也 1）、瀧口 修司 1）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科、2）名古屋市立大学病院臨床栄養管理室

WS2-1-6	胃切除後早期の経口栄養剤の服薬率が体重減少に及ぼす影響〜 KSES001 試験
より〜
○木村 豊 1，2）、西川 和宏 2）、岸 健太郎 2）、井上 健太郎 2）、松山 仁 2）、赤丸 祐介 2）、

田村 茂行 2）、川田 純司 2）、川瀬 朋乃 2）、川端 良平 2）、高木 麻里 2）、藤井 千賀 2）、
下川 敏雄 3）

1）近畿大学医学部外科、2）関西消化器癌栄養療法研究会
3）和歌山県立医科大学臨床研究センター

WS2-1-7	食道癌手術症例における術前血中Glutamine 濃度と合併症率の検討
○中屋 誠一、小川 了、早川 俊輔、藤幡 士郎、大久保 友貴、佐川 弘之、田中 達也、

高橋 広城、松尾 洋一、瀧口 修司
名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科学

International Session of Travel Grant　16：30〜17：00

座長：小山　　諭（新潟大学大学院保健学研究科）
コメンテーター：矢野　雅彦（大阪国際がんセンター消化器外科）

Ming-Tsan Lin（Department�of�Surgery,�National�Taiwan�University�Hospital）

TG-1	 Prognostic	significance	of	postoperative	sarcopenia	in	the	long-term	survival	
of	gastric	cancer	patients
○Young Suk Park1）、Do Joong Park2，3）、Sa-Hong Min1）、Sang-Hoon Ahn1）、

Hyung-Ho Kim1，3）

1）Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�Bundang�Hospital,�Korea
2）Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�Hospital,�Korea
3）Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�College�of�Medicine,�Korea

TG-2	 Reversing	Home-Total	Parenteral	Nutrition	 to	Enteral	Nutrition	 -	A	30-year	
Experience	of	NTUH
○ Han-Yu Wu、Po-Da Chen、Ming-Tsan Lin
National�Taiwan�University�Hospital



─ 28 ─

一般演題 3　17：00〜17：30

症例報告
座長：東別府直紀（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /NST）

O3-1	 膵頭十二指腸切除術後 6年目に高血糖によりCA19-9 偽陽性を呈した膵癌術後
の 1例
○河合 雅彦、小森 充嗣、前田 健一、小塩 英典、服部 公博、三井 範基、川尻 真菜、

林 弘賢、佐藤 悠太、杉本 琢哉、仁田 豊生、田中 千弘、長尾 成敏、國枝 克行
岐阜県総合医療センター外科

O3-2	 横行結腸切除術後に上腸間膜動脈症候群をきたしたパーキンソン病の 1例
○中村 誠志 1）、大島 秀紀 1）、西舘 敏彦 2）、沖田 憲司 2）、竹政 伊知朗 2）

1）社会医療法人禎心会札幌禎心会病院消化器外科
2）札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科

O3-3	 結腸右半切除後の低栄養と膵外分泌機能低下にパンクレリパーゼが有用であっ
た 1例
○嵩原 一裕 1）、石崎 陽一 1）、永仮 邦彦 1）、吉川 征一郎 1）、稲木 紀幸 1）、大内 昌和 1）、

松井 亮太 1）、東 大輔 1）、小濱 信太郎 1）、野本 潤 1）、大塚 知博 1）、福永 正氣 1）、
坂本 一博 2）

1）順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科、2）順天堂大学下部消化管外科
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7 月 4 日（木）　ポスター・展示会場（レセプションホール）

ポスター発表 1　15：00〜15：48

ポスター①
座長：宮崎　安弘（大阪急性期・総合医療センター消化器外科）

P-01	 術前サルコペニアがクローン病術後の疾患活動性低下に及ぼす影響
○安枝 明日香 1）、荻野 崇之 1）、武田 和 1）、三吉 範克 1）、高橋 秀和 1）、原口 直紹 1）、

畑 泰司 1）、松田 宙 1）、山本 浩文 1，2）、水島 恒和 1，3）、森 正樹 4）、土岐 祐一郎 1）

1）大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学、2）大阪大学大学院医学系研究科保健学分子病理学
3）大阪大学大学院医学系研究科炎症性腸疾患治療学寄附講座
4）九州大学大学院消化器・総合外科

P-02	 NOMI にて短腸症候群となり間欠的 TPN管理にて栄養状態のみならずPS向上
を得ることができた 1例
○小森 充嗣、前田 健一、河合 雅彦
岐阜県総合医療センター

P-03	 高度進行胃癌集学的治療において積極的栄養介入が奏効した症例
○宮崎 安弘 1）、黒川 幸典 1）、高橋 剛 1）、山崎 誠 1）、牧野 知紀 1）、田中 晃司 1）、

中島 清一 1）、森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）

1）大阪大学消化器外科、2）九州大学消化器・総合外科

P-04	 全身熱傷の栄養管理にNST介入が有用だった一例
○吉田 聖子 1）、立石 渉 1）、青木 誠 2）、常川 勝彦 1）、長嶺 歩 1）、齋藤 恭代 1）、齊賀 桐子 1）、

大嶋 清宏 2）、山田 正信 1）

1）群馬大学医学部附属病院NST、2）群馬大学医学部附属病院救急・総合医療センター

P-05	 病態に応じた嚥下リハビリとNST介入による栄養管理が奏功した術後嚥下障害
を有する食道癌患者の 1症例
○山本 しおり 1）、間野 政行 1）、矢内 敬子 1）、滝沢 未来 1）、高木 敏之 1）、安井 真理香 1）、

永田 早紀 2）、森 ひろみ 2）、佐藤 弘 3）、宮脇 豊 3）、藤原 直人 3）、牧田 茂 4）、高橋 秀寿 5）、
丸山 元 5）、内田 龍制 4）

1）埼玉医科大学国際医療センターリハビリ訓練室、2）埼玉医科大学国際医療センター栄養部
3）埼玉医科大学国際医療センター消化器外科
4）埼玉医科大学国際医療センター心臓リハビリテーション科
5）埼玉医科大学国際医療センター運動呼吸器リハビリテーション科

P-06	 浸潤性膵管癌におけるNLR,PLR,LMRが予後に与える影響
○上野 峰、森田 高行、藤田 美芳、田本 英司、福島 正之、芦立 嘉智、蔦保 暁生
北海道消化器科病院外科
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ポスター発表 2　15：48〜16：44

ポスター②
座長：片山　寛次（福井大学医学部がん専門医育成推進講座）

P-07	 Is	Postoperative	Albumin	Level	Related	with	Surgical	Site	Infection?
○新 智英 1）、兆 警対 1）、兆 声優 1，3）、尹 相鉄 1，3）、朴 秀賢 2）、印 命運 1，3）、金 県喜 1）、

李 昇州 1）、韓 蝶 1）、兆 京分 1）、西 海燕 1）

1）Departments�of�Surgery,�Soonchunhyang�University�Seoul�Hospital,�Seoul,�Korea
2）�Departments�of�Biostatistics,�Soonchunhyang�University�Seoul�Hospital,�Seoul,�
Korea

3）�Departments�of�Nutritional�Support�Team,�Soonchunhyang�University�Seoul�
Hospital,�Seoul,�Korea

P-08	 敗血症下の筋量・筋力低下は廃用よりも炎症に影響される－ラットを用いた検
討－
○山下 勇人、和田 晃、原田 大輔
大塚製薬工場鳴門研究所臨床栄養研究室

P-09	 終末糖化産物受容体阻害アプタマーの敗血症への応用
○古賀 義法 1）、松井 孝憲 3）、田中 芳明 2）、八木 實 1）、山岸 昌一 3）

1）久留米大学医学部外科学講座小児外科部門、2）久留米大学医学部医療安全管理部
3）久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座

P-10	 VAS アンケートを用いた病的肥満患者に対するスリーブ状胃切除術前後の食欲
変化と体重減少効果の検討
○野間 俊樹 1）、宮崎 安弘 1）、田中 晃司 1）、牧野 知紀 1）、高橋 剛 1）、黒川 幸典 1）、

山崎 誠 1）、中島 清一 1）、森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）

1）大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科、2）九州大学大学院消化器・総合外科

P-11	 低亜鉛血症に対する経口硫酸亜鉛投与の効果
○片山 寛次 1）、廣野 靖夫 2）

1）福井大学医学部がん専門医育成推進講座
2）福井大学医学部附属病院がん診療推進センター

P-12	 胃癌患者における末梢血中CD8T 細胞の多機能性と代謝の解析
○木村 裕司 1，2）、榮川 伸吾 3）、藤原 俊義 2）

1）国立病院機構岩国医療センター外科、2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学
3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科免疫学

P-13	 抗癌剤治療中の大腸癌肝転移患者における予後と骨格筋量との関連性
○福岡 達成 1）、永原 央 1）、澁谷 雅常 1）、井関 康仁 1）、松谷 慎治 1）、王 恩 1）、

佐々木 麻帆 1）、南原 幹男 1）、形部 憲 1）、田村 達郎 1）、豊川 貴弘 1）、田中 浩明 1）、
李 栄柱 1）、六車 一哉 2）、八代 正和 1）、前田 清 1）、大平 雅一 1）

1）大阪市立大学大学院消化器外科、2）大阪市立総合医療センター



─ 31 ─

7 月 5 日（金）　第1会場（メインホール）

要望演題 2　9：30〜10：00

免疫に着目した栄養療法
座長：木下　　学（防衛医科大学校免疫微生物）

コメンテーター：小野　　聡（新久喜総合病院消化器センター）

RL2-1	 低糖質高脂肪食の脂質の種類ががんの免疫回避（PD-1）に及ぼす影響
○ Watkins 彩子 1）、深柄 和彦 1，2，3）、村越 智 1，3）、東園 和哉 1，4）、野口 緑 2）、安原 洋 1，2）

1）東京大学大学院医学系研究科侵襲代謝手術医学講座、2）東京大学医学部附属病院手術部
3）東京大学医学部附属病院材料管理部、4）東京大学大学院医学系研究科消化管外科

RL2-2	 immunonutrition の高度侵襲後免疫抑制に対する効果
○古川 勝規、鈴木 大亮、吉富 秀幸、高屋敷 吏、久保木 知、高野 重紹、酒井 望、

賀川 真吾、野島 広之、三島 敬、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院臓器制御外科学

RL2-3	 IL-15 は、高齢マウス敗血症のＴ細胞疲弊とマクロファージ機能を改善し、長期
予後を改善する
○齋藤 雅史 1）、井上 茂亮 1）、山田 勇 1）、安藤 維洋 1）、山下 公大 2）、掛地 吉弘 2）、

福本 巧 3）、小谷 穣治 1）

1）神戸大学医学部医学研究科外科系講座災害・救急医学先進救命救急医学部門
2）神戸大学医学部医学研究科外科系講座食道胃腸外科学分野
3）神戸大学医学部医学研究科外科系講座肝胆膵外科学分野

モーニングセミナー　10：00〜11：00

MS	 重症病態の早期経腸栄養における高たんぱく消化態栄養
巽 博臣
札幌医科大学医学部集中治療部
� 共催：ネスレ日本株式会社　ネスレヘルスサイエンスカンパニー

特別講演 2　11：00〜12：00

座長：木村　　理（山形大学医学部外科学第一講座消化器・乳腺甲状腺・一般外科学分野）

SL-2	 iPS 細胞が拓いた医学の展開
青井 貴之
1）神戸大学科学技術イノベーション先端医療学分野
2）神戸大学医学研究科内科系講座 iPS細胞応用医学分野
3）神戸大学医学部附属病院再生医療臨床応用実現化人材育成センター
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ランチョンセミナー2　12:30〜13:30

座長：長谷部正晴（古川橋病院）

LS-2	 〜知っておくと得する　目から鱗の“がん支持療法”〜	 	
“がん免疫治療”における「腸能力の活用」とは！
太田　哲生
金沢大学消化器・腫瘍・再生外科学
� 共催：ミヤサリン製薬株式会社

ワークショップ 3　13：40〜14：40

人生 100 年時代における高齢者栄養療法
座長：若井　俊文（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器・一般外科学分野（第一外科））

コメンテーター：小池　　薫（京都大学大学院医学研究科初期治療・救急医学分野）

WS3-1	 外科系入院患者における加齢に伴う栄養指標の変化
○前田 圭介 1，2）、石田 優利亜 2，3）、野々垣 知之 2，4）、木下 功 2，4）、嵐山 裕介 2，5）、

井上 寿味子 2，5）、加藤 泰子 2，5）、佐藤 義明 2，5）、柴田 裕紀 2，5）、濱崎 友紀子 2，5）、
藤田 翔一 2，5）、森 直治 1，2）

1）愛知医科大学大学院緩和・支持医療学、2）愛知医科大学病院栄養サポートチーム
3）愛知医科大学病院栄養部、4）愛知医科大学病院薬剤部、5）愛知医科大学病院看護部

WS3-2	 ONS使用患者のアドヒアランス横断研究：医薬品栄養剤と食品栄養剤の比較
○橋詰 直樹 1）、田中 芳明 1，2）、石井 信二 1）、七種 伸行 1）、升井 大介 1）、八木 実 1）

1）久留米大学外科学講座小児外科部門、2）久留米大学病院医療安全管理部

WS3-3	 高齢者食道癌術後の骨格筋減少が再発・予後に与える影響について
○高橋 慶太、上月 亮太郎、問端 輔、岡村 明彦、今村 裕、峯 真司、渡邊 雅之
がん研有明病院

WS3-4	 高齢者食道癌患者に対する、周術期多職種チーム介入の効果
○遠藤 史隆 1）、秋山 有史 1）、二階 春香 1）、馬場 誠朗 1）、木村 聡元 1）、高原 武志 1）、

岩谷 岳 1）、新田 浩幸 1）、大塚 幸喜 1）、肥田 圭介 2）、佐々木 章 1）

1）岩手医科大学医学部外科学講座、2）岩手医科大学医学部医療安全学講座

WS3-5	 高齢食道癌患者における周術期成績
○田村 達郎 1，2）、南原 幹男 1）、形部 憲 1）、櫻井 克宣 2）、藤原 有史 1）、豊川 貴弘 1）、

久保 尚士 2）、田中 浩明 1）、李 栄柱 1）、六車 一哉 1）、八代 正和 1）、大平 雅一 1）

1）大阪市立大学大学院消化器外科、2）大阪市立総合医療センター消化器外科

WS3-6	 高齢者大腸癌患者における骨格筋量が術後合併症に及ぼす影響
○佐々木 麻帆、福岡 達成、永原 央、澁谷 雅常、井関 康仁、松谷 慎治、王 恩、

大平 雅一
大阪市立大学大学院消化器外科
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シンポジウム 2　14：50〜16：35

ICU ─ AW の予防と対策（早期リハと栄養の観点から）
座長：井上　茂亮（神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野先進救命救急医学部門）

コメンテーター：福島　亮治（帝京大学医学部外科学講座）

S2-1	 骨格筋指数を用いた ICU-AWの早期予測に関する後ろ向き研究
○水戸部 優太 1）、小山 諭 2）、内山 美枝子 2）、大橋 和貴 2）、山田 悦子 2）、

ハンサニ アベイウィックレマ 2）、坂井 さゆり 2）、菊池 裕子 2）、森下 慎一郎 3）

1）帝京大学医療技術学部看護学科、2）新潟大学大学院保健学研究科
3）新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科

S2-2	 筋合成の生理から考える ICU-AW対策
○中村 謙介
日立総合病院救急集中治療科

S2-3	 周術期管理の中で管理栄養士が病棟常駐する意義
○田部 大樹 1）、内山 里美 1）、宮島 功 1）、田中 健太郎 2）、塚田 暁 3）、近森 正幸 4）

1）社会医療法人近森会近森病院栄養サポートセンター
2）社会医療法人近森会近森病院リハビリテーション部、3）社会医療法人近森会近森病院外科
4）社会医療法人近森会近森病院理事長

S2-4	 ICU-AWの予防をめざす早期からの蛋白栄養と理学療法
○大島 拓 1）、佐藤 由美 2）、春山 美咲子 3）、今井 正太郎 4）、鶴岡 裕太 2）、菅野 はるな 3）、

佐藤 菜緒 3）、古川 誠一郎 4）、竹内 純子 3）、織田 成人 1）

1）千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学、2）千葉大学医学部附属病院臨床栄養部
3）千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU病棟、4）千葉大学医学部附属病院理学療法部

S2-5	 Toll	 like	 receptor	4	経路は骨格筋新生および骨格筋タンパク質融解の両方を仲
介する
○大野 雄康、井上 茂亮、斉藤 雅史、藤浪 好寿、小谷 穣治
神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野

閉会式　16：35
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7 月 5 日（金）　第2会場（502）

要望演題 3　9：30〜10：10

小児外科領域の栄養療法の問題と対策
座長：尾花　和子（埼玉医科大学小児外科）

尾藤　祐子（神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学分野）

RL3-1	 小児周術期カルニチン動態の検討
○千葉 正博、杉山 彰英、中山 智理、入江 理絵、大澤 俊亮、川野 晋也、渡井 有
昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門

RL3-2	 短腸症候群モデルラットを用いたGLP-2 の IFALDに対する予防効果の検討
○矢野 圭輔、加治 建、大西 峻、町頭 成郎、村上 雅一、馬場 徳朗、春松 敏夫、山田 耕嗣、

桝屋 隆太、中目 和彦、向井 基、家入 里志
鹿児島大学病院小児外科

RL3-3	 在宅栄養へ移行した腸管不全児の管理から感じたこと－多職種チーム支援の必
要性について
○武藤 充 1，2，3，8）、杉田 光士郎 1，2，4）、馬場 徳朗 1，3，4）、松久保 眞 1，4）、野口 啓幸 1，4）、

佐々木 理恵 1，5）、久保 朋美 1，5）、久保 美佐子 1，6）、鈴木 恵美子 1，6）、加治佐 めぐみ 1，7）、
大橋 宏史 1，2）、Paul  Wales8）、茨 聡 1，2）

1）鹿児島市立病院腸管リハビリテーションサポートチーム（WISH）
2）鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科
3）鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野、4）鹿児島市立病院小児外科
5）鹿児島市立病院医療連携室、6）鹿児島市立病院栄養管理部
7）鹿児島市立病院メンタル外来科
8）�Group�for�Improvement�of�Intestinal�Function�and�Treatment（GIFT）、SickKids,�
Canada

RL3-4	 Total	colonic	aganglionosis 患者に対する中長期予後からみた栄養管理
○田附 裕子、上野 豪久、阪 龍太、野村 元成、和佐 勝史、奥山 宏臣
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科

一般演題 4　10：30〜11：30

異栄養・サルコペニア
座長：吉川　貴己（国立がん研究センター中央病院胃外科）

O4-1	 Body	composition は卵巣がん患者の予後に影響しない
○中山 真美 1）、中山 健太郎 2）、京 悟 2）

1）島根県立大学看護栄養学部、2）島根大学医学部産婦人科



─ 35 ─

O4-2	 膵頭十二指腸切除術後の感染性合併症に対する体組成の影響と immunonutrition
の有用性
○文 陽起、古川 勝規、鈴木 大亮、青木 優、吉富 秀幸、高屋敷 吏、久保木 知、高野 重紹、

酒井 望、賀川 真吾、野島 広之、三島 敬、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学

O4-3	 第三相試験臨床試験の登録症例での腹腔鏡下幽門側胃切除と開腹幽門側胃切除
の術後体組成変化の比較
○青山 徹 1，2）、林 勉 1，2）、佐藤 勉 1，2）、山田 貴允 1，2）、長 晴彦 2）、尾形 高士 2）、吉川 貴己 2）

1）横浜市立大学外科治療学、2）神奈川県立がんセンター消化器外科

O4-4	 膵頭十二指腸切除術後合併症における EWGSOPの定義に基づいたサルコペニ
アの影響の検討
○青木 優、古川 勝規、鈴木 大亮、文 陽起、吉富 秀幸、高屋敷 吏、久保木 知、高野 重紹、

酒井 望、賀川 真吾、野島 広之、三島 敬、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学

O4-5	 当院の膵癌患者における膵頭十二指腸切除の治療成績と術前筋肉量に関する検
討
○桂 宜輝、武田 裕、大村 仁昭、阪本 卓也、河合 賢二、村上 剛平、内藤 敦、賀川 義規、

益澤 徹、竹野 淳、村田 幸平
関西労災病院外科

O4-6	 頭頸部癌患者の治療や合併症に対するサルコペニアの影響ついての検討
○北野 睦三 1）、武内 海歌 2，3）、藤原 良平 1）、佐藤 満雄 1）、速水 康介 1）、北村 亜紀子 4）、

鞍田 三貴 2）、土井 勝美 1）

1）近畿大学医学部耳鼻咽喉科、2）武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科
3）現�名古屋女子大学家政学部食物栄養学科、4）近畿大学医学部附属病院看護部
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メディカルスタッフセッション 2　11：40〜12：00

症例検討
座長：増本　幸二（筑波大学医学医療系小児外科）

MS2-1	 経過に合わせた介入目標により適切な栄養管理を行なえた小児症例
○吉田 都 1）、内田 洋一朗 2，10）、富 謙伸 1）、本田 憲胤 1）、猪崎 愛 1，10）、松岡 森 1，10）、

御石 絢子 3，10）、山田 信子 3，10）、井下 春美 4，10）、北出 順子 4，10）、宮森 理英子 4，10）、
松本 忍 4，10）、垣内 真子 5，10）、山崎 みどり 5，10）、宮内 由利子 6，10）、阿部 恵 7，10）、
本庶 祥子 7，10）、熊倉 啓 8）、佐藤 正人 9，10）

1）（公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーション科
2）（公財）田附興風会医学研究所北野病院消化器外科
3）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養部
4）（公財）田附興風会医学研究所北野病院看護部
5）（公財）田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部
6）（公財）田附興風会医学研究所北野病院薬剤部
7）（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌内科
8）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児科
9）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児外科
10）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養サポートチーム

MS2-2	 術後口腔がん患者に対する運動療法と栄養管理に関する症例検討
○田中 孝平 1）、峠田 彩乃 1）、山田 知輝 2）、柏木 宏彦 1）

1）大阪警察病院リハビリテーション技術科、2）大阪警察病院ER・救命救急科

ランチョンセミナー3　12：30〜13：30

座長	：土岐祐一郎 （大阪大学医学部医学系研究科外科学講座消化器外科学）

LS-3	 ICU-AWと機能予後：早期からの確実な血糖管理の重要性
井上 茂亮 
神戸大学大学院医学研究科外科学講座災害・救急医学分野先進救急医学部門
� 共催：アボット�ジャパン株式会社

ワークショップ 2-2　13：40〜14：40

周術期における栄養療法とその評価②
座長：土岐　祐一郎（大阪大学大学院医学系研究科消化器外科）

コメンテーター：祖父江　和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

WS2-2-1	当院の膵頭十二指腸切除術術後の栄養管理とアウトカム
○田部 大樹 1）、内山 里美 1）、宮島 功 1）、田中 健太郎 2）、塚田 暁 3）、近森 正幸 4）

1）社会医療法人近森会近森病院栄養サポートセンター
2）社会医療法人近森会近森病院リハビリテーション部
3）社会医療法人近森会近森病院外科、4）社会医療法人近森会近森病院理事長
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WS2-2-2	消化器癌患者の安静時エネルギー消費量の予測式の作成
○守川 恵助 1）、田平 一行 2）、春木 祐司 3）、正見 勇太 3）、中橋 央棋 3）、武村 裕之 1）、

稲葉 匠吾 1）、上田 真也 1）、楠木 晴香 1）、橋爪 裕 1）、今岡 泰憲 1）、廣瀬 桃子 1）、
山口 みさき 1）、松井 俊樹 3）、下村 誠 3）

1）松阪市民病院リハビリテーション室
2）畿央大学健康科学部
3）松阪市民病院外科

WS2-2-3	消化器癌手術症例に対する‘術前栄養リハビリ強化プログラム’導入の取り組
みと短期成績に関する検討
○児山 香 1）、柴田 近 1）、小川 仁 1）、中野 徹 1）、山本 久仁治 2）、長尾 宗紀 1）、安本 明弘 1）、

高見 一弘 2）、武山 大輔 1）、佐瀬 友彦 1）、木村 俊一 1）、澤田 健太郎 1）、早坂 朋恵 3）、
片寄 友 2）

1）東北医科薬科大学消化器外科、2）東北医科薬科大学肝胆膵外科
3）東北医科薬科大学病院管理栄養部

WS2-2-4	膵頭十二指腸切除術における術前免疫栄養療法の有用性	－	特にサルコペニア
患者において免疫栄養療法は有用である	－
○鈴木 大亮、古川 勝規、吉富 秀幸、高屋敷 吏、久保木 知、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科

WS2-2-5	ERAS プログラムを適用した膵頭十二指腸切除術症例における周術期及び在宅
栄養評価
○眞次 康弘 1，2）、伊藤 圭子 1）、延原 浩 3）

1）県立広島病院栄養管理科、2）県立広島病院消化器・乳腺・移植外科、3）県立広島病院歯科

WS2-2-6	肝切除周術期の栄養管理における大建中湯の有用性
○宗景 匡哉、北川 博之、津田 祥、宗景 絵里、上村 直、並川 努、花﨑 和弘
高知大学医学部外科学講座外科

一般演題 5　14：50〜15：30

がん・腫瘍①
座長：藤原　義之（鳥取大学医学部病態制御外科）

O5-1	 胆管癌に対する術前治療が栄養状態・周術期合併症に及ぼす影響についての検
討
○和田 浩志、高橋 秀典、藤井 渉、飛鳥井 慶、長谷川 慎一郎、山田 大作、新野 直樹、

牛込 創、柳本 喜智、高橋 佑典、杉村 啓二郎、山本 和義、西村 潤一、安井 昌義、
大森 健、宮田 博志、大植 雅之、左近 賢人、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター消化器外科
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O5-2	 当院における早期胃癌に対する腹腔鏡下噴門側胃切除術後の食道残胃吻合・噴
門形成の治療成績の検討
○安福 至、山口 和也、棚橋 利行、岩田 至紀、今井 健晴、松井 聡、今井 寿、田中 善宏、

松橋 延壽、高橋 孝夫、吉田 和弘
岐阜大学腫瘍外科

O5-3	 幽門側胃切除術後における体重減少率の検討　- 術式および再建法による比較 -
○広本 昌裕、大塚 耕司、山崎 公靖、五藤 哲、澤谷 鉄央、有吉 朋丈、伊達 博三、

山下 剛史、茂木 健太郎、加藤 礼、斎藤 祥、藤政 浩一郎、青木 武士、村上 雅彦
昭和大学医学部外科学講座消化器・一般外科部門

O5-4	 E-PASSスコアによる膵癌術後患者の予後予測
○森本 昌樹、本城  総一郎、柳生  拓輝、内仲  英、花木  武彦、渡邊  淨司、徳安  成郎、

坂本 照尚、藤原  義之
鳥取大学医学部病態制御外科学

一般演題 6　15：30〜16：30

がん・腫瘍②
座長：桂　　長門（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）

O6-1	 がん患者における代謝動態に基づいた予後予測因子の検討
○村井 美代 1）、東口 髙志 1）、二村 昭彦 1）、都築 則正 1）、桂 長門 1）、大原 寛之 1）、

川崎 俊 1）、山下 通教 1）、井谷 功典 2）

1）藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座、2）藤田医科大学七栗記念病院

O6-2	 膵癌術前化学放射線治療における炎症栄養学的指標の臨床的意義の検討
○秋田 裕史 1）、東口 公哉 1）、江口 英利 1）、岩上 佳史 1）、浅岡 忠史 1）、野田 剛広 1）、

後藤 邦仁 1）、小林 省吾 1）、森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）

1）大阪大学医学部消化器外科、2）九州大学医学部消化器・総合外科

O6-3	 術前化学放射線療法（NACRT）を施行した膵体尾部癌症例における炎症・栄養
指標の変化と予後の関連
○村上 弘大、高橋 秀典、和田 浩志、山田 大作、長谷川 慎一郎、飛鳥井 慶、大植 雅之、

左近 賢人、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター外科

O6-4	 胃癌術後 S-1 補助化学療法の忍容性を予測する周術期因子の検討
○三輪 高嗣、神田 光郎、小林 大介、田中 千恵、園原 史訓、高見 秀樹、服部 憲史、

林 真路、山田 豪、中山 吾郎、小池 聖彦、藤原 道隆、小寺 泰弘
名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学
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O6-5	 食道癌手術における周術期サポートの検討	- e-sheet の導入 -
○原田 宏輝 1）、牛久 秀樹 1）、菊池 奈穂子 2）、細田 桂 1）、鷲尾 真理愛 1）、櫻谷 美貴子 1）、

新原 正大 1）、森谷 宏光 3）、山下 継史 1，4）、比企 直樹 1）

1）北里大学医学部上部消化管外科学、2）北里大学病院栄養部、3）国立病院機構相模原病院外科
4）北里大学医学部新世紀医療開発センター先進外科腫瘍学

O6-6	 胃癌患者の体組成因子と術前化学療法における有害事象発現との関連
○橋本 直佳 1）、黒川 幸典 1）、宮崎 安弘 1）、高橋 剛 1）、田中 晃司 1）、牧野 知紀 1）、

山崎 誠 1）、中島 清一 1）、森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）

1）大阪大学医学部消化器外科、2）九州大学大学院消化器・総合外科
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7 月 5 日（金）　第3会場（501）

一般演題 7　9：30〜10：10

基礎研究・臨床研究
座長：眞次　康弘（県立広島病院栄養管理科 /消化器・乳腺・移植外科）

O7-1	 ヒト肝星細胞株のマトリックス産生に対するω 3系脂肪酸製剤の影響の検討
○渡部 亮 1）、森井 真也子 1）、蛇口 琢 1）、山形 健基 1）、林 海斗 1）、中西 広樹 2）、

佐々木 雄彦 3）、吉野 裕顕 1）

1）秋田大学医学部小児外科学講座、2）秋田大学生体情報センター
3）東京医科歯科大学難治疾患研究所病態生理化学分野

O7-2	 大腸癌術後の麻痺性イレウスに対する周術期口腔ケアの予防効果
○延原 浩 1）、眞次 康弘 2，3）、伊藤 圭子 2）、池田 聡 3）

1）県立広島病院歯科・口腔外科、2）県立広島病院栄養管理科
3）県立広島病院消化器・乳腺・移植外科

O7-3	 食道癌手術患者における術前栄養状態から見た術後合併症予測
○斎藤 祥、大塚 耕司、藤政 浩一郎、広本 昌裕、加藤 礼、茂木 健太郎、山下 剛史、

伊達 博三、有吉 朋丈、五藤 哲、山崎 公靖、青木 武士、村上 雅彦
昭和大学消化器・一般外科

O7-4	 周術期管理センターにおいて全ての全身麻酔症例の口腔評価を行うことで得ら
れた事象　〜第二報〜
○池田 哲也 1）、森山 久美 2）、萬 知子 2）、加賀 あかり 1）、齋藤 英昭 3）、松田 剛明 4）、

大久保 正彦 1）、齋藤 康一郎 1）

1）杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室・顎口腔外科、2）杏林大学医学部麻酔科学教室
3）杏林大学医学部医療管理学、4）杏林大学医学部救急医学教室

アミノ酸学会ジョイントシンポジウム　10：20〜11：20

座長：古屋　茂樹（九州大学大学院農学研究院システム生物工学講座）
深柄　和彦（東京大学医学部附属病院手術部）

AS-1	 集中治療患者における急性期のたんぱく質投与
○矢田部 智昭
高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座

AS-2	 骨格筋萎縮における遺伝子発現制御
○亀井 康富
京都府立大学大学院生命環境科学研究科
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AS-3	 アミノ酸による骨格筋萎縮抑制
○長澤 孝志
岩手大学農学部応用生物化学科

要望演題 4　11：20〜12：10

重症病態における栄養療法
座長：志賀　英敏（帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター）
コメンテーター：佐藤　　弘（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）

RL4-1	 消化器外科領域の周術期重症病態における早期PN
○眞田 雄市、吉村 寛志、下川 敏弘
社会医療法人喜悦会那珂川病院外科

RL4-2	 重症急性膵炎に対する発症早期の栄養投与量・蛋白投与量に関する検討
○巽 博臣 1，2）、赤塚 正幸 1）、数馬 聡 1）、片山 洋一 1）、後藤 祐也 1）、鈴木 信太郎 1）、

菊池 謙一郎 1）、相坂 和貴子 1）、信岡 隆幸 2）、升田 好樹 1）

1）札幌医科大学医学部集中治療医学、2）札幌医科大学医学部消化器・総合、乳腺・内分泌外科

RL4-3	 長期食道破裂後縦隔膿瘍形成症例への栄養学観点からみた手術例
○田中 善宏、坂野 慎哉、末次 智成、今井 健晴、松橋 延壽、高橋 孝夫、山口 和也、

吉田 和弘
岐阜大学腫瘍外科

RL4-4	 目標栄養投与量を決めた群では栄養療法はより適切である
○東別府 直紀 1）、ハイランド ダーレン 2）

1）神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /NST
2）キングストン総合病院臨床研究ユニット

RL4-5	 心臓血管外科術後のペプタメンAFの投与方法の検討
○小宮 洋平太 1，2）、伊藤 淳 1）、盛岡 万里子 2）、櫻井 敬子 2）

1）仙台厚生病院集中治療センター、2）仙台厚生病院NST

一般演題 8　13：40〜14：30

栄養マーカー
座長：中山　真美（島根県立大学看護栄養学部健康栄養学科）

O8-1	 大腸癌患者における術後合併予測因子にPlealbumin は有用か
○稲葉 匠吾 1）、北山 可奈 1）、守川 恵助 1）、今岡 泰憲 1）、武村 裕之 1）、上田 真也 1）、

楠木 晴香 1）、橋爪 裕 1）、廣瀬 桃子 1）、天白 陽介 1）、鈴木 優太 1）、山口 みさき 1）、
松井 俊樹 2）、春木 祐司 2）、正見 勇太 2）、中橋 央棋 2）、下村 誠 2）

1）松阪市民病院リハビリテーション室、2）松阪市民病院外科
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O8-2	 消化器癌患者における術前栄養・予後指標としてのPhase	Angle の臨床的実用
性の検討
○山田 苑子 1，2）、大岩 優 1）、齋藤 裕 1，3）、青谷 望美 1，2）、加木屋 奈津美 1）、谷村 真優 1）、

菊井 聡子 2）、鈴木 佳子 1，2）、松村 晃子 2）、柏原 秀也 2，3）、島田 光生 3）、濵田 康弘 1，2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患治療栄養学分野、2）徳島大学病院栄養部
3）徳島大学病院消化器移植外科

O8-3	 膵癌切除症例におけるNaples	Prognostic	Score の臨床的意義
○中川 暢彦、山田 豪、園原 史訓、高見 秀樹、林 真路、服部 憲史、神田 光郎、小林 大介、

田中 千恵、中山 吾郎、小池 聖彦、藤原 道隆、小寺 泰弘
名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学

O8-4	 胃癌における術前 prognostic	nutrition	index の意義
○三輪 高嗣、神田 光郎、小林 大介、田中 千恵、園原 史訓、高見 秀樹、服部 憲史、

林 真路、山田 豪、中山 吾郎、小池 聖彦、藤原 道隆、小寺 泰弘
名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学

O8-5	 胃癌外科治療における術前コリンエステラーゼ値の有用性について
○廣野 靖夫 1，2）、片山 寛次 2）、成瀬 貴之 1）、片山 外大 1）、呉林 秀崇 1）、横井 繁周 1）、

玉木 雅人 1）、森川 充洋 1）、小練 研司 1）、村上 真 1）、五井 孝憲 1）

1）福井大学医学部第一外科、2）福井大学医学部附属病院がん診療推進センター

一般演題 9　14：50〜15：40

消化器
座長：大平　雅一（大阪市立大学大学院消化器外科）

O9-1	 膵頭十二指腸切除術後脂肪肝の検討
○三島 敬、古川 勝規、吉富 秀幸、高屋敷 吏、久保木 知、高野 重紹、鈴木 大亮、酒井 望、

賀川 真吾、野島 広之、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学

O9-2	 胸部食道癌手術における術後体重減少に関する検討
○久保 祐人、宮田 博志、杉村 啓二郎、新野 直樹、柳本 喜智、山本 和義、大森 健、

大植 雅之、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター

O9-3	 Delta 吻合が困難な症例に対する安全なB-I 再建 -Overlap 法 -
○新野 直樹、大森 健、山本 和義、青山 佳正、飛鳥井 慶、牛込 創、高橋 佑典、

長谷川 慎一郎、山田 大作、杉村 啓二郎、西村 潤一、和田 浩志、高橋 秀典、安井 昌義、
宮田 博志、大植 雅之、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター消化器外科
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O9-4	 胸部食道癌根治術後の再建経路の比較
○石田 智 1）、山崎 誠 1）、牧野 知紀 1）、田中 晃司 1）、宮崎 安弘 1）、高橋 剛 1）、黒川 幸典 1）、

中島 清一 1）、森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）

1）大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学、2）九州大学消化器総合外科

O9-5	 腸瘻排液の自動持続注入システムを工夫し奏功した高位空腸瘻の 1例
○千葉 史子、新開 統子、根本 悠里、川見 明央、牛山 綾、白根 和樹、田中 保成、相吉 翼、

佐々木 理人、小野 健太郎、五藤 周、瓜田 泰久、高安 肇、増本 幸二
筑波大学医学医療系小児外科

一般演題 10　15：50〜16：30

リハビリテーション・運動・肥満
座長：山田　知輝（大阪警察病院ER・救命救急科）

O10-1	 L- カルニチン単独・BCAA 持続単回 /併用投与後の insulinotropic	action と運
動負荷後の骨格筋保護に対する効果
○櫻井 洋一 1）、難波 秀行 2）、王堂 哲 3）

1）千葉県済生会習志野病院外科、2）日本大学理工学部体育研究室、3）ロンザジャパン

O10-2	 腹腔鏡下切除術を施行した下部消化器癌患者の術後在院日数に影響を及ぼす因
子の検討
○峠田 彩乃 1）、田中 孝平 1）、山田 知輝 2）、柏木 宏彦 1）

1）大阪警察病院リハビリテーション技術科、2）大阪警察病院ER・救命救急科

O10-3	 浮腫が下腿周囲長増加に及ぼす影響
○石田 優利亜 1）、前田 圭介 2）、野々垣 知行 3）、木下 功 3）、嵐山 裕介 4）、井上 寿味子 4）、

加藤 泰子 4）、佐藤 義明 4）、柴田 裕紀 4）、濱崎 友紀子 4）、藤田 翔一 4）、松原 奈緒 4）、
森 直治 2）

1）愛知医科大学病院栄養部、2）愛知医科大学病院緩和ケアセンター
3）愛知医科大学病院薬剤部、4）愛知医科大学病院看護部

O10-4	 肥満手術の安全な導入
○田中 達也、小川 了、早川 俊輔、藤幡 士郎、中屋 誠一、大久保 友貴、佐川 弘之、

松尾 洋一、瀧口 修司
名古屋市立大学消化器外科





特別講演　1

7 月 4 日 木　16：30～17：30　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：小谷　穣治　神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野

SL-1　栄養から考えるこれからの集中治療
西田　　修

藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座

特別講演　2

7 月 5 日 金　11：00～12：00　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：木村　　理　山形大学医学部外科学第一講座消化器・乳腺甲状腺・一般外科学分野

SL-2　iPS 細胞が拓いた医学の展開
青井　貴之

神戸大学科学技術イノベーション先端医療学分野
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　集中治療領域における比較的短期の生命予後は、近年目覚ましく改善してきている。一方で、ICU に
長期間入室した生存者の多くは、退院後も長期間に及ぶ、身体障害や精神障害、認知機能の低下が生じ、
社会復帰が困難となっていることが明らかになり、Post intensive care syndrome（PICS）として注目
されている。少子高齢化が進む中で、救命してもその多くが要介護となるような構図は社会的に見ても
決して健全な状態とは言えず、集中治療の存在自体が揺るぎかねない潜在的な問題をはらんでいる。
　PICS の身体障害の主要なものは、ICU-acquired weakness（ICU-AW）と呼ばれるびまん性の筋力
低下であり、重症患者の 40% に発症するともいわれる。重症患者では、ICU 入室後 10 日間に 15-25%
の筋肉を失っているといわれる。ICU-AW は単なる廃用萎縮ではない。主な原因は炎症であり、侵襲
を早期に低減すること（侵襲制御）が、異化亢進を抑えるとともに、長期予後改善に向けた栄養管理に
おいても最重要となる。一方で、Overfeeding による Autophagy の抑制も筋力低下の大きな要因であ
ると考えられている。また、不活動も筋力低下の主な要因であり、早期リハビリは ICU-AW の発症率
を低下させることが示唆されている。しかしながら、十分な蛋白を含む適切な栄養管理を伴わないリハ
ビリは意味をなさない。逆に、栄養管理単独でもその効果は半減する。鎮静と鎮痛を明確に区別し、鎮
痛を主体とした管理も重要である。侵襲制御を行いながら、人工呼吸管理下でも積極的に覚醒させ、栄
養管理と早期からのリハビリを行うことが重要である。これらは、病態を勘案しながら滴定すべき集中
治療のバンドルである。
　Critical care nutrition の目的は、異化を抑えて同化を促すことであるが、侵襲下での栄養管理は複雑
であり、エビデンスが不十分な点も多い。本講演では、私なりのエビデンスの解釈とそれに基づいた我々
の栄養管理を紹介するとともに、これからの集中治療のあり方と栄養管理の位置づけについてお話しし
たい。

特別講演 1　SL-1

栄養から考えるこれからの集中治療
西田　　修

藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座
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　人工多能性幹（induced Pluripotent Stem, iPS）細胞は、体細胞に少数の因子を導入し、特定の環境
下で培養することで得られる多能性幹細胞株である。iPS 細胞は、①生体を構成する様々な細胞に分化
することができる能力（分化多能性）と、②　①の性質を保ちながら無限に増殖することができる能力

（自己複製能）を有している。加えて、③ iPS 細胞は様々な患者あるいは健常者など、個性が判明して
いる個人からの樹立が可能であり、④ある個体を構成する様々な特定の細胞から樹立する事が可能であ
る。これらのことから、iPS 細胞は創薬や病態研究、そして、細胞移植医療への応用が進められている。
iPS 細胞の真の実用化のためには、研究機関において行われる実験等のみならず、予算措置や規制改革、
倫理的問題への対応、強力なチーム作りなどが必要であるが、この全てにわたって我が国では総合的施
策がなされており、着実な成果を挙げている。実際、いくつもの有望なプロジェクトが具体的タイムテー
ブルの上で進行している。
　また、iPS 細胞の発明は、iPS 細胞そのものを用いる研究だけではなく、iPS 細胞の科学的意義やコ
ンセプトに着想を得た多様な研究の展開を生んだ。特定の因子の導入により多能性幹細胞以外の細胞へ
の運命転換を誘導する技術はダイレクト・リプログラミングとよばれ、iPS 細胞の誕生以後、様々な細
胞を作り出すための様々な因子の組み合わせが同定された。また、特定の因子の導入による脱分化と言
う観点から、我々は人工的に癌幹細胞様の性質を有する細胞を作製することにとりくみ、大腸癌と肺癌
において成功した。この技術を用いた研究から、大腸癌においてはバルプロ酸が、肺癌においては抗
IL6 受容体抗体が、それぞれ癌幹細胞標的治療薬となり得る可能性が示唆された。

特別講演 2　SL-2

iPS 細胞が拓いた医学の展開
○青井　貴之

1）神戸大学科学技術イノベーション先端医療学分野
2）神戸大学医学研究科内科系講座 iPS 細胞応用医学分野
3） 神戸大学医学部附属病院再生医療臨床応用実現化人材育成セン

ター
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Several advanced and developing countries are now entering a superaged society, in which the 
percentage of elderly people exceeds 20% of the total population. In such an aging society, the number 
of age-related diseases such as malignant tumors, diabetes, and severe infections including sepsis is 
increasing, and patients with such disorders often find themselves in the ICU.
Age-related diseases are closely related to age-induced immune dysfunction, by which reductions in 
the efficiency and specificity of the immune system are collectively termed “immunosenescence.” The 
most noticeable is a decline in the antigen-specific acquired immune response. The exhaustion of T 
cells in elderly sepsis is related to an increase in nosocomial infections after septicemia, and even death 
over subacute periods. Another characteristic is that senescent cells that accumulate in body tissues 
over time cause chronic inflammation through the secretion of proinflammatory cytokines, termed 
senescence-associated secretory phenotype. Chronic inflammation associated with aging has been 
called “inflammaging,” and similar age-related diseases are becoming an urgent social problem.
In ICUs, several diseases including stroke and sepsis are related to immunosenescence and 
neuroinflammation in the elderly. Several advanced countries with superaged societies face the new 
challenge of improving the long-term prognosis of critical patients.

JSSMN・KSSMN	Joint	Symposium　KS-1

Immunosenescence in Critical Care

Department of Disaster and Emergency Medicine, 
Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan

Shigeaki Inoue
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Lessening morbidity and mortality, and improving survival rate are the goals of surgical team. The 
nutritional management has been tremendously helped reduce morbidity and mortality. Nutritional 
support also improves postoperative outcomes especially in malnourished or undernourished patients, 
old patients and critically ill patients. Therefore, it is also important to screen highly susceptible group. 
With screening, administering adequate nutrition and restoring them to proper status of nutrition 
preoperatively can be possible.
Recently ERAS program has been well propagated in many fields of surgery.  Adoption of ERAS 
program reduces the stressful effect of the surgery and facilitates recovery as well. There are many 
reports that ERAS program improves the patient’s outcomes. This multi-disciplinary approach finds 
the optimal treatment for the individual patient. Among ERAS, minimal invasive surgery will play an 
important role for reducing morbidity.
Recently minimal invasive surgery has been well propagated due to its advantages of early recovery 
and reduced morbidity. Therefore it will be good for the patients if we can combine ERAS with 
minimal invasive surgery.
The inflammation including postoperative complications is associated poor survival of the patients. 
Various efforts should be made to decrease postoperative complications including infectious 
complications. For this, minimize inflammatory status is needed, including antibiotic and adequate 
preventions of infection. Another way is to perform precise and meticulous operations. With this 
strategy in mind, morbidity and mortality will decrease and survival of the patients will be improved.
In conclusion, the new way for optimal patient care combining ERAS with precise minimal invasive 
surgery（ERAS plus PMIS）will prevail in the future. 

JSSMN・KSSMN	Joint	Symposium　KS-2

Lessening Morbidity and Improving Survival 
after Surgery

Department of Surgery, Seoul National University College 
of Medicine

Ho-Seong Han
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Although the importance of nutritional therapy has been emphasized in nutritional guidelines for 
critically ill patients, there are few studies demonstrating the strong evidence of the nutritional 
therapy on long-term outcomes. Critical illness is associated with hypermetabolism and marked 
protein catabolism, and therefore muscle wasting is a frequent finding. Muscle loss and weakness seen 
in clinically has been associated with impaired function and poor clinical outcomes. Several 
international guidelines suggested that high doses of protein in the range of 1.2-2.0 g/kg/day may be 
required in the setting of the intensive care unit. However, we are not sure what the effect of 
administration exogenous protein/amino acids on muscle protein synthesis and balance during anabolic 
response. In another view, how can we optimize the doses of protein/ amino acids and what is the 
difference between via enteral and parenteral? Do we need the change of doses of protein/ amino 
acids for adjust the baseline of muscle volume in each patient, such as between young and elderly 
patients? Thus, we have many questions for protein delivery.  The incidence of sarcopenia and frailty 
in the elderly has been increasing towards the future in Japan, and therefore, the number of critically-
ill elderly patients with various degrees of malnutrition is also increasing. Optimal nutritional therapy 
needs to be initiated on admission to the intensive care unit. Although there is no definitive consensus, 
optimal provision of energy and protein to maintain muscle mass to maintain function is a mainstay. 
We are still in the inextricable maze for critically ill patients. 

JSSMN・KSSMN	Joint	Symposium　KS-3

There is no definitive consensus between muscle 
and protein/amino acid delivery for critically ill 
patients

Ehime University Department of Emergency and Critical 
Care Medicine

Norio Sato
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JSSMN・KSSMN	Joint	Symposium　KS-4

Fish Oil Lipid Emulsion：to Treat and Prevent 
Parenteral Nutrition Associated Liver Disease

Division of Pediatric Surgery, Department of Surgery, 
Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School 
of Medicine, Seoul, Korea

Jeong-Min Seo

Advances in parenteral nutrition（PN）support revolutionized the management of patients with 
intestinal failure in infants. Long term PN induces the liver disease in these infants. Parenteral 
nutrition associated liver disease（PNALD）presents with  jaundice（a serum direct bilirubin 
concentration ＞ 2 mg/dL）, and failure of thrive. Incidence of PNALD is 25% to 60% in infants 
receiving long term PN and the mortality with PNALD was reported 100% at 1 year of diagnosis 
unless they were weaned off PN or received liver/small bowel transplantation. 
Although etiology of PNALD is multifactorial（prolonged duration of PN, enteral nutrition intolerance, 
preterm birth, low birth weight, septicemia, overfeeding, and micronutrient imbalances）, soybean lipid 
emulsion（SOLE）is a major risk factor of pathogenesis of PNALD. SOLE contains high amount of 
phytosterols which contribute to the development of cholestasis. The large amount of omega-6 fatty 
acid and relatively paucity of antioxidants in SOLE may potentiate inflammation and liver injury. 
Fish oil lipid emulsion（FOLE）at 1g/kg per day replacement of SOLE shows resolution of 
biochemical cholestasis with significant decreases in morbidity and mortality. The mechanism of FOLE 
for PNALD may be from differences in its components of FOLE that contains minimal phytosterol and 
is rich in omega-3 fatty acid and alpha-tocopherol. The strategy of FOLE monotherapy for infants 
with PNALD increased survival and many infants with intestinal failure remained alive with long term 
PN without liver/small bowel transplantation. 
Despite these good outcomes, FOLE monotherapy may induce essential fatty acid deficiency（EFAD）
because FOLE have relatively small amount of linoleic acid（LA）and alpha linolenic acid（ALA）.
However, FOLE monotherapy does not lead to the development of EFAD.
Intestinal rehabilitation team of Samsung Medical Center consisting of a pediatric surgeons, 
pharmacists, clinical dietitian, and specialized nursing staff applied FOLE monotherapy to infants with 
PNALD. We have good results. 
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結果

福島　亮治
帝京大学医学部外科学講座

BS-2　 血液法の下で医療関係者が取り組むべきアルブミン
製剤の適正使用

河野　武弘
大阪医科大学附属病院輸血室

BS-3　 ヒドロキシエチルシターチはアルブミンの代替とな
り得るか

鵜澤　康二
杏林大学医学部麻酔科学教室
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【背景および目的】　周術期の血中アルブミン濃度の臨床的意義や術後アルブミン代謝の変化など、詳細
に議論されることは少なく、幾つかの誤解も存在する。例えば血中アルブミン濃度は最も簡便な栄養指
標として広く用いられているものの、この低下は栄養状態よりむしろ炎症状態を反映するとされる。術
後低アルブミン血症の主要因は血管内アルブミンの血管外への移動である。また、術後をはじめとした
急性期にはアルブミンの合成が低下するとの認識が多いようであるが、術後のアルブミン合成に関する
研究報告では、アルブミン合成が増加しているとするものがほとんどである。術後の低アルブミン血症
にアルブミン製剤を投与する外科医も多いと思われるが、昨今のガイドラインでは安定した周術期患者
に対するアルブミン投与は推奨されていない。膠質浸透圧維持目的では、アルブミンのかわりに HES
の使用も考えられるが、外科医にとって HES は馴染みが薄い印象である。そこで、このような観点か
ら我が国の外科医の認識について、実態を明らかにすることを目的とした。
【対象と方法】最近行われた 2 つの Web アンケート調査結果について検討した（日本外科代謝栄養学
会・大塚製薬工場企画、マクロミルケアネット実施）。調査は日本外科代謝栄養学会の評議員（Ｈ群：
n ＝ 35）と、ケアネット会員の一般の外科医（Ｇ群：n ＝ 222）を対象として行われた。
【結果】　術後の血中アルブミン濃度の臨床的意義として最もあてはまるものとしての回答は、（Ｈ群：
Ｇ群）でそれぞれ、栄養指標（23%、42%）、炎症指標（31%、15%）であり、Ｈ群で後者が、Ｇ群で前
者が最多であった。低アルブミン血症の原因として（複数回答）血管外への漏出を挙げたのが（29%、
23%）あったが、分解亢進が両群で最も多く（31%、24%）、肝臓の合成低下（14%：4%）や栄養不良（6%、
6%）も認められた。また術後（炎症状態下）体内のアルブミン合成が増加すると答えた外科医は（14%：
10%）に過ぎなかった。術後低アルブミン血症にアルブミン製剤を投与すると答えたのは（23%：31%）
であった。一方術後に HES を使用することがあると答えたのは（40%：82%）であった。
【まとめ】　一般の外科医はもとより、日本外科代謝栄養学会評議員においてもアルブミンに対する誤解
が少なからず存在していることが示唆された。

体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会ジョイントシンポジウム　BS-1

周術期血中アルブミン濃度の意義および膠質液使用
に対する外科医の認識に関する web アンケート調査
結果
Surgeons' Views on What Perioperative Blood Albumin 
Levels Indicate. Results from Web Questionnaire Surveys.

1） 帝京大学医学部外科学講座
2） 東京大学医学部附属病院手術部
Department of Surgery Teikyo University school of Medicine

福島　亮治 1），深柄　和彦 2）

Ryoji Fukushima，Kazuhiko Fukatsu
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アルブミン製剤（ALB）の使用にあたっては、血液法と薬機法の下で様々な施策が講じられており、
両法に準じた指針、ガイドラインや制度等が通知されている。厚労省が通知する「血液製剤の使用指針」
では、輸血用血液製剤と並んで、血漿分画製剤で唯一、ALB の適正使用に関する指針が示されているが、
ここ数年の指針改正により、科学的根拠に基づいた内容にアップデートされている。輸血管理料の算定
条件の一つとして ALB と赤血球製剤の使用量比が設定されるなど、国策としての適正使用推進により、
1980 年代に世界生産量の 1/3 に達していた同製剤の使用量は、大幅に減少した。しかし、ALB の国内
自給率は改善されたものの、2016 年度で 58.4% に留まっており、血液法の理念を満たしていない。　
平成 31 年 2 月 28 日付けで血液法の基本方針の全面改正が公布された。新基本方針において、国は、
一部の血液製剤の国内自給の確保が改善していないことなどから、今一度、献血者、医療関係者・関係
学会及び患者をはじめとする国民に向け、国内自給の現状について情報提供を行うとともに、国内自給
の必要性を訴えるとしている。また、国内における免疫グロブリン製剤の需要増に対して ALB の需要
は減少傾向にあり、更に、組織接着剤の国内自給の減少により、未利用の中間原料が血漿分画製剤の原
料血漿に発生する現状に留意し、希少疾病用医薬品を含む全ての血漿分画製剤の国内自給の確保を推進
するような方策を検討する方向性が示されている。さらに、国内の血液製剤の国内自給と安定供給の確
保に支障を与えないことを前提とした血漿分画製剤の輸出認可に加えて、同製剤の採算性を維持するた
めの適正な価格交渉の必要性も示されており、過去の改正とはやや趣を異にしている印象が強い。

科学的技術の発展を踏まえた採血等の制限の緩和、採血業の新規参入に対する許可基準の明確化、ガ
バナンスの強化などを含む血液法の改正が審議されるなかで、われわれ医療関係者は、これまでと変わ
らず、血液製剤の国内自給確保と適正使用という血液法の理念に基づいた医療を行う必要がある。特に、
患者への適切かつ充分な説明と同意取得の原則に加えて、血漿分画製剤の原料の由来を患者に説明する
環境整備を進めることが求められている点にも留意すべきであると考える。

体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会ジョイントシンポジウム　BS-2

血液法の下で医療関係者が取り組むべきアルブミン
製剤の適正使用
Appropriate Use of Albumin：Responsibility for Medical 
Professionals Under the Blood Law

大阪医科大学附属病院輸血室
Division of Transfusion Medicine, Osaka Medical College 
Hospital

河野　武弘
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1950 年代の南北朝鮮戦争での人工膠質液の投与から多くの膠質液が投与される時代に突入した。そ
の後様々な研究が報告され、現在では重症患者に対する人工膠質液投与は、制限されている。果たして
これは、正しいのであろうか。重症患者には、アルブミン製剤を投与した方が良いのであろうか。私が
研修医の頃、術後に患者が低アルブミン血症に陥ると、すぐにアルブミン製剤が投与されていた。しか
し、今の臨床現場では、アルブミンの適応が症例ごとに議論され、慎重に投与されている。日本におけ
る年間総使用量は、1999 年に 2268000L、2005 年に 1654000 L、2015 年には 1254000L と年々減少して
いる。2017 年 3 月に「血液製剤の使用指針」が改定された。この中で、周術期はアルブミンの生合成
が促進されており、外部からのアルブミン投与で内部生合成を低下させる可能性があることに言及して
いる。さらに循環血漿量確保の目的で、細胞外液や人工膠質液よりアルブミンが有利であるとするエビ
デンスは乏しいとも述べられている。アルブミン値が低いこと、血圧が不安定であるという理由のみで、
アルブミンを投与することは避けなければならない。一方でヒドロキシエチルスターチ（HES）製剤に
は、腎機能障害や凝固障害などの合併症が報告されており、敗血症患者での使用は控えられている。重
症病態では、血管透過性亢進や臓器浮腫が発生する。この調整を行うのが、内皮細胞上層に存在するグ
リコカリックス（GCX）であり、近年注目されている。GCX は、NO の合成や血管透過性の調整により、
内皮細胞機能を保護し、電荷的にマイナスに帯電して、アルブミンの血管外漏出防止にも役立っている。
我々は、重症病態下の GCX に注目し、マウス大量出血モデルへの輸液蘇生による影響を研究している。
マウスの大量出血モデルを使用し、重症病態の末梢循環を観察した。このモデルに各種輸液（NS vs 
ALB vs VOL）を投与した結果、ALB と VOL で GCX 障害（厚みや syndecan-1 の測定）が有意に低かっ
た。さらに血管透過性に関しては、HES130 が最も効果的であり、HES 製剤が血管内壁に局在しており、
GCX に対して保護的な作用がある可能性が示唆された。本シンポジウムでは、HES130 の新しい輸液
戦略の可能性をお示しできたら幸いである。

体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会ジョイントシンポジウム　BS-3

ヒドロキシエチルスターチはアルブミンの代替とな
り得るか
Is It Possible to Infuse Hydroxyethyl Starch Instead of 
Albumin in the Operation Room or in the ICU

1）杏林大学医学部麻酔科学教室
2）国立保健医療科学院
Korin University School of Medicine

鵜澤　康二 1）、牛山　明 2）

Kohji Uzawa1）、 Akira Ushiyama2）





アミノ酸学会ジョイントシンポジウム

7 月 5 日 金　10：20～11：20　第 3 会場（5 階　501）

座長：古屋　茂樹　九州大学大学院農学研究院システム生物工学講座
深柄　和彦　東京大学医学部附属病院手術部　　　　　　　　

AS-1　 集中治療患者における急性期のたんぱく質投与
矢田部智昭

高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座

AS-2　骨格筋萎縮における遺伝子発現制御
亀井　康富

京都府立大学大学院生命環境科学研究科

AS-3　アミノ酸による骨格筋萎縮抑制
長澤　孝志

岩手大学農学部応用生物化学科
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日本版重症患者の栄養療法ガイドラインでは、エビデンスが十分ではないため、至適たんぱく投与量
は不明であるとしているが、欧州のガイドラインでは観察研究の結果などから、1.3g/kg/day の投与を
推奨している。また、集中治療室入室 2-3 日はたんぱく質投与量を控えめにして、それ以降で増量する
と予後がいい可能性が後方視研究で示され、投与量のみでなく、投与タイミングが予後に影響を与える
可能性がある。本邦の集中治療患者におけるたんぱく質投与の現状を明らかにするために 2015-2016 年
に実施した多施設観察研究では、たんぱく質の投与量は入室 7 日目で 0.4g/kg/day であった。集中治療
室退室時の運動機能が良好群と不良群で比較すると、入室 3 日目のたんぱく質投与量が不良群で有意に
多かった（0.1g/kg/day vs 0.2g/kg/day）が 7 日目と退室日には有意差はなかった。別の本邦の集中治
療室で治療を受けた心不全患者における観察研究において、退院後 180 日間の再入院の有無で比較する
と、再入院群において、入室 3 日目、7 日目のたんぱく質投与量が有意に多かった（0.7g/kg/day vs 0.9g/
kg/day, 0.8g/kg/day vs 0.9g/kg/day）が、14 日目には有意差はなかった。いずれも統計学的に有意差
はあるが、その差はわずかであり、急性期の集中治療患者において、たんぱく質投与量、タイミングが
予後に影響を与えるかについては今後の研究が必要ではある。

アミノ酸学会ジョイントシンポジウム　AS-1

集中治療患者における急性期のたんぱく質投与
Protein Intake During Acute Phase in Critically Ill Patients

高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座
Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, 
Kochi Medical School

矢田部　智昭
Tomoaki Yatabe
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骨格筋は人体で最大の組織であり、エネルギー代謝、糖（グルコース）取込み、運動において重要な
役割を果たす。適度な運動により、エネルギー消費が増加し肥満が解消され、また糖代謝が活発になり
糖尿病が予防・改善されることはよく知られている。骨格筋萎縮や骨格筋機能不全の分子機構が明らか
になると、これらをターゲットとした予防改善法の開発が期待される。Forkhead protein-O1（FOXO1）
は転写調節因子であり、生体代謝の同化ホルモンであるインスリンシグナルに拮抗する。我々は、これ
まで個体レベルで FOXO1 の骨格筋代謝調節機構を検討してきた。すなわち、エネルギー欠乏により骨
格筋における FOXO1 の遺伝子発現が増加することを踏まえ、FOXO1 を骨格筋特異的に過剰発現する
遺伝子改変マウスを作製し、FOXO1 が骨格筋萎縮を引き起こすことを示した。また、タンパク質分解
酵素遺伝子が FOXO1 によって転写活性化されることを示した。FOXO1 のみならず、転写調節因子
PPAR γ co-activator 1 α（PGC1 α）は、骨格筋代謝に重要であることが示唆される。我々は、これ
までに PGC1 αが骨格筋の分岐鎖アミノ酸（BCAA）利用を促進することを見出した。BCAA のうち
特にロイシンにはタンパク質合成促進作用が知られるが、絶食など筋萎縮が生じる状態ではロイシン量
が減少するとともにタンパク質合成は減少する。すなわち、BCAA の分解を抑制することにより筋萎
縮の抑制が期待される。一方、筋萎縮を抑制する食品成分を探索する過程で、ビタミンＤが FOXO1 の
転写活性を抑制することを見出した。筋萎縮状態の C2C12 筋芽細胞にビタミンＤの処置によってタン
パク質分解酵素と BCAA 分解酵素の遺伝子発現が顕著に抑制された。ビタミンＤは高齢者で欠乏しが
ちであり、加齢性の筋萎縮（サルコペニア）の予防に有効であることが示唆されている。ビタミンＤと
BCAA の摂取は筋萎縮の予防に有効であるかもしれない。本演題では、骨格筋萎縮時の代謝調節の分
子機構について遺伝子改変動物等を用いた我々自身の研究結果を含めて紹介する。

アミノ酸学会ジョイントシンポジウム　AS-2

骨格筋萎縮における遺伝子発現制御
Regulation of Gene Expression in Muscle Atrophy

京都府立大学大学院生命環境科学研究科
Graduate School of Life and Environmental Sciences, Kyoto 
Prefectural University

亀井　康富
Yasutomi  Kamei
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骨格筋タンパク質の量は、骨格筋タンパク質の合成と分解のバランスにより決定される。したがって、
骨格筋量の増減のメカニズムを知るためには骨格筋タンパク質の合成と分解の速度を測定することが必
要である。タンパク質の合成・分解速度の測定は同位体ラベルしたアミノ酸を用いた方法が行われてい
たが、ラベルアミノ酸のタンパク質合成への再利用の問題があり解析が困難であった。我々は、骨格筋
タンパク質の分解速度を測定するために、ミオシンとアクチンに局在する非代謝性のアミノ酸である
3- メチルヒスチジンを用いた方法を尿だけではなく血中濃度、動静脈濃度差、後肢筋灌流、単離筋肉
切片、培養筋細胞においても応用し、正確かつ短期間の筋原線維タンパク質の分解速度を評価する方法
を確立した。これらの方法を用いて、食事の摂取に伴う合成と分解の時間的変化が合成と分解で異なる
ことをラットやマウスを用いて明らかにした。

分岐鎖アミノ酸であるロイシン（Leu）は骨格筋タンパク質合成を促進することが知られているが、
合成促進は Leu 摂取直後に起こり、分解は摂取後 3 時間程度から抑制された。さらに低栄養時におい
ては、Leu の継続的な摂取は合成は促進しないが、オートファジーリソソーム系を介して骨格筋タンパ
ク質の分解を抑制することを示した。

Lys は不可欠アミノ酸として重要であるが、Leu 同様に顕著な骨格筋タンパク質分解抑制作用を示し
た。この抑制は、Akt/mTOR シグナルを介したオートファジー形成のダウンレギュレーションである
ことをラットや C2C12 筋管細胞で示し、さらに Lys の代謝産物であるサッカロピンや 2- アミノアジピ
ン酸にも同様の効果があることを明らかにした。

サルコペニアに対する Lys の効果を老化促進モデルマウスである SAMP8 を用いて検討したところ、
36 週齢の SAMP8 の骨格筋においては、タンパク質の分解速度とオートファジー活性の増加が見られ
たが、Lys の摂取によってこれらは抑制された。したがって、Lys は老齢においてもオートファジーを
介した筋原線維タンパク質分解を顕著に抑制する可能性が示唆された。以上のようにアミノ酸の摂取は、
骨格筋タンパク質合成だけではなく、分解も調節することで、低栄養、加齢、疾病時の筋萎縮を抑制で
きる素材として期待できるものと考えられる。

アミノ酸学会ジョイントシンポジウム　AS-3

アミノ酸による骨格筋萎縮抑制
Suppression of Muscle Atrophy by Amino Acids

岩手大学農学部応用生物化学科
Department of Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, 
Iwate University

長澤　孝志
Takashi Nagasawa





ESSENSE ミニシンポジウム
7 月 4 日 木　10：45～12：00　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：鍋谷　圭宏　千葉県がんセンター食道・胃腸外科
コメンテーター：深柄　和彦　東京大学医学部附属病院手術部　　

EMS-1　 ESSENSE プロジェクト理念に沿った周術期
PONV 対策と今後の展望

真貝　竜史
大阪府済生会千里病院消化器外科

EMS-2　 消化器癌術後の腸管麻痺発症に関する多施設共同
後ろ向き観察研究

松井　亮太
順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科
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ESSENSE プロジェクトにおいて、患者さんの回復促進のために医療スタッフが目指すべき 4 つの方
向性が提唱されている。2005 年に発表された ERAS のコンセンサスレビューの概念図は非常に明快で
あるが、各推奨項目の相互作用について俯瞰し整理することが必要である。その意味で方向性の一つと
なっている、「栄養摂取の早期自立」を目指したフロー内にある「嘔気対策の定型化」は周術期管理に
おいて常に意識すべき内容と考える。　当院で ERAS チームを立ち上げ、大腸手術に対して ERAS プ
ロトコールを導入してから 11 年経とうとしている。術当日 3 時間前までの成分栄養剤による経口補水
と併せて、導入当初から術翌日の病院食提供開始を続けている。術後早期経腸栄養再開が理想である反
面、術後消化管運動回復時期や PONV（Postoperative nausea and vomiting）発症の観点から、かえっ
て患者さんの QOL を下げることにつながるのではという意見もある。　当院での PONV 発症率（全
Grade）はこの数年 3% 程度を推移した。術後イレウス発症を合わせても 10% である。通常、PONV の
発生頻度は術後患者の 30～50% とされ、多くの報告は術後 24 時間以内のイベントを測定している。発
症抑制に寄与していると思われる当院での多角的アプローチ法は以下の通り。（1）帰室後 2 時間でベッ
ドギャッチアップ。含嗽援助後、キシリトールガム摂取開始。（2）術翌日からプロクロルペラジンまた
はジフェンヒドラミンサリチル酸塩の 2 日間投与。（3）メトクロプラミドおよびモサプリドの一週間投
与。　通常 PONV の報告や工夫は麻酔科関連の学会や雑誌で取り上げられることが多い。一方外科管
理中の嘔吐といえば腸管麻痺や機械的腸閉塞が原因であり、イベントは POI（Postoperative ileus）と
して取り上げられ、術翌日からの嘔吐も POI に含まれることもある。この定義の問題は前回の学術集
会で提起し、今後 POI の外科代謝的研究が検討される予定である。　PONV に対して欧米では抗セロ
トニン薬やアプレピタントなどの予防投与が可能である。本邦でも施設によっては臨床試験が実施され
ており、現況を整理してみる。

ESSENSEミニシンポジウム　EMS-1

ESSENSE プロジェクト理念に沿った周術期 PONV
対策と今後の展望
Perioperative PONV Countermeasures and Future Prospects 
Along the Goal of ESSENSE Project

1） 大阪府済生会千里病院消化器外科
2） 大阪府済生会千里病院乳腺内分泌外科
Department of Gastroenterological Surgery, Osaka 
Saiseikai Senri Hospital

真貝　竜史 1，2）、福崎　孝幸 1）、沖村　駿平 1）、伊藤　善郎 1）、
谷口　嘉毅 1）、深田　唯史 1）、西田　久史 1）、高山　治 1）、
吉岡　節子 2）、北條　茂幸 2）、大東　弘明 1）

Tatsushi Shingai1,2）, Takayuki Fukuzaki1）, Syumpei Okimura1）, Yoshiro Ito1）,  
Yoshiki Taniguchi1）, Tadafumi Fukata1）, Hisashi Nishida1）, Osamu Takayama1）,  
Setsuko Yoshioka2）, Shigeyuki Hojo2）, Hiroaki Ohigashi1）, 
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消化器癌の術後には手術侵襲による腸管機能低下が生じる。術後の腸管機能低下は自然経過で回復す
る場合が多いが、腸管機能低下が遷延するものは術後腸管麻痺と定義され、嘔気嘔吐や腹部膨満が生じ
ることで経口摂取が困難となる。術後腸管麻痺の治療として絶飲食もしくは減圧のための胃管挿入が必
要になることが多く、術後回復が遅れることで入院期間が長期化し、合併症を増加させる要因となる。
その経済効果は大きく、欧米では 15 億ドルの損失が生じたと報告されている。

術後腸管麻痺の頻度は欧米では 3～32％と報告されているが、本邦からの報告は未だない。欧米と比
較して本邦では腹腔鏡手術が多く、より低侵襲な治療が行われていると考えられるが、その中でも術後
腸管麻痺を実臨床で経験する。このことから手術侵襲以外の要素が術後腸管麻痺に関与している可能性
がある。そこで今回、消化器癌術後に発生する腸管麻痺についての多施設共同の後ろ向き観察研究を計
画した。本研究の目的は消化器癌の根治術後に生じる腸管麻痺の発症頻度を明らかにし、その寄与因子
を同定することである。

対象は参加施設で 2014 年 1 月から 2018 年 12 月の間に各種癌に対し初回手術を施行された症例とし
た。除外基準は、1）15 歳未満の症例、2）原発巣の切除が行われていない症例、3）緊急手術症例とした。　
主要評価項目は術後腸管麻痺の発生率とし、下記 2 つ以上が術後 3 日目以降に出現した場合を術後腸管
麻痺と定義した（1. 嘔気嘔吐、2. 食思不振、3. 排ガス・排便の欠如、4. 腹部膨満、5. レントゲンで
neveau の存在）。術後腸管麻痺が自然軽快した場合を Clavien-Dindo 分類（以下 CD）grade I、症状緩
和のために胃管を挿入する必要があった場合を CD 分類 grade II、イレウス管を挿入する必要があった
場合を CD 分類 grade IIIa と定義した。各種癌と術式別に術後腸管麻痺の発生率を算出する。また
Logistic 回帰分析による多変量解析を行い、この寄与因子を明らかにする。副次評価項目は術後入院日
数、合併症発生率、癒着性イレウスの発生率とする。

登録症例数は 1000 例を予定しており、日本外科代謝栄養学会に参加する多くの施設からの登録を切
望している。この発表では研究の概要について解説する。

ESSENSEミニシンポジウム　EMS-2

消化器癌術後の腸管麻痺発症に関する多施設共同後
ろ向き観察研究
Postoperative Ileus for Gastroenterological Cancer：
A Retrospective, Multicenter Observational Study

1）順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科
2）ESSENSE プロジェクト
Juntendo University Urayasu Hospital, Department of 
digestive and general surgery

松井　亮太 1，2）、石橋　生哉 2）、海堀　昌樹 2）、佐藤　弘 2）、
真貝　竜史 2）、谷口　英喜 2）、鍋谷　圭宏 2）、深柄　和彦 2）、
眞次　康弘 2）、宮田　剛 2）、若林　秀隆 2）、鷲澤　尚宏 2）

Ryota Matsui1,2）, Nobuya Ishibashi2）, Masaki Kaibori2）, Hiroshi Sato2）, Tatsushi Shingai2）,  
Hideki Taniguchi2）, Yoshihiro Nabeya2）, Kazuhiko Fukatsu2）, Yasuhiro Matsugu2）,  
Go Miyata2）, Hidetaka Wakabayashi2）, Naohiro Washizawa2）



シンポジウム 1　S1-1～ S1-6

エビデンスを超えた外科・集中治療と代謝栄養
7 月 4 日 木　9：00～10：40　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：土岐　　彰　戸塚共立第二病院　　　　　　　
コメンテーター：花﨑　和弘　高知大学医学部外科学講座外科１

特別発言：大柳　治正　近畿大学・大阪暁明館病院　　　

シンポジウム 2　S2-1～ S2-5

ICU―AW の予防と対策 
（早期リハと栄養の観点から）

7 月 5 日 金　14：50～16：35　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：井上　茂亮　神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・�
救急医学分野先進救命救急医学部門

コメンテーター：福島　亮治　帝京大学医学部外科学講座　　　　　　　　
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【目的】全身性炎症反応亢進がさまざまな悪性腫瘍
の予後と密接に関連する可能性は指摘されているが、
その周術期炎症蓄積を血液性化学検査により客観
的・簡易的に評価し、腫瘍学的予後との関連を検討
した報告は少ない。近年、腹腔鏡手術が普及し、そ
の侵襲性の低さが注目されている。今回、我々は新
た な 周 術 期 炎 症 指 標 と し て Cumulative CRP

（cCRP）を考案し、その臨床病理学的意義や予後マー
カーとしての有用性について、手術術式の違いによ
る影響も含め、検討したので報告する。
【方法】2006 年から 2015 年まで当科で経験した大
腸癌 602 例を対象とした。cCRP 値は術直前（a）、
術 後 1 日 目（b）、3 日 目（c）、7 日 目（d） の 4 点
の CRP 値を用いて台形法でその面積を測定し、（a
＋b）/2x1（day）＋（b＋c）/2x2（day）＋（c＋d）
/2x4（day）と定義し、周術期の cCRP 値と臨床病
理学的因子および予後との関連について検討した。
また開腹・腹腔鏡手術別での解析のほか、 SSI 含む
感染性合併症を認めなかった 475 例についても同様
に予後に与える影響を検討した。また大腸癌細胞株
DLD1、WiDr を用い、rhCRP 5ug/ml、25ug/ml 添
加による機能変化を増殖能、細胞周期、浸潤能、ア
ノイキス抑制性を評価した。
【結果】cCRP 高値群は、男性、結腸癌、深達度、
静脈管侵襲、リンパ管侵襲、リンパ節転移、遠隔転
移と有意に相関し、多変量解析においても cCRP 高
値は、全生存期間（OS）・無再発生存期間（DFS）
における独立予後規定因子だった。開腹・腹腔鏡手
術で比較すると、開腹手術群で有意に cCRP 値が高
く、それぞれの群において解析を進めたが、興味深
いことに、至適 Cut-off 値は違うものの開腹・腹腔
鏡手術いずれの群においても cCRP 高値群は、OS、
DFS において有意に予後不良で（腹腔鏡群：OS：
Ｐ＝0.02、DFS：Ｐ＝0.05、開腹群：OS：Ｐ＜0.001、
DFS：Ｐ＝0.02）、開腹・腹腔鏡手術ともに cCRP
値は手術時間と正の相関を示した（腹腔鏡群：Ｐ＜
0.001, 開腹群：Ｐ＜0.001）。また感染性合併症を除
いた 475 例の検討でも、cCRP 高値群は OS, DFS
ともに有意に予後不良であった（OS：Ｐ＜0.001、
DFS：Ｐ＝0.009）。以上から CRP そのものによる
大腸癌進展賦活化を考慮し、in vitro での機能解析
を行ったが、CRP 添加によるあきらかな pheno-
type の変化は認めなかった。現在、癌細胞から癌
微小環境に観点を移し、線維芽細胞との共培養を用
いた追加実験を進行中である。
【結語】大腸癌における周術期炎症蓄積は手術術式
にかかわらず予後予測因子となり、その機序解明に
はさらなる検討が必要と考えられた。

【背景】従来、高脂肪食の摂取は組織内の慢性炎症
を惹起し、高度侵襲時において致死率を高める等の
報告が多数なされてきた。その一方、近年では、糖
質制限高脂肪食（Low carbohydrate-high fat diet
以下 LCHFD）による栄養介入がむしろ炎症改善を
もたらすともいわれている。今回、LCHFD が侵襲
後の炎症に及ぼす影響をマウス腸管虚血再灌流モデ
ルにて検討した。
【方法】雄性 ICR マウス（n＝99）を通常食群（以
下Ｎ群）（脂質 16％）と LCHFD 群（脂質 62%）の
2 群に分け食餌を 3 週間自由摂取後、60 分間の上腸
間膜動脈遮断による腸管虚血と再灌流を行い以下の
検討を行った。（1）腸管虚再灌流後の生存観察と腸
管組織傷害（Chiu scale）の評価。（2）虚血前から
虚血中・再灌流後にわたり、経時的に空腸・尾静脈
の血流を laser doppler 装置で測定。（3）再灌流後
3 時間・6 時間に血液と小腸を採取。血中と小腸組
織ホモジネート中の炎症性サイトカインレベルを
Beads array 法で、小腸組織中の一酸化窒素（NO）
レベルを比色法でそれぞれ評価。（4）再灌流直後お
よび再灌流後 3 時間・6 時間における血糖値を評価。
【結果】（1）再灌流後 12 時間の生存率は LCHFD 群
でＮ群より良好だった（100％ vs. 80％、 Fisher の
検定、 p＜0.05）。小腸組織傷害スコアも LCHFD 群
でＮ群より軽減（2.94±0.19 vs 3.36±0.22；t-test、
p＜0.05）がみられた。（2）LCHFD 群はＮ群より再
灌流後の腸管血流の回復が速やかで、かつ尾静脈血
流低下の軽減を認めた（ANOVA repeated mea-
sure、p＜0.05）。（3） 血 中・ 小 腸 組 織 の TNFα、 
IL-6, MCP-1、小腸組織の NO レベルが LCHFD 群
でＮ群より低値であった（t-test、p＜0.05）。（4）
虚血再灌流後は両群とも高血糖を示したが、再灌流
直後および再灌流後 6 時間において、LCHFD 群は
Ｎ群よりも血糖値が低かった（Wilcoxon signed-
rank test、p＜0.05）。
【結語】LCHFD による侵襲前栄養管理は腸管虚血
再灌流後の早期予後を改善した。その機序として炎
症性サイトカインや NO レベルの制御、循環動態改
善と腸組織傷害軽減、血糖上昇抑制が示唆された。
高脂肪食は炎症を悪化させるという従来のエビデン
スを否定する知見が示された。
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【背景】日本外科代謝栄養学会で ESSENSEプロジェ
クトが進められている中、われわれは代謝改善栄養
剤 COBL（分岐鎖アミノ酸 2,500mg、L- カルニチ
ン 50mg、CoQ1030mg、亜鉛 3mg、クエン酸 1,000mg
含有。乳酸の発生を有意に抑制。）を用いた栄養療
法に個別の運動負荷療法を加えたプログラムが有意
に骨格筋量を増加させることを報告してきた。
【目的】本プログラムが上部消化管領域および肝胆
膵領域術前患者それぞれに対し骨格筋量増加におよ
ぼす効果の差とその影響因子を検討した。
【対象】当院総合消化器外科で 2018 年 4 月から
2019 年 2 月に手術施行された 63 例。上部消化管領
域 33 例（食道切除 9 例、胃全摘 9 例、胃幽門側切
除 13 例、胃噴門側切除 2 例）、平均年齢 55.2±6.8 歳、
男性 17 例、女性 16 例。肝胆膵領域 30 例（肝右葉
切除 13 例、肝拡大左葉切除 6 例、肝外側区域切除
3 例、膵頭十二指腸切除 7 例、拡大胆嚢切除 1 例）、
平均年齢 57.1±4.9 歳、男性 18 例、女性 12 例。
【方法】術 28 日前に外来診察。蛋白質 1.5g/kg（eGFR
により増減）、昼食後 COBL を 1 パック / 日飲用、
40 分後患者 ADL に応じ下肢拳上、スクワット等の
負荷運動を指導。InBody S10 で体組成計測を開始
時と術前日に行い、骨格筋量、体細胞量、細胞外液
/ 体水分量比（ECW/TBW） を各群で計測、両郡間
の有意差を比較、重回帰分析で影響因子検討を行っ
た。
【結果】開始時と術前日の測定結果の変化を上部消
化管領域群 / 肝胆膵領域群の順に示す。骨格筋量

（kg）は＋1.9±0.3/＋1.0±0.1（p＜0.01）、BCM（kg）
は＋0.6±0.3/＋0.2±0.1（p＜0.05）と上部消化管領
域群で有意差を持って良好な結果となったが、
ECW/TBW は － 0.153±0.211/＋0.011±0.013（p＞
0.05）と有意差を認めなかった。影響因子検討のた
め重回帰分析を行った結果γ-GTP、総ビリルビン、
体細胞量の 3 因子において有意差を認め、それぞれ
上部消化管領域群 / 肝胆膵領域群の順に示すと、γ
-GTP は 33±23/89±34（OR 3.17、CI 1.11-1.69、p
＝0.0035）、総ビリルビンは 0.7±0.4/1.7±2.1（OR 
2.37、CI 2.11-2.78、p＝0.0021）、体細胞量は 23.1±
3.4/19.7±3.8（OR 4.88、CI 1.94-63.9、p＝0.001）で
あった。
【考察】肝機能の改善を試みることで肝胆膵領域で
も有効な術前栄養療法を開発、さらに両領域で術後
合併症や感染症の発生率、入院日数等の改善を図り
たい。
【結語】両群間で骨格筋増加量に有意差が認められ、
肝機能低下、体細胞量減少がその影響因子であるこ
とが示された。

　敗血症病態における免疫抑制は稀ではなく、特に
亜急性期には転帰を悪化させる。それは初期感染の
病原体排除が不十分となったり、ウイルスの再活性
化による二次感染を来したりすることに起因する。
CD28 シグナルのようなＴ細胞における共刺激経路
は、エフェクターＴ細胞を活性化し抗原排除に寄与
する。一方、programmed cell death-1（PD-1）分
子は、その CD28 ファミリーに属する免疫抑制性補
助シグナル受容体であり、活性化したＴ細胞、Ｂ細
胞、及び骨髄系細胞に発現し、そのリガンドとの結
合によって抗原特異的にＴ細胞活性を抑制する。
PD-1 はエフェクターＴ細胞にブレーキをかけて免
疫抑制を惹起させることから敗血症時の免疫麻痺の
主病態と考えられる。今回、ヒト PD-1 に対する
IgG4 モノクローナル抗体、ニボルマブの敗血症患
者における薬物動態（pharmacokinetics、PK）、薬
力 学（pharmacodynamics、PD） を 検 討 し た

（JapicCTI-173600）ので、それらの結果も踏まえた、
敗血症免疫治療の展望を考察する。本邦における多
施設共同非盲検第 I/II 相試験において、免疫抑制
状態（リンパ球絶対数 1100 /μL 以下）の成人敗血
症患者に対し、480mg もしくは 960 mg のニボルマ
ブを静注にて単回投与した。その結果、960mg 単
回投与は敗血症患者において忍容性が高く、また
PK としては、有効血中濃度を保つのに充分であっ
た。そして、PD としても 480mg と 960mg 単回投
与群の双方ともに経時的な免疫賦活作用が確認され
たが、薬剤関連死は両群ともに認められなかった。
敗血症に対する抗 PD-1/PD-L1 抗体を用いた無作
為 化 比 較 対 照 試 験 は 欧 米 で も 展 開 し て い る

（#NCT02576457、#NCT02960854）。 一 方、cyto-
toxic T lymphocyte antigen 4（CTLA-4）は T 細
胞上に発現している抑制性受容体で、抗原提示細胞
に発現する B7 分子をリガンドとするが、B7/CT-
LA-4 経路のシグナルが働くと、T 細胞はがん細胞
を攻撃できなくなる。その阻害メカニズムを介した
抗 CTLA-4 抗体（イピリムマブ）による HCV ウ
イルス量減少効果も報告されている。以上より、免
疫チェックポイント阻害によるＴ細胞活性化を介し
た敗血症治療は、救命率改善へのブレークスルーと
なりえるが、治療対象の選別およびモニタリング手
法の開発が今後のさらなる検討課題である。
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【目的】我々はこれまでに重症病態におけるエネル
ギー代謝抑制機序について報告してきた。組織低酸
素や炎症性サイトカインが解糖系亢進、乳酸産生を
誘導し TCA 回路を抑制、ATP 産生が低下する。
一方で血中遊離アミノ酸は上昇した。本研究では、
血中遊離アミノ酸上昇のエネルギー代謝抑制におけ
る意義および外因性アミノ酸との関連を検討するこ
とを目的とした。
【方法】ICU 入室の患者を対象とし、入室後 1、3、5、
7 日目に代謝測定、採血を行い前向き観察研究とし
た。血液サンプルを用いて CE-MS 法によるメタボ
ローム解析を行い、代謝物質量を評価した。また代
謝変化の機序を明確にするために C57BL/6 マウス
および mTOR＋/- マウスを用いて血液・臓器の代
謝質量およびエネルギー消費量を評価した。統計解
析には GraphPadPrism5.0 を用いた。
【結果】対象患者は 63 人で平均年齢は 64.3±3.4 歳
（ 男 性 44 人、 女 性 19 人 ）、APACHEII 中 央 値 は
26.3±10.8 であった。入室後 24 時間以内の平均安
静時エネルギー消費量は 1,117＋98.4 kcal/ 日であり、
3 日目に低下し（1013kcal/day）、7 日目に増加した

（1520kcal/day）。メタボローム解析では入室 1 日目
から 3 日目にかけて、ピルビン酸、アセチル CoA
をはじめとする糖代謝産物の産生量および ATP 産
生量が低下し、乳酸値は増加した。アミノ酸代謝産
物は、30 日以上生存例では 3 日目に遊離アミノ酸
濃度が上昇したのに対し、死亡例では変動が生じな
かった。マウスにおいても敗血症誘導に伴い血中お
よび骨格筋におけるアミノ酸濃度が上昇し、エネル
ギー消費量および ATP 産生の低下が認められた。
この際の機序として PHD2 および低酸素誘導因子
HIF1αが PDK4 活性の上昇、これによる PDH およ
びアセチル CoA の抑制を誘導していることが示唆
された。一方でアミノ酸を感受する mTOR を欠損
したマウスでは代謝低下が認められず、乳酸値の上
昇、TCA 回路の抑制も生じなかった。アミノ酸は
肝臓では変化がなく、骨格筋分解によって上昇し、
重症病態における筋肉異化の意義が示唆された。さ
らに侵襲前のアミノ酸投与では乳酸値の減少と代謝
破綻の抑制が認められ、内因性アミノ酸と外因性ア
ミノ酸で異なる生理作用が示唆された。
【結論】重症病態では遊離アミノ酸が上昇が HIF1α、
PDK4 活性を誘導し、解糖系亢進や乳酸産生が生じ、
好気性代謝が抑制される。血中遊離アミノ酸の上昇
は代謝抑制をもたらすことで侵襲からの生命保護に
寄与していると考えられる。

【目的】外科手術を含めた急性期栄養管理においては、
早期静脈栄養の回避、高蛋白量投与、早期経腸栄養
の実施、適正な血糖管理、などが種々のガイドライ
ンにおいて推奨されている。一方、各ガイドライン
間で目標設定値や推奨事項の異なる内容も見受けら
れ、周術期栄養管理のベストプラクティスが確立さ
れたとはいえない。我々は術後回復促進プログラム
に代表される包括的プログラムが栄養管理において
も重要であるとの観点から、高度侵襲手術に対する
包括的栄養管理を実施している。そこで、エビデン
スとの対比からその意義について検証した。
【方法】包括的栄養管理として、早期静脈栄養、周
術期免疫栄養、早期経腸栄養、持続インスリン投与
による血糖管理（目標血糖値 150mg/dl）、早期高蛋
白量投与（術後 3 日以内に 1.2g/kg/ 日投与）を行
なった。膵頭十二指腸切除、膵全摘、2 亜区域以上
肝切除＋胆道再建を施行した 110 例を対象に、試験
群 43 例と同時期に通常栄養管理群 67 例に分けて比
較した。術後 7 日間の血糖値変動、低血糖発生率、
術後蛋白投与量とともに、感染性合併症発生率、術
後重症合併症（C-D 分類 IIIa≦）発生率を調査した。
また、臓器 / 体腔 SSI 発生と術後重症合併症発生に
関して多変量解析を行い独立危険因子について検討
した。さらに膵頭十二指腸切除 88 例を対象に亜グ
ループ解析を行なった。
【結果】両群の背景因子では、試験群で術中出血量、
手術時間、ASA-PS3 以上、正常膵、膵全摘例、血
管再建例が多かった。試験群で術後 3 日目に蛋白投
与量は 1.2g/kg に到達し、術後血糖値は 150mg/dl
前後と対照群の 180mg/dl 前後と差を認め、全測定
ポイントにおける血糖値 70mg/dl 以下の低血糖は、
試 験 群 0.36%（4/1092 ポ イ ン ト ）、 対 照 群 0.13%

（2/1535 ポイント）で差は無く、重症低血糖は認め
なかった。臨床結果は、臓器 / 体腔 SSI 発生率、重
症合併症発生率は試験群では低値であった。また、
多変量解析では年齢、包括的栄養管理の非実施は合
併症発生の独立危険因子であった。膵頭十二指腸切
除例の亜グループ解析でも同様の結果であった。
【結語】高度侵襲手術における術後早期静脈栄養は、
術後早期高蛋白量投与、強化血糖管理における重症
低血糖発生予防に有用であり、早期経腸栄養や免疫
栄養と同時に実施することで術後合併症発生の抑制
に寄与した。

S1-5
重症病態における代謝解析からみるアミノ酸の
新しい意義

○堤 理恵 1）、山本 智子 1）、中西 信人 2）、阪上 浩 1）

1）�徳島大学大学院医歯薬学研究部
2）徳島大学病院救急・集中治療部

S1-6
エビデンスの再考による高度侵襲外科手術に対
する包括的周術期栄養管理

○土師 誠二、亀井 武志、野口 耕右、吉川 徹二、
今西 勉
蘇生会総合病院外科



─ 76 ─

【目的】ICU-acquired weakness（以下 ICU-AW）
は骨格筋の減少を呈し ADL および QOL の低下を
来す病態であり、その早期発見は ICU 患者の骨格
筋減少を予防するために重要である。今回、ICU
入室敗血症患者について、骨格筋量低下を特徴とす
るサルコペニアの評価に用いられている骨格筋指数

（以下 SMI、cm2/m2）を計測し、SMI が ICU-AW
発症の予測に有効かどうかを後方視的に検討した。
【方法】2012 年 4 月～2017 年 3 月の期間に新潟大学
医歯学総合病院 ICU で敗血症の治療を行った患者
を対象とし、ICU 退室時の四肢の筋力評価（以下
MRC）スコアが 48 点以下群（Aw）と 49 点以上群

（Ｎ）に分けた。2 群間で ICU 入室時の臨床的因子
（年齢、性別、基礎疾患、BMI、APACHE II スコア、
Barthel index、SMI）を比較した。統計学的検討は
Fisher 正 確 検 定、Mann-Whitney U 検 定、
Wilcoxon 符号付順位和検定用い、さらに 2 群間比
較で有意差を認めた項目についてロジスティック回
帰分析、ROC 解析を行い、Ｐ＜0.05 を有意差とした。
【結果】対象症例は 31 例であり、Aw 群 23 例、Ｎ
群は 8 例であった。年齢、BMI、APACHE II スコ
アおよび Barthel index の 2 群間で有意な差を認め
なかったが、性別では Aw 群で女性の割合が有意
に高かった（Ｐ＜0.05）。 SMI はＮ群と比較して
Aw 群で有意に低値を呈した（Ｐ＜0.05）。ROC 解
析では、ICU-AW の有無における SMI のカットオ
フ値は 44.1 であり、多変量解析では SMI は ICU-
AW を予測する独立した因子であった（Ｐ＜0.05）。
【結論】ICU 入院時の SMI 値は敗血症患者の ICU-
AW 発症を予測するための有効な指標である。

　重症患者における身体能力低下 ICU-acquired 
weakness ICU-AW は集中治療で大きな問題となっ
ており、早期リハビリテーション加算が導入され積
極的なリハビリ介入がなされるようになった。不動
と低栄養が ICU-AW を増悪させることは間違いな
く、機能に加えて筋肉量を維持することが大事であ
り、栄養療法の直接の target は筋肉量維持になる。
筋合成は同化と異化のバランスによって決定するた
め、生理学的に筋合成の鍵は 1. 栄養、2. 運動、3. 
同化力と言うことができる。運動リハビリテーショ
ンと栄養療法は筋合成の柱となるものであるが病態
に応じて（イレウスや鎮静鎮痛など）それぞれを阻
む要因が集中治療ではしばしば問題となり、また重
症病態では異化が亢進しつつ様々な修飾により同化
も障害され同化力にも目を向けることが必要である。
よって集中治療では医師、看護師、栄養科、リハビ
リテーション科が連携して情報を共有し、患者の状
態に合わせて筋合成を最大とするように目指すこと
が ICU-AW を最小限に抑えるために必要である。
当院では朝の ICU カンファレンスに医師看護師だ
けでなくリハビリテーション科と栄養科が参加し、
患者の病態に合わせた栄養とリハビリ設計を議論し
ながら計画している。神経筋電気刺激療法 EMS を
用いた積極的な運動リハビリテーションを急性期か
ら導入し、RCT でも EMS の有効性を示すことが
できた。また同化力強化アプローチとして HMB が
ICU-AW 対策としても有効であることを示した。
一方栄養療法に関して、超急性期の投与エネル
ギー・タンパク質量には議論があるものの 7 日目以
降は十分投与すべきと一般的に考えられているが、
当院の ICU 入室 7 日目の投与エネルギー量、タン
パク質量は平均で 1200kcal/day、50g/day 程度と
なっており課題が残っている。現在タンパク質投与
量を 2 群にランダム化して栄養療法を行う RCT を
実施中である。本シンポジウムでは筋合成の生理学
と ICU-AW 対策を概説・考察し、当院での取り組
みを紹介したいと考える。

S2-1
骨格筋指数を用いた ICU-AWの早期予測に関
する後ろ向き研究

○水戸部 優太 1）、小山 諭 2）、内山 美枝子 2）、大橋 和貴 2）、
山田 悦子 2）、ハンサニ アベイウィックレマ 2）、坂井 さゆり 2）、
菊池 裕子 2）、森下 慎一郎 3）

1）�帝京大学医療技術学部看護学科
2）新潟大学大学院保健学研究科
3）新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科

S2-2
筋合成の生理から考える ICU-AW対策

○中村 謙介
日立総合病院救急集中治療科
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　近年 ICU-AW の概念が提唱され、集中治療終了
後の身体機能の低下に対する対策が重要となってい
る。臨床現場においても、術後の骨格筋量の減少や
身体機能および栄養状態の低下が患者の ADL 低下
を招き、退院後の生活に制限がかかるケースを多く
経験する。一方で、高齢者の担癌患者に対する外科
的治療の件数は増加傾向である。高齢患者では術前
からサルコペニアやフレイルを呈する患者が多く、
術後の更なる骨格筋量の減少のリスクが高いと考え
られる。当院では、術前はもとより、術後早期から
骨格筋量や栄養状態の低下を防ぐために、理学療法
士や管理栄養士が病棟常駐し早期のリハビリテー
ションと栄養管理を行っている。当院は、急性期
452 床で 21 名の管理栄養士が配属され全病棟に常
駐している。そのうち、侵襲の強い集中病棟 52 床
に 4 名、および消化器外科病棟 34 床に 1 名配属さ
れており、重症病態の栄養管理をはじめ術前の栄養
評価、術後早期からの栄養管理および退院時栄養指
導まで担当している。管理栄養士が病棟常駐するこ
とで患者の変化にいち早く気づきリアルタイムで対
応することが可能となる。　特に周術期の栄養評価
は重要であり、入院時に生体インピーダンス（BIA）
法を用いた体組成評価を行なっている。また血清ア
ルブミン値などの血液生化学検査値の評価、入院前
の食事内容や生活背景などの問診を実施し、総合的
に栄養状態の評価を行っている。得られた情報は
チームカンファレンスや電子カルテ上で多職種と情
報共有し、速やかな介入が可能となっている。また
術後も術翌日から介入を行い、管理栄養士もベッド
サイドで腹部所見や水分出納などを確認し病態把握
を行っている。腸管使用が可能となれば患者の病態
やリハビリテーションの程度に応じて管理栄養士の
視点からより適切な栄養管理の検討を行い、主治医
に推奨している。また得た情報を多職種と共有し、
今後の方向性を検討する。食事指導についても術後
早期から、退院後に向けて指導を行い、退院後の栄
養不良のリスクを軽減できるよう介入している。管
理栄養士が病棟常駐する事で、常に患者のベッドサ
イドで介入を行い、自律自働することで早期の栄養
スクリーニングや適切な栄養管理の検討、多職種と
の情報共有を行っている。このように病棟常駐型管
理栄養士が術後の ICU-AW 予防に対し、寄与でき
ることは大きいと考える。

【背景】高度救命医療により救命された重症患者が
ICU acquired weakness（ICU-AW）を発症する事
例が後を絶たない。重症病態では高度な侵襲を背景
に内因性のエネルギー源を活用するため異化反応が
亢進し、筋蛋白の喪失と引き換えに侵襲に耐えてい
る。ICU-AW はこうした異化反応や長期臥床、生
体侵襲により筋組織が崩壊・萎縮し、同時に起こる
神経傷害も関与して発症する。ICU-AW を発症し
た患者は ICU から退室できてもその後に死亡する
リスクが高くなる他、生存できても完全に機能が回
復しない事例が報告されている。ICU-AW は一度
発症すると回復は難しく、予防することが肝要だと
考えられる。侵襲下の異化反応は栄養投与のみでは
抑制されないが、適切なエネルギー投与下に効率よ
く蛋白質やアミノ酸を投与することで、蛋白合成が
刺激される。また、早期から理学療法を開始するこ
とで、筋組織の合成が刺激されることが期待される。
【方法】当施設では重症患者に対する早期充足型の
栄養療法プロトコルを 2012 年より策定し、適切な
エネルギー投与を目指している。また、早期能動的
リハプログラムや早期離床プロトコルによる安静臥
床の期間短縮に取り組んでいる。適切なエネルギー
投与と蛋白栄養の効果を検証するため、積極的な蛋
白投与を開始した 2016 年以後の症例（蛋白充足群）
とそれ以前の症例（蛋白非充足群）で ICU 入室中
の腸腰筋断面積の変化を、CT 画像から後方視的に
評価した。ICU 入室時と退室時期の断面積の差を
CT の撮影間隔の日数で除し、1 日あたりの変化率
として比較した。
【結果】蛋白充足群と非充足群で ICU 入室 7 日目の
エネルギー投与量の中央値は 23.7、25.4 kcal/kg/
day、蛋白投与量は 0.90, 0.59 g/kg/day であった。
腸腰筋断面積の変化率は -0.51±0.48、-1.66±1.95 
mm2/day と充足群で少ない傾向が見られた。
【結論】重症患者の機能的予後を改善させるための
手段として、早期からの適切な蛋白およびエネル
ギーの投与を理学療法と組み合わせることで、
ICU-AW の効果的な予防法の確立が期待される。

S2-3
周術期管理の中で管理栄養士が病棟常駐する意義

○田部 大樹 1）、内山 里美 1）、宮島 功 1）、田中 健太郎 2）、
塚田 暁 3）、近森 正幸 4）

1）�社会医療法人近森会近森病院栄養サポートセンター
2）社会医療法人近森会近森病院リハビリテーション部
3）社会医療法人近森会近森病院外科
4）社会医療法人近森会近森病院理事長

S2-4
ICU-AWの予防をめざす早期からの蛋白栄養
と理学療法

○大島 拓 1）、佐藤 由美 2）、春山 美咲子 3）、今井 正太郎 4）、
鶴岡 裕太 2）、菅野 はるな 3）、佐藤 菜緒 3）、古川 誠一郎 4）、
竹内 純子 3）、織田 成人 1）

1）�千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学
2）千葉大学医学部附属病院臨床栄養部
3）千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU病棟
4）千葉大学医学部附属病院理学療法部
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【背景】敗血症は ICU-acquired weakness（ICU-
AW）の最大の原因であり、社会復帰や長期予後の
障壁となるなど、大きな健康被害を引き起こす。敗
血症誘発性骨格筋萎縮の分子メカニズムを明らかに
する事は、それゆえ重要な課題である。
【目的】我々はこれまで、骨格筋新生、および骨格
筋タンパク融解における、Toll like receptor（TLR）
4 経路の役割を報告してきた。本シンポジウムでは、
知見の一部を紹介し、ICU-AW の薬物治療の可能
性を提示したい。
【方法】実験 1：骨格筋新生における TLR4 経路の
役割を明らかにするために、C2C12 筋芽細胞を
lipopolysaccharide（LPS） お よ び TLR4 signal 特
異的阻害剤、TAK-242 存在下 / 非存在下で分化誘
導した。ミオシン重鎖、および正の筋分化誘導因子
である myogenin、MyoD、および負の因子である
myostatin の発現量をウエスタンブロット法で定量
した。実験 2：骨格筋タンパク融解における TLR4
経路の役割を明らかにするために、8-12 週の雄性
C57BL/6 マ ウ ス を Vehicle 群、LPS 投 与 群、LPS
＋ TAK-242 投与群の 3 群に分け、炎症系シグナ
ル・タンパク融解シグナル・骨格筋の形態学的変化、
前肢握力を in vivo にて測定した。
【結果】結果 1：LPS は成熟した筋管細胞の形成、
およびミオシン重鎖の発現を有意に抑制した。LPS
は用量依存的に myogenin および MyoD の発現量
を低下させ、myostatin の発現量を上昇させた。
TAK-242 を投与すると myogenin、MyoD の発現
量は回復し、さらに myostatin の発現量は低下した。
その結果、筋新生能が回復した。結果 2：LPS はマ
ウスにおいて炎症シグナル（IL6、TNFα、および
NFκＢ）を活性化し、ユビキチンプロテアソーム
経路（MuRF1 と atrogin 1）およびオートファジー
経路（LC3B）を亢進し、骨格筋萎縮を誘導した。
TAK-242 は上記の炎症および異化シグナルの活性
を有意に抑制し、筋萎縮を形態的に抑制した。更に
LPS 投与マウスの前肢握力を有意に改善させた。
【結論】TLR4 は骨格筋新生、および骨格筋タンパ
ク融解という、二つの異なる経路を仲介しているこ
とが示された。ゆえに TLR4 の薬理学的制御は敗
血症誘発性骨格筋萎縮の、新たな治療ターゲットに
なる可能性がある。

S2-5
Toll	like	receptor	4	経路は骨格筋新生および骨
格筋タンパク質融解の両方を仲介する

○大野 雄康、井上 茂亮、斉藤 雅史、藤浪 好寿、
小谷 穣治
神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野
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【目的】当院 NST は H24 年 5 月より専従者を設置
し活動してきた。H30 年 12 月より、NST スタッフ
の人員減少により設置を中止することにした。専従
者廃止が NST 活動状況にどのような変化があった
か検討する。
【方法】NST 稼働開始時から専従者設置中止（H21
年 1 月～ H31 年 1 月）までの実績状況（依頼数・
回診数等）の推移と、設置中止前後の業務内容の変
化を新旧表にまとめ、retrospective に分析した。
【結果】実績状況は、年々増加推移を辿り、活動の
拡大・院内への役割の周知がうかがえた。回診患者
数も設置中止前 12.7 件 / 回、中止後 13.0 件 / 回と
数値的実績に差はない。しかし、新旧表では、設置
中止を機に削減した業務の継続希望の声が上がった
り、回診患者の情報把握が手薄になったりという質
的デメリットがあげられた。メリットとしては、専
従者（当院の場合は管理栄養士）が自部署の業務を
行え、自部署の業務負担軽減が図れること、専従者
という中心的役割がなくなり各職種専任者の責任感
向上や自発的意見交換が期待できることがあげられ
た。
【結論】回診患者数は工夫することにより、維持可
能である。NST 回診の質的担保が重要であり、各
職種がリーダーシップをとれるよう意識の改革が必
要である。

　当院の NST は 2003 年に発足し、当時は週 1 回、
各病棟で NST カンファレンスを行っていた。発足
当初、管理栄養士は 1 人あたり 2～3 病棟、約 80 人
を担当していた。また、入院患者のほとんどが高齢
で低栄養患者も多く、早期栄養介入の必要性は認識
してはいた。しかし圧倒的なマンパワー不足から、
難渋患者に特化した介入にならざるを得なかった。
また、重症病棟の患者においては、刻一刻と変化す
る患者の病態に週に 1 回の介入ではとても追いつか
なかった。そのため 2005 年より、重症病棟の NST
カンファレンスを週 1 回から週 2 回に増やすことで、
重症患者の介入もれや病態変化に応じた栄養計画の
見直しに対応できるようにした。しかしそれでも、
栄養サポートが必要な患者すべてに介入するには不
十分であること、栄養サポートの効果を最大限に発
揮するためには重症化してからの介入では遅すぎる
という実感から、2006 年より 1 病棟に 1 名の管理
栄養士の配置を目指して大幅な増員を行った。増員
により管理栄養士は重症病棟で 4 名、一般病棟で 1
名が病棟に常駐し、リスク患者すべてに入院時から
介入が可能となった。さらに、常時患者を診て、患
者の状態をリアルタイムに把握できるようになった
ため情報共有が短時間で済むようになった。週 1 回
の NST カンファレンスを待たずとも、必要時に多
職種が集まり、担当患者の栄養管理について検討し、
着手も早いという合理的で効率的な栄養サポートに
変わっていった。これが病棟常駐型栄養サポートの
原型になった。病棟常駐型栄養サポートは患者の担
当職種がそのままチームの一員となり、病棟常駐管
理栄養士はその中心を担っている。一方、少数のハ
イリスクの低栄養患者は、従来通りの週 1～2 回の
NST カンファレンスにて NST 医師を交えてじっく
り検討している。このように病棟常駐型栄養サポー
トと質の高い従来の NST を組み合わせることで、
必要な患者すべてにリアルタイムに適正な栄養サ
ポートの提供を実現している。患者の高齢化、重症
化が進むなか、医療の質・効率とともにアウトカム
が求められる時代となった。当院では病棟常駐管理
栄養士が栄養士の視点で患者を診ることで暗黙知が
高まり、専門性をさらに高め、重症患者にも対応で
きる「効率的かつ質の高い病棟常駐型栄養サポー
ト」を実践している。

WS1-1
NST専従者配置中止後の活動報告

○佐藤 弘、森 ひろみ、永田 早紀、古田島 太、中平 光彦、
小山 勇
埼玉医科大学国際医療センターNST

WS1-2
当院におけるNSTの変遷〜必要な患者すべて
に対応する栄養サポートへ〜

○内山 里美 1）、宮島 功 1）、近森 正幸 2）

1）�社会医療法人近森会近森病院
2）同NSTチェアマン、院長
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【はじめに】　2001 年 に日本 静 脈 経 腸 栄 養 学 会
（JSPEN）に東口医師をリーダーとした NST プロ
ジェクトが開設され、演者は近畿地区のタスク
フォースに任命された。同学会のプロジェクト参加
NST 稼働施設は飛躍的に増加し、2005 年には 500
施設を超え、2006 年の「栄養管理実施加算」が拍
車をかけて 2010 年には 1500 以上になり 2010 年に

「栄養サポートチーム（NST）加算」が実現した。
NST 活動はチーム医療の普及に貢献し、栄養サポー
トも変遷してきた。
【方法】当院も演者が赴任する 2006 年以前より
NST 回診が行われていたが、褥瘡患者の局所ケア
に付随したものであった。そこで「栄養管理実施加
算」の栄養アセスメントを活用して、NST 対象患
者を「主観的栄養評価」「血清アルブミン値」に加
えて「摂食・嚥下困難」「栄養投与経路の選択」「静
脈経腸栄養の副作用・合併症」などから抽出するこ
とにした。2010 年には管理栄養士を専従にして、
全職員対象のランチタイムセミナーを毎週開催、
NST 専門療法士受験を目指す医療職の実習を毎年
受け入れるなど教育も強化した。2017 年から診療
看護師（NP）が特定行為として末梢挿入式中心静
脈カテーテル（PICC）の留置を担当した。病院と
して NST メンバーが JSPEN の専門療法士を修得
する支援をした。2018 年からは市歯科医師会から
歯科医師と歯科衛生士が、週 1 回看護師への口腔ケ
アの指導と患者の回診に来院している。
【結果】NST 対象患者の抽出が的確になると、対象
患者数が増えて 30 人近くになった。回診を効率的
に行うために、ミーティングでは初回患者を主とし
て、重点的な回診が必要なケースを中心に話し合っ
た。回診患者の情報を正確かつ効率的に把握するた
めに各病棟に NST リンクナースを任命し、ミーティ
ングではリンクナースがプレゼンテーションを行う
ようにした。変遷としては患者の高齢化が進み
NST 対象患者の平均年齢は 80 歳近くになっている。
高齢者は手術侵襲などの影響でフレイルとなるリス
クがある。また脳血管障害も多く後遺症の嚥下障害
からの回復も遅延傾向にある。嚥下評価・訓練は早
期開始が早期回復と機能低下防止につながるので、
回診日を待たずに NST 言語聴覚士が嚥下評価と訓
練を可及的早期に行うようにした。高齢者の誤嚥性
肺炎患者も増えており、経鼻経管や胃瘻からの経腸
栄養の適応や、逆流や下痢などへの対策の相談も多
い。PICC 挿入については診療科を問わず、ほとん
どが NP に依頼されるようになった。

【はじめに：NST活動の基盤確立】当院は地域の中
規模がん専門病院（341 床）で、 NST は 2005 年か
ら活動開始し、演者が赴任した 2010 年に日本静脈
経腸栄養学会（JSPEN）のNST稼働施設に認定され、
スタッフを揃えて 2011 年 7 月より NST 加算を算
定開始した。以後、NST メンバーの増員とスキル
アップと共に活動を広げ、2013 年には摂食嚥下障
害看護認定看護師が NST メンバーに加わり、口腔
ケアを担う歯科医師とともに嚥下回診・嚥下食の見
直しなども可能になった。同年に、JSPEN の NST
専門療法士実地修練教育施設に認定され、院内に加
え外部からも実地修練を受け入れ、人材育成を開始
した。活動の障害も多かったが、NST メンバーの
結束と尽力により、当院の NST 活動の基盤はこの
年までに概ね確立された。
【NST 活動の改革】NST 加算算定を契機に、以下
を開始した。（1）NST 回診・ミーティングの充実・
効率化、（2）NST 依頼システムの変更：全ての医
療者と患者・家族から希望があれば依頼可能に、（3）
NST 活動の周知：広報ポスター作成、NST 新聞の
発行、職員向け勉強会、リンクナース会議などの開
始、患者向け勉強会の開始。
【NST活動の成果と課題】NST 加算算定開始後は、
病院全体で活動が認知され、管理栄養士の増員・病
棟担当制が実現し、がん患者のための栄養サポート
体制が構築された。抵抗もあったが「根拠に基づい
た栄養療法の推進」が徐々に浸透し、医療スタッフ
間の信頼関係が生まれ、NST の提案が実行に繋が
ることが増えた。外科領域では、高度侵襲の食道癌
外科治療において、術前治療時からの栄養介入や口
腔ケア、術後の嚥下機能評価や個別対応食提供など
NST 中心のチーム医療で縫合不全を含む SSI が激
減した。また、全てのがん患者の栄養管理のゴール
を「口から美味しく食べる」とし、緩和医療の中で
わたあめの提供や、患者向け栄養相談会（勉強会か
ら名称変更）を行ってきたが、個別対応の難しさは
課題である。
【これから】当院では、NST 加算算定が患者中心の
NST 活動とスタッフの意識・知識の向上に繋がり、
入院患者の栄養管理の質の向上で「治療力」を持つ
チーム医療に進歩した。一方で、治癒が困難ながん
患者も多い。今後は、治癒の可能性に関わらず、身
体機能や生活の質、食べる楽しみを目指す支援も求
められる。現在行えていない外来での栄養サポート
を含めたシームレスな NST 活動で、「食べたい」
に応え、がん患者・家族の安心感やセルフケアの向
上も目指したい。

WS1-3
NSTによるチーム医療の普及と栄養サポート
の変遷

○山中 英治、池側 恭洋、北川 克彦、中本 博之、
小田 道夫
若草第一病院外科

WS1-4
地域のがん専門病院におけるNST活動のこれ
までとこれから

○鍋谷 圭宏 1，2）、河津 絢子 2）、前田 恵理 2）、金塚 浩子 2）、
國松 尚子 2）、白戸 由香子 2）、羽山 美奈子 2）、
上野 浩明 2）、滝口 伸浩 1，2）、佐々木 慶太 1，3）、
高橋 直樹 1，4）

1）�千葉県がんセンター食道・胃腸外科
2）千葉県がんセンターNST
3）千葉県がんセンター頭頚科
4）千葉県がんセンター歯科（口腔管理）
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【はじめに】当院は 699 床の地域医療支援・がん診療
拠点・臨床研修指定病院であり、2003 年に NST が発
足し活動を稼働している。2012 年より新体制を構築し、
活動拡充を目指しており、構成メンバーは、医師・看
護師・栄養士・薬剤師に加え、臨床検査技師・言語聴
覚士・理学療法士の参画が当院の特徴である。
【目的】当院における NST 活動の変遷を見返し、今後
の課題を模索する。
【方法】（1）年度毎に一年間の活動を振り返り、目標値
の再設定を行ない活動の renovation を図った。（2）
全病棟を対象とする全科型 NST（中央 NST）に病棟
回診ラウンドを導入した。（3）病棟単位での単科型
NST（病棟 NST）を立ち上げた。（4）栄養管理にお
ける新たな指標を検討した。
【結果】消化器病棟において単科型 NST を立ち上げ、
病棟単位での NST 活動の完結が可能となり、看護師
主導の看護師による症例提示のスタイルが確立した。
さらに他病棟（呼吸器内科病棟および脳神経外科病
棟）における病棟 NST の立ち上げを促し、活動拡充
に寄与した（約 300 症例 / 年）。消化器病棟 NST での
症例検討からは、高侵襲手術におけるリハ栄養プログ
ラムが新規に誕生し、特に胆膵悪性腫瘍に対する膵頭
十二指腸切除（手術手技 / 周術期管理定型化）での積
極的な“リハ栄養”の確立につながった。新たな指標
として体成分分析装置（InBody®）を導入し、測定デー
タを基に個々の患者に適した栄養サポートの提案が可
能となった。また、看護師アンケート調査からは、栄養
への関心上昇、病態に応じた栄養管理の必要性の理解、
状態を把握・要約して発表する一連のトレーニングとな
り、看護師教育においても有用性を発揮した。次年度
の課題は、当院における入退院支援センター設立に伴
うNST 活動の外来レベルでの普及であり、厚生労働
省が提言するキュアからケア中心への活動移行である。
【まとめ】NST 継続には、オーケストラでいう指揮者
という認識を持った医師の存在が key となる。さらに
発展させるためには病院ならびに社会の情勢に柔軟に
対応でき、人事異動にも対応しうるチーム作りが要求
され、人を巻き込み活動の輪を広げつつ、たゆまぬ啓
蒙活動が必要不可欠である。栄養管理には病態把握
が必須であり、患者自身が望むゴールを見据え、栄養
の重要性を改めて理解頂き、医療者と一体化する姿勢
が肝要である。当院における段階的 renovation による
NST 活動の変遷と未来に向けた取り組みを報告する。

【目的】当院栄養サポートチーム（以下 NST）は、
2005 年消化器外科、脳神経外科で活動開始、2007
年全科型へ移行した。2010 年新設された栄養サポー
トチーム加算算定にむけ施設基準に沿ったチーム編
成や運用方法を標準化するとともに、消化器外科周
術期管理強化を目指し膵頭十二指腸切除術（以下
PD と略す）に ERASR プログラムを導入して胃切
除や大腸切除術に拡大してきた。また 2018 年から
入院時支援加算体制の構築に参画した。これまでの
取り組みと今後の課題について報告する。
【内容】NST は、管理栄養士 1 名（専従）、医師 2 名、
歯科医師 1 名、薬剤師 3 名、看護師 6 名、臨床検査
技師 2 名で構成し担当者が週 1 回カンファレンスと
回診に参加する。さらに看護師は各病棟にリンク
ナースを 2 名以上配置し、月 1 回ミーティングを開
催し NST との連携強化を図っている。栄養管理普
及活動として NST 勉強会の開催（1 回 / 月）、NST
運用マニュアルや経腸栄養マニュアルの作成、NST
専門療法士の育成等、積極的に行っている。NST
症例は急性期患者が多く、PD など高度侵襲手術は
全症例 NST が介入し、術前から栄養管理科やリハ
ビリ科とともにチーム医療を行っている。入退院支
援加算算定は、NST が主体となり Patient Flow 
Management 業務内容を含んだ ERAS プログラム
による周術期管理を実施していたため、その手法を
応用し消化器外科から導入、その後全科へ拡大した。
【結語】急性期病院では専門性の高い高度な治療を
迅速かつ安全に行うことが求められている。診断か
ら手術、退院までの治療を円滑に行うためには、周
術期管理は多職種協働で対応することが有効である。
NST は、各職種の専門性を生かした質の高いチー
ム医療を行うことが可能であり、ERAS など高度侵
襲周術期管理や入院患者支援業務で即時機能できる。
今後も栄養管理のみならず院内チーム医療の主体と
なり取り組んでいきたい。

WS1-5
NST活動における段階的 renovation の有用性
－今までと今後に向けた取り組み－

○内田 洋一朗 1，10）、山田 信子 2，10）、山崎 みどり 3，10）、
垣内 真子 3，10）、松岡 森 4，10）、宮内 由利子 5，10）、
井下 春美 6，10）、北出 順子 6，10）、宮森 理英子 6，10）、
吉田 都 4，10）、猪崎 愛 4，10）、御石 絢子 2，10）、
近谷 仁志 5，10）、松本 忍 6，10）、山城 春華 7，10）、
大洞 佳代子 4，10）、阿部 恵 8，10）、本庶 祥子 8，10）、
寺嶋 宏明 1）、佐藤 正人 9，10）

1）�（公財）田附興風会医学研究所北野病院消化器外科
2）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養部
3）（公財）田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部
4）（公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーショ
ン科

5）（公財）田附興風会医学研究所北野病院薬剤部
6）（公財）田附興風会医学研究所北野病院看護部
7）（公財）田附興風会医学研究所北野病院呼吸器内科
8）（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌科
9）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児外科
10）（公財）田附興風会医学研究所北野病院NST

WS1-6
当院栄養サポートチームの軌跡と今後の展望

○伊藤 圭子 1）、眞次 康弘 1，2）、延原 浩 3）、下村 清夏 4）

1）�県立広島病院栄養管理科
2）県立広島病院消化器・乳腺・移植外科
3）県立広島病院歯科
4）県立広島病院看護部
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　2010 年に NST 加算が評価され、多職種がチーム
で従来の職域や診療科を超えての活動がはじめて診
療報酬で認められた。その後全国へ高度医療機関か
ら慢性期施設まで広がったが、今後の人口構造の急
激な変化における医療体制を意識した NST の将来
像について、治療の発端者となる高度医療機関にお
ける役割を、がん診療に特化し特定機能病院である
当院の事例を通して考える。以前の当院 NSTN は、
摂取不良時の栄養補助食品提供が主業務だった。診
療科ごとで専門領域が大きく異なり実際に格差が
あった。5 年前から加算の趣旨を反映した運営と臨
床的ベネフィットを目指し改善に取り組み、がん支
持療法として教育・環境整備・回診を軸に活動して
いる。教育面では頻回の勉強会とともに、回診症例
からの診療科評価を通じて認知度が向上し、回診同
席される診療科も出てきた。治療侵襲に対応した管
理手法や回診で遭遇する課題を現場目線の実効性の
あるマニュアルに整備し、質の担保を図っている。
対象者は増加基調の依頼に加え治療上の栄養不良リ
スクを加味した拾い上げを NST で専従管理栄養士
が行い、重症には週複数回を関与しつつ、週 3 回回
診で平成 28 年 2430 件、29 年 3851 件を算定した。
しかし、短い在院日数や現存の地域連携の枠組みの
中では栄養障害を十分防ぐことができていない。平
成 30 年度診療報酬改定の結果検証に係る全国特別
調査では高度医療機関であろう 400 床以上施設の
76.9％が NST 加算届出しているが、実算定件数中
央値は 38 件 / 月で、さらに約 4 割施設が専任体制で、
栄養不良や治療上の栄養障害リスク症例への制度と
しては十分ではない。高度医療施設では治療本体が
優先される、栄養サポートの必要度は高いが、治療
関連フレイルとなって在宅療養に支障をきたす例が
まだ多い。初療後の栄養障害が遺残すれば、長期化
傾向のがん治療に支障をきたす。2017 年東京都は
全がん死亡者年次推移が今後減少と予測する中、増
える他疾患治療機会には栄養障害の遺残は支障とな
る。 今後就労者人口減少に伴い人的医療資源も減
少し、疾患治療は高度医療施設に集約され、その初
療後に地域包括ケアを含む後送施設への連携が進む。
長期化入院や在宅復帰不可症例の増加は後送病床の
不足につながる。栄養障害を遺残させない高度医療
機関の NST 機能と連携の仕組みにより、在宅療養
が可能な ADL が維持される栄養管理が今後の高度
医療体制に必要で、各施設の NST に求められる役
割と考える。

【目的】当院 NST は、活動開始から 18 年目を迎える。
これまで、時代に応じて様々な問題点を解消しつつ、
最適な栄養管理が提供出来るように変化を遂げ、活
動を継続してきた。そこで今回、当院 NST のこれ
までと現在の活動内容を振り返り、未来における理
想の NST 像を考察したので報告する。
【結果】当院 NST はいわゆる全科型として、17 年
前に設立されて活動が開始となった。メンバーは、
型の如く医師を含め多職種から選任した。しかし、
当初は活動を軌道に乗せるためもあり、実際は単科
中心の活動となりがちであり、活動自体も医師主導
かつ病棟も限定される形となっていた。問題点とし
ては、なかなか多数の医師の参加がなかったこと、
院内全体の栄養管理の重要性への認識が十分でな
かったこと、各職種の NST 活動への参加へのモチ
ベーションを上げることが出来なかったことなどが
考えられた。そこで 2010 年の NST 管理加算算定
を契機に、NST 活動を見直し、各職種がそれぞれ
の専門性を生かせる形に再構築した。専従栄養士を
中心とすることで、医師以外の各職種の参加を促し
た。また、NST 回診やその形式も各職種が積極的
に関わるような仕組みに変更した。さらに、栄養管
理の質の維持向上には NST メンバーのみならず院
内スタッフに対する栄養教育が重要と考え、NST
活動の柱とした。これまで継続して院内研修会や実
技研修を行ってきている。
【考察】今後は、栄養管理の裾野を地域全体に広げ、
その底上げを図るとともに、院内では栄養管理困難
例を中心に NST が介入する形となることが理想で
あると考えている。

WS1-7
高度医療機関において求められる栄養療法と栄
養サポートチーム（NST）活動

○飯島 正平 1）、松岡 美緒 2）、矢野 雅彦 3）

1）�地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
栄養腫瘍科消化器外科緩和ケアセンター

2）地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
栄養管理室

3）地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
消化器外科

WS1-8
当院NST活動のこれまでと今、そして未来

○石井 要、長東 菜穂、中野 明日香、樋口 陽子、
牧本 泰子、酒井 尚美、中川 清仁、金原 寛子、
近澤 明、小林 沙織、尾山 勝信、竹田 利弥、
八木 雅夫
公立松任石川中央病院NST
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【背景】スリーブ状胃切除（SG）を行う際の術前減
量は術中術後合併症軽減を目的に行われるが、患者
の多くはこれまで減量に失敗しており、容易ではな
い。当科では NST やリハビリ等多職種が介入し術
前ダイエット入院を行った後、減量手術を施行して
いる。その成績を示すとともに、術後減量不良例を
検討し新たな知見が得られたので報告する。
【方法】検討 1：SG を施行した 13 例を対象。術前
減量入院 37.2 日。術前減量では 800-1200kcal/ 日の
カロリー制限と個人に合わせた運動負荷を段階的に
行った。術後、退院後も管理栄養士による介入は継
続。その効果ならびに術後アウトカムを検討。検討
2：術後減量不良例を検討するため術後 1 年 %EWL
と術前・減量前好中球リンパ球比（NLR）の相関
を検討。
【結果】検討 1：減量前体重 128.7kg（BMI47.5）→
術前 116.6kg（43.0）で 12.1kg（9.1%）減量。術前
減量で内臓脂肪減少（230.9 → 192.9cm2）、肝機能も
改 善 し た が（AST35.3 → 25.2/ALT47.4 → 31.2）、
骨格筋量は維持された。周術期合併症は認めず。術
後 3 月・6 月・1 年 %EWL は 46.3、50.8、47.4%。
手術時肝生検を施行した症例は全例 NASH であっ
たが、術後 AST/ ALT、FIB4index、肝 / 脾比は
改善し、NASH は改善した。併存疾患改善率は糖
尿病（DM）75%、高血圧 64%、高脂血症 71％、睡
眠時無呼吸症候群 90%。術後 3 か月 NLR は術前よ
り低下し（2.68 vs 1.86）、免疫機能の改善が示唆さ
れ た。 検 討 2： 術 前・ 減 量 前 NLR は 術 後 1 年
%EWL と相関がみられた（R2＝0.52）。術後 1 年％
EWL＜50% 群と 50%≦群で術前・減量前 NLR を比
較すると＜50%vs50%≦：2.97vs2.01 であり（cut-
off2.25）、NLR は SG の術後減量効果を予測するこ
とが示された。
【結語】SG において多職種介入による術前減量入院
は効果的であるが、NLR≧2.25 症例はより強化した
術前・術後の介入やバイパスの付加が必要である。

【背景・目的】食道癌術前術後の栄養状態と手術成
績との関連は多くの研究で示され、栄養評価のため
様々な栄養指標が用いられる。しかし、術前治療が
標準となる Stage II/III 食道癌患者における栄養状
態について、どの時期に、どの栄養指標を用いて評
価することが有用かは不明である。食道癌術後の予
後予測に有用な栄養評価法を明らかにする目的で、
当科の手術症例における周術期栄養指標の縦断的変
化を後方視的に評価した。
【対象・方法】2008 年 4 月から 2017 年 12 月の間、
当 科 に て 術 前 化 療 後 に sR0 根 治 術 を 施 行 し た
cStage II/III 食道癌 141 例。栄養指標は CONUT・
PNI を選択し、治療前・術前化療後・術後早期（2
週）・術後中期（4ヶ月）の 4 時点で栄養評価を行い、
各時点の栄養異常と生命予後との関連を評価した。
【成績】患者背景は、男 / 女；116/25 例、年齢中央
値 67 歳（47-84 歳 ）、cStage II/III；53/88 例。 前
治療は全て化学療法（5-FU＋CDDP）。手術は腹臥
位胸腔鏡 / 左側臥位胸腔鏡；84/57 例、胃管 / 結腸；
140/1 例。手術時間中央値 619 分（363-895 分）、出
血 量 中 央 値 240ml（26-7035ml）。 術 後 は 全 例 で
チューブ空腸瘻による経管栄養が行われた。栄養評
価 4 時点（治療前 / 術前化療後 / 術後早期 / 術後中
期）での栄養障害症例は、CONUT では 4/2/38/7 例、
PNI では 35/54/114/31 例だった。生存解析では術
後早期 CONUT 異常例（全生存期間；Ｐ＜0.001、
無再発生存期間；Ｐ＜0.001）・術前化療後 PNI 異常
例（Ｐ＝0.066、P＝0.013）・術後中期 CONUT 異常
例（Ｐ＝0.069、P＝0.007）で生存期間が有意に不良
であった。Cox 回帰分析では、全生存期間において
術 後 早 期 CONUT 異 常（ ハ ザ ー ド 比 2.48； Ｐ＝
0.005；95%CI：1.33-4.62）・リンパ節転移（ハザー
ド比 2.90；Ｐ＝0.003；95%CI：1.39-6.80）、無再発
生存期間において術後早期 CONUT 異常（ハザー
ド比 1.75；Ｐ＝0.044；95%CI：1.02-3.96）・術前化
療 後 PNI 異 常（ ハ ザ ー ド 比 1.72； Ｐ＝0.043；
95%CI：1.02-2.89）・深達度 T2 以深（ハザード比
2.33；Ｐ＝0.004；95%CI：1.29-4.53）・リンパ節転
移（ ハ ザ ー ド 比 2.63； Ｐ＜0.001；95%CI：1.48-
4.98）が独立予後予測因子として抽出された。
【結語】前治療の後に根治術を施行した食道癌患者
において、術前化療後・術後早期の栄養不良と生命
予後に相関が認められた。術前化療中および根治術
後の栄養不良発生を予防しうる栄養介入など、至適
な栄養管理手法の開発が必要と考える。

WS2-1-1
スリーブ状胃切除における多職種介入術前減量
入院の効果とNLRによる術後減量効果予測

○柏原 秀也 1）、島田 光生 1）、吉川 幸造 1）、東島 潤 1）、
宮谷 知彦 1）、徳永 卓哉 1）、西 正暁 1）、高須 千絵 1）、
濵田 康弘 2）

1）�徳島大学消化器・移植外科
2）徳島大学疾患治療栄養

WS2-1-2
cStage	II/III 食道癌患者における周術期の栄養
指標変化と手術成績

○日景 允、谷山 裕亮、櫻井 直、佐藤 千晃、高屋 快、
岡本 宏史、今野 卓朗、氏家 直人、内藤 剛、海野 倫明、
亀井 尚
東北大学病院総合外科



─ 86 ─

【背景】胃 癌 に 対 す る Conversion surgery は、
Stage IV 胃癌であっても一部の症例で良好な予後
が期待できる治療法として期待されているが、手術
に踏み切るタイミングが難しい。
【対象と方法】当科で胃癌 Conversion surgery 症例
を、吉田らが提唱するカテゴリー分類（Gastric 
Cancer 2016）に基づいて Retrospective に検討し、
術後良好な経過をとった症例とそうでなかった症例
との背景因子や臨床病理学的因子、栄養学的指標に
ついて比較検討した。術後良好な経過とは Rainbow 試
験やABSOLUTE試験といった 2nd line chemotherapy
の OS 10 カ月をカットオフラインとした。
【結果】当科で 2011 年 1 月から 2018 年 8 月の期間
で化学療法を行ったのちに胃切除術を行った初発胃
癌症例全 86 例から、StageIV ではない NAC 症例

（大型 3 型 /4 型、Bulky N 症例など）18 例を除く
68 例を対象とした。年齢中央値 65（25-80）歳、
男 / 女　46/22、カテゴリー分類ではカテゴリー

（Ｃ））1/2/3/4 が 25/7/34/2 例で、C1 と C3 が多かっ
た。術前化学療法のレジメンは DCS の Triplet レ
ジメンが 1 例、Platinum-based doublet レジメン
が 50 例（SOX 17 例、SP13 例など）で、腹腔内化
学療法を含むレジメンが 17 例であった。化学療法
の期間は中央値 3.2 カ月（1.2-15.7）で、2 カ月以内
が 7 例、2 カ月～4 カ月が 41 例、4 カ月～6 カ月が
9 例、6 カ月以上は 11 例であった。過去の報告と同
じく、R0 切除が達成できた症例は R1-2 症例に比
べて術後 OS が有意に良好であった（MST 42.4 vs 
19.3 カ月、 p＝0.0054）。術後生存期間 10 カ月以上の
症例を Good course 群（n＝57）、10 カ月未満の群
を Bad course 群（n＝11）とすると、Good course
群で R0 率が高かった（77.2%vs。36.4%、p＝0.0065）。
栄養学的予後指標としては、化学療法中の体重変化
率、術前 Alb、リンパ球数、CRP、GPS、PNI を比
較したが、PNI が最も差が顕著であった。ROC 解
析でカットオフラインを計算すると PNI 42 がカッ
トオフラインで PNI 42 以上の群は PNI 42 未満の
群に比べて有意に予後良好であった（MST 31.9 vs. 
12.6 カ月、 p＝0.040）。
【結語】術前低 PNI（42 未満）は予後不良であり、
化学療法を継続しながら、栄養介入することでより
良い治療成績が得られる可能性が示唆された。

【はじめに】筋肉量減少は胃癌の術後合併症に関与
する重要な因子である。現行のサルコペニアの診断
基準には筋肉量減少と筋質低下が用いられているが、
筋質低下が胃癌の術後合併症にもたらす影響につい
ては未だ報告がない。本研究では筋質低下と胃癌術
後の重症合併症の関係を明らかにすることを目的と
した。
【方法】2008 年 4 月から 2018 年 12 月までに胃癌に
対し胃切除を施行した 1072 例のうち、stage IV を
除いた 996 例を対象とした。筋質は臍レベルで測定
し た 多 裂 筋 と 皮 下 脂 肪 の CT 値 の 比 か ら
Intramuscular adipose tissue content（IMAC）を算
出し、重症合併症を目的変数とした ROC 曲線から
cut off 値を求めた。主要評価項目は Clavien-Dindo
分類 grade IIIa 以上の重症合併症とし、各因子との
検討をロジスティック回帰分析で行い、Ｐ＜0.05 を
統計学的有意差ありと判定した。ロジスティック回
帰分析による単変量解析で有意差を認めたものを含
めて多変量解析を行った。
【結果】全 996 例のうち、重症合併症を 69 例（6.9％）
に認め、509 例（51.1％）が筋質低下と判定された。
重症合併症に関わる因子について単変量解析を行う
と、男性、70 歳以上、胃全摘術、開腹、深達度 MP
以深、慢性腎臓病、術前 CRP 値 0.5mg/dL 以上、
内臓脂肪量 100cm2 以上、筋質低下で有意差を認め
た。これらについて多変量解析を行うと、男性

（OR：2.08、95％ CI：1.01-4.29）、胃全摘術（OR：
1.75、95％ CI：1.01-3.02）、筋質低下（OR：1.99、
95％ CI：1.04-3.79）で有意差を認めた。
【結語】術前の筋質低下は胃癌術後の重症合併症の
独立した寄与因子であった。これを念頭に CT によ
る術前評価を行い、術前リハ介入などの対策を講じ
る必要があると考えられた。

WS2-1-3
PNIは胃癌Conversion	surgery のタイミングを
はかるうえで参考になる

○山本 和義、大森 健、柳本 喜智、新野 直樹、青山 佳正、
飛鳥井 慶、長谷川 慎一郎、牛込 創、山田 大作、
杉村 啓二郎、西村 潤一、和田 浩志、高橋 秀典、
安井 昌義、宮田 博志、大植 雅之、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター消化器外科

WS2-1-4
術前の筋質低下は胃癌術後の重症合併症の予測
因子である

○松井 亮太、稲木 紀幸、大塚 知博、野本 潤、
小濱 信太郎、東 大輔、行田 悠、本庄 薫平、嵩原 一裕、
大内 昌和、永仮 邦彦、石崎 陽一
順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科
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【目的】周術期管理においては、早期から積極的な
栄養管理を行い、体重や筋肉量の維持、低栄養進行
を防ぐことが重要であり、術後 QOL の改善や予後
に影響を及ぼすことが知られている。当院では、食
道癌患者周術期に対する管理栄養士の介入として、
以前は術後の退院前栄養指導のみを行っていた。現
在は、治療開始前から目標栄養量設定、食形態調整
や栄養補助食品の使用検討など、食事摂取量増加の
アプローチを積極的に行っている。また、術後も外
来において体成分分析装置を用いた栄養状態の評価、
栄養指導を継続して行っている。今回、術後のみ栄
養指導群と治療前から術後外来まで継続介入する周
術期栄養指導群に対して、体重減少率や、筋肉量等
について比較検討した。
【対象・方法】2016 年 1 月から 2017 年 12 月までに
当院で食道癌患者に対して、食道亜全摘出術を施行
した 46 名（男性 38 名　女性 8 名　年齢中央値 69
歳）を対象に 2016 年 1 月から 12 月を術後栄養指導
群 23 名（男性 19 名　女性 4 名　年齢中央値 68 歳）、
2017 年 1 月から 12 月を周術期栄養指導群（男性 19
名　女性 4 名　年齢中央値 70 歳）として、術後 1ヶ
月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の体重変化率、栄養指標
であるPNIおよびCONUTスコアを術前と比較した。
また、周術期栄養指導群では、BIA 法にて測定し
た四肢骨格筋量（SMI）についても検討した。
【結果】周術期栄養指導群において、体重減少率は、
術後 3ヶ月以降の体重減少が有意に抑制されていた

（Ｐ＜0.01）。PNI および CONUT スコアは、周術期
栄養指導群で栄養状態悪化を抑制している傾向が見
られ、12ヶ月後では、スコアに優位差を認めた。（Ｐ
＜0.05）。また、周術期栄養指導群のみの検討であ
るが、BIA 法にて測定した SMI も術後維持されて
いることがわかった。
【考察】食道癌患者に対して、周術期に管理栄養士
の積極的かつ継続的な介入を行うことは、体重、筋
肉量の維持、低栄養の進行を防いでいる可能性があ
ることが示唆された。今後もデータを蓄積して管理
栄養士の積極的な継続介入効果について検討を行っ
ていきたい。

【目的】無作為化比較試験（KSES001）の結果、胃
切除、特に胃全摘術後早期の体重減少抑制に成分栄
養剤（エレンタール）（ED）による早期介入が有効
で あ る こ と を 報 告 し て き た（Imamura H. Ann 
Surg Oncol 2016）。しかし、胃切除後障害のため術
後早期の栄養剤の服薬率は不良で、これまで行われ
てきた他の臨床試験においても服薬率の低さが課題
の一つである。今回、KSES001 試験において、ED
の服薬率と体重減少抑制効果の関連性について術式
別に検討することを目的とした。
【対象と方法】KSES001 に登録された R0 の幽門側
胃切除（DG）（n＝65）または胃全摘（TG）（n＝
35）を受けた Stage I-III の胃癌患者 100 例を対象
とした。食事開始時に無作為割付を行い、EN 群（n
＝53）は通常の食事に加えて ED（300kcal/day）
を 6-8 週間投与し、対照（Ｃ）群（n＝47）は栄養
剤なしで通常の食事のみとした。服薬手帳を作成し、
メディカルスタッフ（看護師、薬剤師または管理栄
養士）が服薬状況を確認した。EN 群の ED 服薬率
と術後 6-8 週までの体重減少率の関連性をＣ群と比
較して術式別に検討した。
【結果】Ｃ群、EN 群の体重減少率は、6.60±4.90%、4.86
±3.72%（p＝0.047）DG 症例ではそれぞれ 5.29±
4.12%、4.77±3.81%（p＝0.596）、TG 症例ではそれ
ぞれ 5.03±3.65%、9.13±5.43%（p＝0.012）であった。
EN 群の ED 服薬率は 68.7±30.4%、DG では 63.7±
32.8%、TG では 79.0±22.3% であった（p＝0.072）。
DG 症例では、ED 服薬率が 80% 以上、80% 未満で
体重減少率は 4.60±3.36%、4.94±4.31% でＣ群と差
を認めなかった（NS）。一方、TG 症例においては、
それぞれ 4.89±3.60%、5.32±4.09% で、80% 以上内
服できた症例で有意に体重減少が抑制されていた

（p＝0.022）。
【結語】TG 症例に対する術後早期からの ED の栄
養介入による体重減少抑制効果を確実に得るために
は多職種の介入によって ED の服薬率を 80%（1 日
平均 240kcal）以上に向上させることが必要である。
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食道癌周術期における管理栄養士の継続的栄養
介入の評価

○小川 了 1，2）、山田 悠史 2）、中村 吉博 2）、早川 俊輔 1）、
藤幡 士郎 1）、中屋 誠一 1）、大久保 友貴 1）、
佐川 弘之 1）、田中 達也 1）、瀧口 修司 1）

1）�名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科
2）名古屋市立大学病院臨床栄養管理室
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胃切除後早期の経口栄養剤の服薬率が体重減少
に及ぼす影響〜KSES001試験より〜

○木村 豊 1，2）、西川 和宏 2）、岸 健太郎 2）、井上 健太郎 2）、
松山 仁 2）、赤丸 祐介 2）、田村 茂行 2）、川田 純司 2）、
川瀬 朋乃 2）、川端 良平 2）、高木 麻里 2）、藤井 千賀 2）、
下川 敏雄 3）

1）�近畿大学医学部外科
2）関西消化器癌栄養療法研究会
3）和歌山県立医科大学臨床研究センター
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【背景】食道癌手術の重篤な合併症の一つに縫合不
全がある。手術手技において様々な工夫がなされて
いるが、その発生率は依然高い水準にある。近年、
褥瘡や術後創離開などに対して、Glutamine を含む
栄養剤による創傷治癒促進作用が報告されている。
また、術前から栄養剤を投与することで、食道癌術
後の肺炎の発症率を減少した報告や術後回復期間が
短縮した報告もある。今回、我々は食道癌の術前血
中 Glutamine 濃度を測定し、術後合併症の発生率
の検討を行った。
【対象・方法】2018 年に食道癌に対して食道亜全摘
術を行った症例のうち、術前に血中 Glutamine 濃
度を測定した 15 例の炎症性合併症と術後 1 か月間
での体重減少について検討を行った。検定には
Mann-Whitney U 検定を行った。
【結果】症例は男性 14 例、女性 1 例。年齢は中央値
71（51～81）。合併症の発生数は肺炎 3 例、縫合不
全 2 例であった。創部感染は認めなかった。肺炎を
発症した症例では、有意差をもって術前 Glutamine
濃度が低かった（p 値 0.009）。縫合不全を発症した
症例では、術前 Glutamine 濃度が低い傾向があっ
た（p 値 0.114）。 ま た、12 例 は 術 後 1 か 月 間 で
10% 以上の体重減少を認めており、体重減少が
10% 未満の症例に比べて術前 Glutamine 濃度が低
い傾向があった（p 値 0.136）。
【考察】Glutamine は生体に豊富に存在する非必須
アミノ酸であり、上皮化や肉芽増生に必要なコラー
ゲン前駆体であるヒドロキシプロリンなどの蛋白合
成や線維増生、蛋白分解抑制を介して創傷治癒が促
進すると言われている。外科手術などの侵襲時には、
筋の分解により血中に Glutamine は供給されるが、
異化亢進状態が長期化することで欠乏する。重症敗
血症患者において Glutamine 投与が死亡率を増加
させたとの報告もある。しかし、今検討でも術前
Glutamine が高い症例は合併症や術後体重減少が少
ない傾向が認められた。適切な量の Glutamine 投
与は炎症性合併症の抑制や創傷治癒を促進すると考
えられる。今後、症例数を増やし、食道癌術後合併
症の予防に有効な周術期栄養管理を検討していきた
い。

【背景・目的】膵頭十二指腸切除術（以下 PD）は
侵襲の大きい手術であり、術後の体重減少が大きい
と報告されている。当院では術後に生体インピーダ
ンス（BIA）法を用いて体組成を評価し、栄養管理
に反映している。また、術後の栄養管理については、
ICU 入室後 4 日目までに 1.2g/kg/day 以上のたん
ぱく質を確保することが有用であるとされており、
PD 患者において摂取たんぱく質量が術後の体組成
変化をはじめとした術後経過に及ぼす影響について
検討を行った。
【方法】2017 年 1 月から 2018 年 12 月に当院で PD
を施行した患者 16 名を対象とした。術後 4 日目の
摂取たんぱく質量が 1.2g/kg/day 以上の患者をＨ
群（n＝6）、1.2g/kg/day 未満の患者をＬ群（n＝
10）に分類した。両群について患者背景や術後在院
日数、合併症の有無、身体機能、体組成について比
較 検 討 を 行 っ た。 合 併 症 は Clavien-Dindo 分 類
grade2 以上を合併症ありとし、身体機能は術前後
の握力変化率を用いた。
【結果】術後 4 日目の摂取たんぱく質量はＨ群 1.5±
0.2g/kg/day、Ｌ群 0.6±0.4g/kg/day であった。年
齢（ Ｈ 群 71.6±10.6 歳 vsL 群 74.2±5.9 歳 ）、 術 前
SMI（ Ｈ 群 6.25±0.99kg/m2vsL 群 6.77±1.00kg/
m2）は有意差を認めなかった。術後経過については、
術後在院日数（Ｈ群 24.7±7.1 日 vs L 群 27.3±11.6
日）、合併症の有無（Ｈ群 3 例 vs L 群 4 例）とも
に有意差はなかった。握力変化率および体組成は、
握 力 変 化 率（ Ｈ 群 -10.3±8.8 ％ vs L 群 -8.7±
10.3％）は有意差を認めなかったが、術後 14 日目、
術後 21 日目での SMI 変化率（Ｈ群 5.5±12.6％ vs 
L 群 -7.4±5.6％ p＜0.05、Ｈ群 -3.7±6.3％ vs L 群
-13.0±4.7％ p＜0.05）はＬ群で有意に低下していた。
体重変化率（術後 14 日目：Ｈ群 -0.2±8.3％ vs L
群 -4.6±2.8％、術後 21 日目：Ｈ群 -4.7±6.7％ vs L
群 -7.9±2.8％）は差を認めなかった。
【結論】術後のたんぱく質確保が骨格筋量維持に対
し有用であることが示唆された。また栄養療法の評
価として BIA 法による体組成評価が有用であり、
適切な栄養療法を行うために体組成評価は重要であ
ると考える。

WS2-1-7
食道癌手術症例における術前血中Glutamine濃
度と合併症率の検討

○中屋 誠一、小川 了、早川 俊輔、藤幡 士郎、
大久保 友貴、佐川 弘之、田中 達也、高橋 広城、
松尾 洋一、瀧口 修司
名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科学
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当院の膵頭十二指腸切除術術後の栄養管理とア
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○田部 大樹 1）、内山 里美 1）、宮島 功 1）、田中 健太郎 2）、
塚田 暁 3）、近森 正幸 4）
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3）社会医療法人近森会近森病院外科
4）社会医療法人近森会近森病院理事長
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【背景】本邦で普及しているエネルギー必要量の計
算式の 1 つに Harris-Benedict 式があるが、欧米人
を対象とした推定式であり、日本の消化器癌患者を
対象とした推定式ではない。近年、周術期領域にお
いても間接熱量測定によるエネルギー必要量の算出
は推奨されているが実施できる施設は限られ、安静
時エネルギー消費量（Resting Energy Expenditure；
REE）を推定できる予測式を作成することは臨床的
意義があると考える。本研究の目的は間接熱量測定
により REE を算出し、その予測式を作成すること、
その信頼性について検討することである。
【方法】本研究は前向き観察研究である。検討 1 で
は平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 6 月 30 日に当院
で消化器癌の手術予定患者 66 例を対象とした。測
定項目は年齢、身長、体重、性別、REE とした。
REE は 間 接 熱 量 測 定（ ミ ナ ト 医 科 学 社 製、
AE100i）を実施し、Weir の式を用いて REE を算
出した。各測定項目はすべて術前に測定した。統計
学的解析方法は REE を従属変数、その他の測定項
目を独立変数とした重回帰分析（強制投入法）を行
い、REE の重回帰式を算出した。検討 2 では平成
30 年 7 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日の消化器癌の
手術予定患者 62 例を対象とした。検討 1 で作成し
た REE の重回帰式の信頼性について検討した。統
計学的解析方法は Bland-Altman 分析を用いて、予
測 REE と実測 REE の差の平均の 95％信頼区間を
求め、加算誤差の有無について検討し、Bland-
Altman plot の回帰直線の有意性の検定を行い、比
例誤差の有無について検討した。
【結果】REE は年齢（r＝－ 0.518）、体重（r＝0.652）、
身長（r＝0.654）、性別（r＝－ 0.343）と有意な相関
を認めた。重回帰分析では年齢（β＝－ 0.278）、体
重（β＝0.352）、 身 長（β＝0.233）、 性 別（β＝ －
0.069）であり、自由度調整済みＲ2 は 0.523 であった。
重回帰式は REE＝575.8-5.9×年齢＋7.1×体重＋5.4
×身長－ 31.0×性別であった。予測 REE と実測
REE の差の平均は 22.9±177.8（95％ CI：－ 22.3-
68.0、Ｐ＝0.307）、Bland-Altman plot の回帰直線（r
＝－ 0.209、Ｐ＝0.103）に有意差は認めなかった。
【結論】本研究で得られた REE の予測式は加算誤差、
比例誤差を認めず、信頼性があると判断した。日本
の消化器癌患者の REE の予測式を作成した報告は
なく、本研究の結果は周術期栄養療法や評価の一助
になる可能性があると思われる。

【目的】消化器癌手術における予後予測因子として
の modified Glasgow Prognostic Score（mGPS）や
Prognostic Nutritional Index（PNI）の臨床的意義
が報告されている。また術前の低骨格筋量は、術後
合併症予後因子と考えられており近年、術前からの
栄養とリハビリテーションの有用性について注目さ
れている。今回、術後の合併症を予防し、安全に手
術を受けることができることを目的に消化器癌手術
症例に対する、多職種が連携した‘術前栄養リハビ
リ強化プログラム ’ の取り組みとその短期成績につ
いて報告する。
【対象・方法】医師、看護師、管理栄養士、理学・
作業療養士、歯科衛生士からなるコアグループを結
成し、数回にわたりミーティングを開き 2017 年 6
月より本プログラムを開始した。対象は 80 歳以上、
血清 Alb.3.5g/dl 未満、CRP：0.5mg/dl 以上のいず
れか 1 つでも満たすものとした。術前 7 日前に入院
し栄養介入としては食事の他に免疫賦活栄養剤を、
また筋タンパク合成に関わる生理作用を有する分岐
鎖アミノ酸（BCAA）を含む栄養ゼリーをリハビリ
テーション施行直後に摂取した。短期成績としてプ
ログラム介入前、術前日に mGPS の判定、血清ア
ルブミン（Alb.）、トランスサイレチン、CRP 値を
測定した。また骨格筋量は BIA 法にて測定し、得
られたデータより四肢筋量を身長の二乗で除した値

（SMI：skeletal muscle mass index, kg/m2）を算出
した。また筋力は握力を指標とした。
【結果】今回 2017 年 6 月から 2018 年 12 月まで 52
症例に対して本プログラムを実施した。平均年齢は
76.4 歳、男性 32 症例、女性 20 症例であり、疾患は
胃癌 22 例、食道癌 11 例、肝胆膵の悪性腫瘍 19 例
であった。mGPS のＡ群（正常）の割合は介入前は
40％であったのに対し、術前で 53％と改善された。
またＣ群（前悪液質）とＤ群（悪液質）の割合は介
入前で 33％であったのに対し術前で 25％と減少し
た。プログラム介入前と比較して術前で血清 Alb. 値、
トランスサイレチン値は有意に高値を示した。また
血清 CRP は術前で低値を示す傾向にあった。SMI、
握力は男性、女性ともに介入前と術前で変化は認め
なかった。
【結語】‘術前栄養リハビリ強化プログラム ’ により
術前での mGPS と栄養状態の改善を認めた。今後
は術後合併症や予後に対する臨床学的意義について
検討していくべきであると考えた。
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消化器癌患者の安静時エネルギー消費量の予測
式の作成
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楠木 晴香 1）、橋爪 裕 1）、今岡 泰憲 1）、廣瀬 桃子 1）、
山口 みさき 1）、松井 俊樹 3）、下村 誠 3）

1）�松阪市民病院リハビリテーション室
2）畿央大学健康科学部
3）松阪市民病院外科

WS2-2-3
消化器癌手術症例に対する‘術前栄養リハビリ
強化プログラム’導入の取り組みと短期成績に
関する検討

○児山 香 1）、柴田 近 1）、小川 仁 1）、中野 徹 1）、
山本 久仁治 2）、長尾 宗紀 1）、安本 明弘 1）、
高見 一弘 2）、武山 大輔 1）、佐瀬 友彦 1）、木村 俊一 1）、
澤田 健太郎 1）、早坂 朋恵 3）、片寄 友 2）

1）�東北医科薬科大学消化器外科
2）東北医科薬科大学肝胆膵外科
3）東北医科薬科大学病院管理栄養部
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【はじめに】膵頭十二指腸切除術（PD）は高難度、
高度侵襲手術であり、近年、high volume center に
おける術後死亡率は低率となったものの、術後合併
症、特に SSI 発症率は未だ高率である。近年の手術
成績の向上によって早期の経口摂取が可能となった
ことなどから術後の経腸栄養療法はルーチンで行わ
ないことが膵癌診療ガイドライン等で弱く推奨され
ているが、周術期の栄養療法が不要ということでは
ない。我々は以前より高度侵襲手術において、術前
免疫栄養が有用であると考えており、特に近年注目
されているサルコペニア患者に対して有用と考え臨
床研究をおこなっている。以下に 2 つの臨床試験の
結果を示す。
【対象と方法】（臨床試験 1）PD 予定患者 50 名を対
象とし、術前 IED を 5 日間投与した群（Ａ）、非投
与群（Ｂ）の 2 群で行った RCT で、SSI 発症率を
比較検討した。（臨床試験 2）2009 年 4 月から 2016
年 5 月に施行した PD 症例 351 例を対象とし、サル
コペニア群（Ｃ）、非サルコペニア群（Ｄ）の 2 群
に分け、後方視的に SSI 発症率を検討。さらに SSI
発症のリスク因子を検討した。
【結果】（1）Ｂ群（60%）はＡ群（28%）と比較し
てSSIが有意に多かった（p＜0.05）。（2）Ｃ群（61%）
はＤ群（38%）と比較して SSI が有意に多かった（p
＜0.001）。多変量解析では「サルコペニア」（p＜
0.001）と「術前免疫栄養（IN）未施行」（p＜0.001）、

「BMI 高値」、「膵管径低値」が SSI 発症の独立した
危険因子として抽出された。Ｄ群で IN 施行の有無
で検討すると SSI 発症率は 22 例 /75 例（29.3%）、
79 例 /188 例（42.0%）（p＝0.053, OR：1.75）であっ
た。一方、Ｃ群で同様に検討すると SSI 発症率は 3
例 /17 例（17.7%）、51 例 /71 例（71.8%）（p＜0.001, 
OR：11.9）と著明な差を認めた。以上から、PD に
おいて術前免疫栄養は SSI 防止に有用であると考え
られ、また、サルコペニアは SSI 発症の risk factor
であり、術前免疫栄養の SSI 防止効果はサルコペニ
ア症例において特に高い可能性が示唆された。現在、
我々の施設では術後経腸栄養をルーチンで行ない、
合わせて早期経口摂取も行なっているが、早期経口
摂取が十分に可能であることから、PD の栄養療法
は、術前低栄養患者以外では術前免疫栄養療法のみ
でよい可能性があると考えている。

【目的】近年、周術期管理を標準化して合併症を減
らし、労力・コスト削減を図る術後回復促進策が各
国で導入されている。我々は 2010 年より高度侵襲
手術である膵頭十二指腸切除術に ERAS プログラ
ムを導入、改善してきた。（眞次 外科と代謝・栄養
2016）。現在、多くの手術で ERAS プログラムは安
全かつ有効であることが報告されているが、栄養状
態の観点から検討した報告は少ない。今回、我々は
PD-ERAS プログラムにおける周術期から在宅移行
までの栄養状態について検討したので報告する。
【対象と方法】2014 年から 2017 年までの 4 年間に
ERAS プログラムで管理した膵頭十二指腸切除術
81 例のうち、入院前から術後 6ヶ月まで継続して栄
養アセスメントを行った 45 例。検討項目は栄養指
標（Alb, Pre-Alb）、栄養指導（摂取エネルギー；
kcal/kg、摂取たんぱく質；g/kg）、体組成分析

（skeletal muscle index； SMI、正常下限を 100% と
して相対評価）。術前、術後 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月
ごとに検討した。また術後補助化学療法なし群（Ａ
群）、あり群（Ｂ群）の 2 群間で同様の検討を行った。
【結果】（median or n,％）疾患は膵管癌 19 例、胆
道癌 13 例、膵嚢胞腫瘍 9 例、その他 4 例。年齢 68 歳、
男 / 女比： 30/15。術式：PPPD23 例、SSPPD18 例、
classical PD4 例。適用 ERAS element は 19 項目。
周術期栄養管理は食事＋経腸栄養＋末梢静脈栄養で
実施。術後経口開始は POD1、離床は POD2、術後
在院日数は 17 日（10-46）であった。術後補助化学
療法（Ｂ群）は 30 例（67％）に実施した。栄養ア
セ ス メ ン ト は Alb：3.8/3.5/3.9/4.0（g/dL）、Pre-
Alb：22. 9/15.9/18.5/18.4（mg/dL）、栄養指導はエ
ネルギー摂取量：28.3/23.1/26.9/29.3（kcal/kg）、
たんぱく摂取量：1.46/0.96/1.05/1.09（g/kg）、SMI
は 105.2/99.4/101.3/100.7（%）であった。Alb、エ
ネルギー摂取量は術後 3ヶ月で回復したが、他項目
は術後 3ヶ月以降も低値で回復は緩徐であった。A/
B 群別比較でも同じ傾向を示し、Ｂ群はＡ群より遅
延傾向であった。
【考察と結語】PD-ERAS プログラムで早期退院は
実現できるが、術後 6ヶ月まで多くの栄養指標は回
復しない。

WS2-2-4
膵頭十二指腸切除術における術前免疫栄養療法
の有用性	－	特にサルコペニア患者において免
疫栄養療法は有用である	－

○鈴木 大亮、古川 勝規、吉富 秀幸、高屋敷 吏、
久保木 知、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科

WS2-2-5
ERASプログラムを適用した膵頭十二指腸切除
術症例における周術期及び在宅栄養評価

○眞次 康弘 1，2）、伊藤 圭子 1）、延原 浩 3）

1）�県立広島病院栄養管理科
2）県立広島病院消化器・乳腺・移植外科
3）県立広島病院歯科
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【背景】近年漢方製剤は基礎、臨床での研究の結果、
エビデンスが蓄積し外科周術期にも適応が拡大して
いる。中でも大建中湯は乾姜、人参、山椒の 3 つの
生薬に膠飴（コウイ）を加えた漢方で消化管運動障
害を背景とした疾患に広く用いられており、イレウ
スなどの腹部膨満を伴う消化器領域で頻用されてい
る。また、肝硬変合併肝癌の肝切除や、胆道疾患に
おける大量肝切除を代表として、肝切除術後におけ
る、腸管運動麻痺の遷延や、Bacterial translocation
の発生等による残肝障害が問題となっている。大建
中湯は肝切除術後の血中アンモニア濃度の低下や、
門脈血流の増加が報告されており、当科では肝切除
術後急性期に大建中湯を頻用している。肝切除術後
の腹部膨満による経口摂取不良と栄養状態について
大建中湯投与の効果を検討した。
【対象と方法】障害肝症例を中心に肝切除術後大建
中湯を定期投与し、1 日 7.5g または 15g を症例に
応じて投与した。術後栄養管理は術翌日より食事を
再開すると同時に必要に応じて高カロリー輸液を併
用し、食事摂取量に併せて漸減している。
　2016 年 4 月から 8 月の開腹肝切除症例 28 例を対
象とし、術後大建中湯 1 日 15g 投与した 12 例をＡ群、
1 日 7.5g 投与した 6 例をＢ群、非投与 10 例をＣ群
とし、後ろ向きに比較検討した。栄養管理の指標と
し て 術 後 1 週 間 以 内 の 経 口 摂 取 充 足 の 程 度 と
CONUT 値および消化管運動の指標として排ガス排
便までの期間を評価した。経口摂取は必要カロリー
の 80% 以上の経口摂取達成または通常食に準ずる
食事の 8 割以上摂取達成を評価基準とした。
【結果】術後 1 週間以内の経口摂取達成率はＡ群、
Ｂ群、Ｃ群でそれぞれ 75%、83%、60% であった。
また、術後排ガスまでの期間は平均 2.0 日、2.1 日、1.5
日、排便までの期間は平均 4.0 日、4.8 日、3.2 日で
あった。CONUT 値は術前いずれの群も軽度低下で
ある平均 2～3 で、術直後に平均 6.3～8 と最も悪化
しその後徐々に改善するも 7 日時点では平均 4.4～
5.6 と中等度の栄養不良の状態で群間に大きな差は
認めなかった。
【考察】大建中湯投与は排ガス、排便開始までの期
間に大きな影響は認めず、短期の栄養評価に有意差
は認めないものの、腹部膨満改善に伴い早期の十分
な経口摂取が可能になると考えられた。
【結語】肝切除術後大建中湯は消化管運動障害を改
善し、腹部膨満による経口摂取障害の改善に寄与す
ることが示唆された。今後長期の栄養改善につなが
ることが期待される。

【目的】加齢によって栄養状態が変化することが知
られ、フレイルやサルコペニアといった身体機能や
筋量、筋機能の低下は老年栄養学上のトピックに
なっている。しかしながら、外科系入院患者におけ
る栄養指標の加齢変化について大規模な調査はあま
り行われていない。本研究では、入院高齢者の加齢
に伴う栄養指標の変化を明らかにする。
【方法】当大学病院外科系診療科に入院した 65 歳以
上の高齢者を後ろ向きに調査した。エントリー期間
は 2017 年 12 月 か ら 2018 年 8 月 と し、2018 年 12
月までフォローアップした。入院時の年齢で 5 群

（65-69 歳、 70-74 歳、 75-79 歳、 80-84 歳、 85 歳 以
上）に群分けし、栄養関連指標のトレンドを検討し
た。栄養関連指標には、信頼性と妥当性が検証済み
の 栄 養 ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル（MNA-SF、
MUST）を用いて入院時の低栄養リスクを評価した。
また、併存疾患及び指数（CCI）や各種入院時生化
学的データを群間比較した。退院時評価項目は死亡、
在宅復帰、在院日数とした。
【結果】対象者は 2,709 例（65-69 歳：646 例、 70-74
歳：751 例、 75-79 歳：623 例、 80-84 歳：439 例、 
85 歳以上：250 例）、男性 54.3% だった。加齢にし
たがって、日常生活自立度低下（ECOG-PS、p＜
0.001）、摂食量低下（入院前後 5 日間、 p＜0.001）、
握力低下（男女とも p＜0.001）、低栄養リスク増加

（MNA-SF、p＜0.001；MUST、p＜0.001）、Body 
mass index 低値（p＝0.001）、アルブミン値低下（p
＜0.001）、尿素窒素上昇（p＜0.001）、血性鉄値低下

（p＜0.001）、ヘモグロビン値低下（p＜0.001）、赤血
球数減少（p＜0.001）、中性脂肪値低下（p＝0.001）、
下腿周囲長低下（男女とも p＜0.001）、脳血管疾患
増加（p＜0.001）、認知症増加（p＜0.001）を認めた。
加齢にしたがって在院日数は増加（p＝0.001）し在
宅復帰率は低下（p＜0.001）していたが、死亡率に
有意な群間差を認めなかった（p＝0.056）。
【結論】外科系入院高齢者は、加齢とともに栄養関
連指標が総じて悪化する傾向にあることが分かった。
超高齢者に対する入院早期からの栄養サポートや周
術期栄養管理の重要性が示唆される。

WS2-2-6
肝切除周術期の栄養管理における大建中湯の有
用性

○宗景 匡哉、北川 博之、津田 祥、宗景 絵里、
上村 直、並川 努、花﨑 和弘
高知大学医学部外科学講座外科

WS3-1
外科系入院患者における加齢に伴う栄養指標の
変化

○前田 圭介 1，2）、石田 優利亜 2，3）、野々垣 知之 2，4）、
木下 功 2，4）、嵐山 裕介 2，5）、井上 寿味子 2，5）、
加藤 泰子 2，5）、佐藤 義明 2，5）、柴田 裕紀 2，5）、
濱崎 友紀子 2，5）、藤田 翔一 2，5）、森 直治 1，2）

1）�愛知医科大学大学院緩和・支持医療学
2）愛知医科大学病院栄養サポートチーム
3）愛知医科大学病院栄養部
4）愛知医科大学病院薬剤部
5）愛知医科大学病院看護部
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【背景と目的】経口栄養補助（ONS）は食事摂取に
加えて、経腸栄養剤や濃厚流動食によって、不足分
の栄養を摂取する方法である。日本の ONS は医薬
品と食品がある。食品は、医師の処方箋や医療者の
介入なく購入が可能であり、正しい栄養摂取管理が
されているのか不明な部分が多い。我々は ONS を
用いる患者に対してアドヒアランス調査を行ない、
医薬品使用者と食品使用者を比較検討した。
【対象と方法】対象は 1 年以内に何らかの疾患で医
療機関を受診し、現在 ONS を用いている方とした。
方法は、患者および介助者への web アンケート調
査により行なった。NBD オープンデータから医薬
品経腸栄養剤が処方されている年齢分布（50 歳
＞：51-74 歳：75 歳＜、 14%：22%：64%）をもとに、

「医薬品を使用している群」と「食品のみを使用し
ている群」を各 150 名ずつ抽出した。「医薬品を使
用している群」のうち、食品を併用している 43 例
を除く 107 例を医薬品群、「食品のみを使用してい
る群」のうち、経管で栄養を併用していた 2 例を除
く 148 例を食品群として比較した。検討項目は
BMI、摂取カロリー、摂取頻度、医療者からの指示
の有無、栄養剤の認知度とした。
【結果】BMI と摂取カロリーは医薬品群が食品群よ
りも有意に多かった（21.1±4.38 kg/m2 vs 19.9±
3.75 kg/m2 p＜0.05、298.0±208.6 kcal/day vs 202.6
±110.4 kcal/day p＜0.001）。BMI18.5 kg/m2 未満は、
医薬品群 32.7%、食品食品群 41.2% であった。医療
者から服用指示は、医薬品群は 100% であったが、
食品群は 31.1% であった。摂取頻度は、毎日 1 回以
上摂取する方は、医薬品群が食品群よりも有意に多
かった（60.7% vs 27.7% p＜0.05）が、服用指示を
受けた方のうち毎日 1 回以上摂取する方は、食品群
で 56.5％となり医薬品群と有意な差はなかった。医
薬品群は 44.9% の方が食品 ONS を知らず、食品群
は 66.9% の方が医薬品 ONS を知らなかった（p＜
0.001）。
【結語】食品 ONS を使用している方は医療者から
の介入率が少なく、摂取回数やカロリーも少なかっ
たことが、BMI の低値につながっている可能性が
示唆された。

【背景・目的】食道癌術後早期の骨格筋減少は多く
の患者に認められる変化である。これまで術前サル
コペニアが高齢者食道癌の予後増悪因子とする報告
はなされているが、高齢者食道癌術後の骨格筋減少
が予後に与える影響についての報告はない。本研究
では高齢者食道癌術後早期の骨格筋減少がその再
発・予後に与える影響について検討した。
【方法】対象は 2008 年から 2016 年に、当科にて食
道癌に対し R0 食道切除術を施行された 65 歳以上
の 301 例とした。骨格筋減少の評価として L3 下縁
レベルの Skeletal muscle index（SMI）を CT 画像
より測定した。術前と術後 4 か月の SMI 減少率を
算出した後に SMI 減少率ごとに 3 グループに分け、
その予後と再発率を比較した。
【結果】全症例を SMI 減少率の 3 分位でグループ分
けして予後を検討した（t1：SMI 減少率＜1.25%（Ｎ
＝100）、t2：SMI 減 少 率 1.25-9.13%（ Ｎ＝101）、
t3：SMI 減 少 率＞9.13%（ Ｎ＝100）） と な っ た。
Relapse-free survival（RFS）、Overall survival（OS）
とも t3 群は t1、t2 群と比較して有意に予後不良で
あった（p＜0.001）。この結果より t3 群を Massive 
reduction 群（MR 群）、t1＋t2 群は Limited reduction
群（LR 群）とした。患者背景においては、MR 群
でリンパ節転移割合が有意に多く、出血量が有意に
多かった。また、MR 群は術後 4 か月における
BMI 減少量が有意に多く、Prealbumin が有意に低
値であった。単変量解析において、RFS、OS とも
MR 群は LR 群と比較し有意に予後不良であった。
多変量解析においても、MR は RFS［p＜0.001、
hazard ratio（HR）5.295、95% confidence interval

（CI）3.443-8.141］、OS［p＜0.001、HR 5.287、95% 
CI 3.386-8.256］で独立した予後増悪因子であった。
【結論】SMI の高度減少は高齢者食道癌術後の再
発・予後増悪因子であった。食道癌術後早期の骨格
筋減少は再発、予後不良の有用な予測因子となるこ
とが示唆された。

WS3-2
ONS使用患者のアドヒアランス横断研究：医
薬品栄養剤と食品栄養剤の比較

○橋詰 直樹 1）、田中 芳明 1，2）、石井 信二 1）、七種 伸行 1）、
升井 大介 1）、八木 実 1）

1）�久留米大学外科学講座小児外科部門
2）久留米大学病院医療安全管理部

WS3-3
高齢者食道癌術後の骨格筋減少が再発・予後に
与える影響について

○高橋 慶太、上月 亮太郎、問端 輔、岡村 明彦、
今村 裕、峯 真司、渡邊 雅之
がん研有明病院
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【目的】食道癌手術は消化器癌に対する手術の中で
も高侵襲で、合併症率も高く、時に重篤となる。当
科では術後の早期機能回復および安全性の向上を目
的として、術前から多職種が介入するチーム医療を
導入してきた。今回、高齢者の食道癌患者に対する
多職種による周術期サポートチームの介入効果を検
討した。
【方法】2010 年 1 月から 2018 年 12 月までに食道切
除術を施行した後期高齢者食道癌患者において、
2014 年 5 月からの多職種チーム介入前後の短期治
療成績を比較検討した。術前の多職種チームの介入
内容は、歯科医による口腔ケア、理学療法士（PT）
によるオリエンテーション・筋力評価・呼吸機能評
価を施行し、自宅でインセンティブ・スパイロメト
リーによる呼吸訓練を開始した。また、栄養士によ
る栄養評価・栄養指導、薬剤師による服薬指導、専
任看護師、ICU 看護師による術前教育を充実させた。
耳鼻科医が嚥下評価を行い、言語聴覚士が嚥下訓練
を施行した。術後は翌日から理学療法および早期離
床を施行した。
【結果】非介入群は 18 例で平均年齢 78.6 歳（76-84）、
介入群は 25 例で平均年齢 77.7 歳（75-84）。腫瘍の
占拠部位、進行度、既往歴に有意差を認めなかった。
術式は、右胸腔アプローチ（右開胸および胸腔鏡下
手 術 ）： 非 介 入 群 7 例（38.9%）vs. 介 入 群 18 例

（72%）、左開胸開腹下部食道切除術：6 例（33.3%）
vs. 1 例（4%）、 経 裂 孔 下 部 食 道 切 除 術：4 例

（22.2%）vs. 6 例（24%）が施行されており、非介
入群でより侵襲を軽減した術式が多く選択されてい
た。手術時間、郭清領域に有意差を認めなかったが、
根治度は介入群で有意に高かった（p＝0.043）。合
併症率の差は認めなかったが、非介入群に比較して
介入群は術後歩行開始日（3.83 vs. 1.08、p＜0.001）、
食事開始日（8.83 vs. 5.24、p＝0.004）、術後在院日
数（40.2 vs. 23.2、p＝0.004）の短縮を認めた。
【結語】高齢者に対して多職種チームが介入するこ
とで、より良好なアウトカムが得られた可能性があ
る。

【はじめに】食道癌手術は消化器手術の中でも侵襲
が大きく、しばしば重篤な合併症を経験する。特に
高齢者では、耐術能が低くより注意を要すると報告
されている。
【目的】高齢食道癌患者の臨床病理学因子及び術後
短期成績を検討する。
【対象と方法】2009 年 1 月から 2018 年 3 月の間に
食道切除術を施行した食道癌、食道胃接合部癌患者
243 例のうち、術前呼吸機能検査未実施の 11 例を
除外した 232 例を対象とした 高齢者（≧75 歳）：
Ｏ群と非高齢者（＜75 歳）：NO 群の 2 群に分けて
術前の栄養状態、臨床病理学的因子および術後短期
成績について比較検討した。術後合併症は Clavien-
Dindo 分類で評価し、≧Grade II を合併症ありと定
義した。
【結果】Ｏ群：33 例、 NO 群：199 例であった。術
前背景因子では ASA-PS（1/2/3）においてＯ群

（0/28/5）、 NO 群（18/171/10）で有意にＯ群に併
存疾患が多い結果であった（p＝0.011）。その他の
因子では両群に有意差は認めなかった。術前栄養状
態では Hb：Ｏ群（11.8±1.9）、 NO 群（12.6±1.8）、 
CONUT score： Ｏ 群（2.24±1.41）、 NO 群（1.37±
1.29）でＯ群は有意に不良であった（p＝0.025, p＜
0.001）。手術因子では術式（開胸 / 胸腔鏡）：Ｏ群

（19/14）、 NO 群：（73/126）でＯ群に開胸症例が多
く（p＝0.025）、手術時間はＯ群：517 分（327-712）、 
NO 群：572 分（381-841）でＯ群は有意に手術時間
が短かった。全合併症では両群に有意差は認めな
かったが、肺炎ではＯ群：11 例（33.3%）、 NO 群：
35 例（17.6%）とＯ群で有意に頻度が高かった（p
＝0.036）。
【考察】今回の検討では、高齢食道癌患者では術前
併存疾患が多く、栄養状態も不良であり術後肺炎の
頻度が高い結果となった。このことより高齢食道癌
患者に対しては術前に栄養状態の改善を図り、術前
からの呼吸訓練、口腔ケアなどにより肺炎の発生の
予防に努めるべきであると考えられた。

WS3-4
高齢者食道癌患者に対する、周術期多職種チー
ム介入の効果

○遠藤 史隆 1）、秋山 有史 1）、二階 春香 1）、馬場 誠朗 1）、
木村 聡元 1）、高原 武志 1）、岩谷 岳 1）、新田 浩幸 1）、
大塚 幸喜 1）、肥田 圭介 2）、佐々木 章 1）

1）�岩手医科大学医学部外科学講座
2）岩手医科大学医学部医療安全学講座

WS3-5
高齢食道癌患者における周術期成績

○田村 達郎 1，2）、南原 幹男 1）、形部 憲 1）、櫻井 克宣 2）、
藤原 有史 1）、豊川 貴弘 1）、久保 尚士 2）、田中 浩明 1）、
李 栄柱 1）、六車 一哉 1）、八代 正和 1）、大平 雅一 1）

1）�大阪市立大学大学院消化器外科
2）大阪市立総合医療センター消化器外科



─ 94 ─

【はじめに】高齢者大腸癌患者において術後合併症
の発生は QOL の低下および術後治療の遅れにつな
がるため、術後合併症の発症を予測することは重要
である。また近年高齢者に多く認めるサルコペニア
と術後合併症や予後との関連について多く報告され
てきている。今回、我々は高齢者大腸癌患者におい
てサルコペニアの指標の一つである骨格筋量が術後
合併症に及ぼす影響について後方視的に検討を行っ
た。
【方法】2017 年 11 月～2018 年 12 月に当科にて手術
を施行した 71 歳以上の 高齢者大腸癌症例 51 例を
対象とした。骨格筋量は体成分分析装置 In Body 
S10 を用いて測定を行った。身長、体重から算出さ
れる標準の骨格筋量（SMM）から標準未満の群を
Low SMM 群、それ以外を基準群とし、短期成績を
含む臨床病学的 背景について比較検討を行った。
【結果】症例は男性 26 例、女性 25 例で、平均年齢
は 78.3 歳であった。結腸癌 38 例、直腸癌 13 例で
腹腔鏡（LAP）症例は 45 例、開腹症例は 6 例であっ
た。Low SMM 群は 14 例（結腸癌 10 例、直腸癌 4
例）で、LAP 症例は 13 例であった。術後合併症は
14 例中 8 例（57.1%）に認め、基準群（24.3%）に
比べ有意に高率に認めた。その他両群に手術時間、
出血量、術後在院日数に有意な差は認めなかった。
【結語】高齢者大腸癌患者の術後合併症は術前の骨
格筋量との関連が示唆された。体成分分析装置を用
いて骨格筋量の測定は簡便であり、術後合併症予測
の一つとして有用であると考えられた。

WS3-6
高齢者大腸癌患者における骨格筋量が術後合併
症に及ぼす影響

○佐々木 麻帆、福岡 達成、永原 央、澁谷 雅常、
井関 康仁、松谷 慎治、王 恩、大平 雅一
大阪市立大学大学院消化器外科
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Background：It is well known that preoperative 
sarcopenia is associated with a poor long-term 
prognosis for patients with gastric cancer（GC）. 
However, most GC patients rapidly lose body 
weight and muscle mass after gastrectomy. This 
retrospective cohort study analyzed the effect of 
postoperative sarcopenia and surgery-induced 
sarcopenia on long-term outcomes.
Methods：The study reviewed 1885 GC patients 
who underwent curative gastrectomy between 
January, 2009 and December, 2013 at Seoul Na-
tional University Bundang Hospital. The patients 
were categorized into the sarcopenia group or the 
non-sarcopenia group according to their skeletal 
muscle index calculated using abdominal comput-
ed tomography images.
Results：Preoperative sarcopenia was present in 
538（29.0%） patients and postoperative sarcopenia 
in 904（48.7%）. Among the postoperative sarcope-
nic patients, 420（46.5%） showed surgery-induced 
sarcopenia. The 5-year overall survival（OS） rate 
was significantly poorer in the preoperative sarco-
penic group than in the preoperative non-sarcope-
nic group（80.0% vs. 90.3%, P<0.001）, and the 
same result was repeated in the postoperative sar-
copenia（82.2% vs. 92.1%, P<0.001）. However, in 
the multivariable Cox-regression analyses, preop-
erative sarcopenia was not the independent risk 
factor of OS（HR 1.23, 95% CI 0.94-1.59）, but post-
operative sarcopenia was the independent poor 
prognostic factor for OS（HR 1.36, 95% CI 1.02-
1.81）. The multivariable analysis also showed that 
the preoperative non-sarcopenic and postoperative 
sarcopenic group（surgery-induced sarcopenia） 
was associated with significantly higher mortality

（HR 1.57, 95% CI 1.10-2.22）, but the pre- and 
postoperative sarcopenic group was not（HR 1.25, 
95% CI 0.87-1.79）.
Conclusion：Postoperative sarcopenia was associ-
ated with a poor long-term survival in GC patients 
who underwent curative gastrectomy. Surgery-in-
duced sarcopenia should be avoided for the favor-
able long-term outcome.

BACKGROUND：Intestinal failure is a critical 
condition when there is insufficient bowel length 
or function to support daily nutrition needs. The 
standard treatment has been home-total parenter-
al nutrition（home-TPN）, with generally good 
outcome. However, there are still potential fatal 
complications, such as catheter related infection, 
venous thrombosis, and cholestasis related liver 
failure. To reverse from home-TPN to enteral nu-
trition（EN）is possible, but the data remain limit-
ed. The purpose of this study is to describe the 20 
years’ experience of reversing home-TPN to EN, 
as well as the contributing factors.
METHODS：Retrospective study of the single 
center database from National Taiwan University 
Hospital（NTUH）Nutrition Support Team（NST）
was conducted. Patients treated with home-TPN 
between 1999 and 2018 were collected, and classi-
fied into the successful reversed or persisted 
home-TPN group. The demographic data includ-
ing etiology of intestinal failure, residual small 
bowel length, and colon in continuity was re-
viewed. Representative biochemistry markers at 
two time points were examined：the initiation and 
the last data of the home-TPN period. The data 
was analyzed with SPSS software.
RESULTS：806 home-TPN treated adult cases 
were identified. 41 cases with benign disease and 
chronic intestinal failure treated with home-TPN
＞30 days were proposed to reversal at the NTUH 
NST meeting. After the weaning process, 17 cases

（41%）reversed to EN successfully（independence 
of TPN＞30 days）, and 24 cases（59%）failed. Sta-
tistical analysis showed significant difference be-
tween the two groups in age, residual small bowel 
length, and renal function at both time points ex-
amined.
CONCLUSIONS：Younger age, longer residual 
small bowel, and better renal function are factors 
contribute to greater possibility of reversing 
home-TPN to EN in benign chronic intestinal fail-
ure patients.

Prognostic	significance	of	postoperative	sarco-
penia	in	the	long-term	survival	of	gastric	can-
cer	patients

○Young Suk Park1）, Do Joong Park2,3）, Sa-Hong Min1）,  
Sang-Hoon Ahn1）, Hyung-Ho Kim1,3）

1）�Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�
Bundang�Hospital,�Korea

2）�Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�
Hospital,�Korea

3）�Department�of�Surgery,�Seoul�National�University�
College�of�Medicine,�Korea

Reversing	Home-Total	Parenteral	Nutrition	to	
Enteral	Nutrition	-	A	30-year	Experience	of	
NTUH

○Han-Yu Wu, Po-Da Chen, Ming-Tsan Lin
National�Taiwan�University�Hospital
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　従来の病院管理栄養士の役割は、院内約束食事箋
の食種を基本とした食事提供や慢性期疾患への栄養
食事指導であった。全量摂取が前提の献立提供が管
理栄養士の業務で、どのような病状の患者がどの食
事をどれくらい摂取していて、その食種の適正やそ
の時点で必要な栄養量との乖離については問題とし
ていなかった。指導も急性期後の安定した病状で十
分な食事摂取が可能な患者の「過剰摂取」に対して
で、制限の側面が強かった。急性期診療では栄養不
良対策として栄養サポートチーム（NST）が期待
されており、プライマリーチームと連携して、栄養
状態の評価と推奨栄養の提案を行っている。そこで
実施される栄養療法は食以外の人工栄養の比重が高
いため、栄養投与手段選択や各栄養療法の特性を引
き出すための適切な管理手法も前提であり、その啓
発 も NST の 役 割 と な っ て い る。2010 年 評 価 の
NST 加算では交代勤務のない管理栄養士が専従と
なる場合が多いが、従来の食数管理だった管理栄養
士の職域を超えて病院 NST の要として担うべき役
割は多い。特定機能病院では治療がより専門的で、
より複雑で、病状変化もより早くなっている。各診
療科では、治療対象の疾患には専門性があっても輸
液療法を含む栄養療法は画一的なことも多く、NST
に判断が求められる場合があるため、これら治療展
開の理解なくは関わることができない。専門性ごと
にチーム専任である多職種のサポートは適宜あるも
のの、兼務が前提である専任から常時サポートを受
けられるわけではなく、逆に常時プライマリーチー
ムや患者への対応が求められる専従の立場では専任
である他職種の領域へ踏み込んだ知識が必要である。
実際にエネルギーやたんぱく質といった主要栄養素
の投与量のみならず、水分管理が必要な場合のイン
アウトバランス、Na、Ｋ、Ｐなどの電解質補正など、
病態への理解を要する場合も多い。栄養療法もさま
ざまな理由によって複数を併用することもあり、食
以外の栄養療法を実践している対象にも適切に対応
するためには輸液静脈栄養の知識は欠かせない。ま
た、特定機能病院の性質上、治療が落ち着いた場合
は栄養療法経過中であっても連携施設への転院する
際には、継続した栄養療法のために NST がそのつ
なぎ役を担う場合もある。その場合、退院後の窓口
としても機能しやすい立場にある管理栄養士が専従
であることは栄養療法の地域連携の担い手としての
役割も果たせると考えている。

【はじめに】肥満外科手術後の双胎妊娠（DD 双胎）の栄
養管理に対して、NST 及び多職種連携介入により、安
定した状態で出産しえた症例を経験したので報告する。

【症例】2 型糖尿病・高度肥満症の 30 代女性。妊娠を
目的に肥満症（BMI44.5）に対して腹腔鏡下スリーブ状
胃切除術（LSG）を受け、体重は 130kg から 89kg に
減量した。術後 6ヶ月に排卵誘発剤でのタイミング療法
により妊娠成立、周産期管理希望にて翌年 2 月に当院
受診となった。胃切除術後から食後の嘔吐を繰り返し、
食事量は少なく、外来時 HbA1c5.0％、血糖値 70-
90mg/dl であった。妊娠 34 週目に下肢浮腫の増強、2
週間で浮腫による体重増加（101.8kg → 104.5kg）と血
糖管理不良にて入院となった。食後の嘔吐は持続し、
経口摂取不良に対する、栄養改善目的で NST 介入と
なった。介入時体重 104.8kg、BMI35.9、尿ケトン体（-）、
血糖 112mg/dl、Hb12.2g/dl、Alb3.4g/dl、握力（右 / 左）
41.6kg/34.9kg であった。病棟担当栄養士の食事介入
により、エネルギー1400kcal 塩分制限食に栄養補助食
品（＋480kcal）が提供されていたが、摂取量は約 5 割
であった。目標栄養量は 1900kcal/日（肥満妊婦にて
付加量はなし）とし、嘔吐対策として分食可能な胃・小
腸術後食を提案した。入院 12日目（35 週目）において
も、頻回の嘔吐を持続しており、嘔吐要因が不明である
ことから、病棟看護師による嘔吐時間と食事摂取量の
モニタリングを開始した。36 週目頃より嘔吐回数の減少、
食事量は約 8 割（1400kcal）に増え安定して摂取する
ことが可能となった。また、試験外出による外食も嘔吐
せずに摂取可能となり、摂取量は着実に増加した。妊
娠 37 週より分娩誘発を開始したが、38 週に帝王切開
分娩により第一子 2420g 女児、第二子 1958g 女児を出
産した。出産までの母体体重増加量は 15.6kg、母児と
もに分娩時経過は安定しており軽快退院となった。
【結果】出産日というゴールがある中、週 1 回の NST 介
入だけでは十分な対応ができず、日々のメディカルス
タッフのベットサイドにおける緻密な関わりと、NSTと
の連携が奏効し、安定した食事と妊娠中の精神ケアに
貢献でき、無事出産が行なえた症例であった。

【結論】今後は個々に応じた“個別化”した介入需要が
高まると予想され、NST スタッフと病棟スタッフといっ
た同職の“横のつながり”によるチーム連携がさらに重
要となり、メディカルスタッフの果たす役割はますます
大きくなる。

MS1-1
特定機能病院での栄養サポートチーム（NST）
専従管理栄養士に求められるものは？

○松岡 美緒 1）、飯島 正平 2）

1）���地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
栄養管理室

2）地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
栄養腫瘍科消化器外科緩和ケアセンター

MS1-2
肥満外科手術後の双胎妊婦に対して多職種によ
る連携介入から学んだ栄養管理

○山田 信子 1，10）、内田 洋一朗 2，10）、御石 絢子 1，10）、
牧山 由美 1）、阿部 恵 3，10）、本庶 祥子 3，10）、
北出 順子 4，10）、井下 春美 4，10）、宮森 理英子 4，10）、
松本 忍 4，10）、松岡 森 5，10）、吉田 都 5，10）、
宮内 由利子 6，10）、山崎 みどり 7，10）、垣内 真子 7，10）、
小薗 祐喜 8）、佐藤 正人 9，10）

1）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養部
2）（公財）田附興風会医学研究所北野病院消化器外科
3）（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌科
4）（公財）田附興風会医学研究所北野病院看護部
5）（公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーショ
ン科

6）（公財）田附興風会医学研究所北野病院薬剤部
7）（公財）田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部
8）（公財）田附興風会医学研究所北野病院産婦人科
9）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児外科
10）（公財）田附興風会医学研究所北野病院NST
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【目的】周術期管理において、早期から積極的な栄
養管理を行い、体重、筋肉量の維持、低栄養進行を
防ぐことが重要であり、それが術後の QOL 改善や
予後に影響を及ぼすことが知られている。しかし、
食道癌術後患者では食事摂取量が少なくなり体重・
筋肉量の減少を招いてしまうことがある。当院では、
食道癌患者に対する栄養指導を 2017 年より術前か
ら栄養指導を行い、術後も外来で栄養指導を継続す
ることで、食事摂取量増加・低栄養進行を防ぐため
のアプローチを行ってきた。その効果は、術後の体
重減少を有意に抑えられたことを報告してきた。し
かし、術後早期の段階では少ない食事量しか摂取で
きず、体重が大きく減少してしまうこともある。そ
こで今回、少量でも多く栄養量を摂取できる超高濃
度栄養食を使用して、術後の体重減少を抑え、早期
に体重増加を示した症例を経験したので報告する。
【症例】66 歳男性、身長 166cm、体重 50.5kg、骨格
筋量 22.8kg、体脂肪率 17.0%。胸部食道癌、下咽頭
癌合併に対して咽喉頭食道全摘術胃管遊離空腸再建
術を施行。術後 1 日から空腸瘻から経管栄養投与を
開始、術後 17 日、経口摂取開始。術後 21 日から超
高濃度栄養食 1 本 / 日の付加を開始、経口摂取のみ
となる。術後 31 日に自宅退院。その後、術後 60 日
頃まで超高濃度栄養食を 1 本 / 日付加を継続した。
術後 44 日、92 日、184 日に外来で栄養指導を行い、
聞き取りによる経口摂取量の確認、CONUT スコア、
体成分分析測定を用いて評価を行った。
【結果】経口摂取は術後 17 日 600kcal/ 日→術後 21
日 1000kcal/ 日→術後 31 日 1600kcal/ 日と増加、
術後 44 日からは 1800kcal/ 日を継続することがで
きた。CONUT スコアも術後 7 日では 6 点であった
が、術後 44 日以降は 0 点となり、栄養状態の低下
はみられなかった。体成分分析は、体重、骨格筋量、
体脂肪率とも術後 44 日は術前より減少したが、術
後 92 日には増加、術後 184 日では体重・骨格筋量
はさらに増加したが、体脂肪率は低下した。（体重
46.6kg→ 50.4kg→ 51.4kg　骨格筋量 21.0kg→ 22.3kg 
→ 23.3kg　体脂肪率 15.7% → 17.2% → 15.8％）
【考察・結語】管理栄養士による患者に最適な栄養
剤を選択して、術後早期から超高濃度栄養食を摂取
することで、少量の食事摂取でも栄養摂取量を維持
して、体重、骨格筋量の大きな低下を防ぎ、早期改
善につながった。栄養指導では患者の嗜好や状況に
合わせた ONS の推奨や食事アドバイスを行うこと
が重要であると考える。

【背景・目的】低栄養患者は重症集中治療において
リフィーディング症候群を引き起こし致命的になる
リスクがある。その予防のためにビタミン B1 補充
やリンを含めた電解質管理が重要である。当院では
リン補充のために静注用（リン酸 Na 補正液）に加
え、内服用（ホスリボン配合顆粒）を導入となり、
投与経路の違いによる血清リン値管理の違いを調査
した。
【方法】2018 年 1 月から 2019 年 2 月までの期間、
当院救命救急科で ICU 管理が必要となった BMI

（Body Mass Index）18.5 未満の患者において、リ
ン補正を要した患者を対象とした。主にリン酸 Na
補正液を用いた患者を静注群、主にホスリボン配合
顆粒を用いた患者を内服群とし、患者背景と血清リ
ン値、総リン摂取量並びに摂取エネルギー量を調査
した。2 群間の比較は MannWhitney のＵ検定なら
びにχ2 検定を用いた。
【結果】静注群は 12 人、内服群は 5 人であった。患
者背景として BMI は内服群がより低かった（17.45
対 14.00、p＝0.027）。在院日数、第 7 病日までの総
エネルギー摂取量、予後に差はなかったが、第 7 病
日までの総リン投与量は内服群で多かった（930mg
対 4500mg、p＜0.001）。静注群、内服群共に血清リ
ン値低下を防ぐことができていた。静注群では、血
清リン値の検査結果に応じて単回投与されており、
内服群では開始後数日間連続投与されていた。両群
とも明らかなリフィーディング症候群を発症した患
者はいなかった。
【考察】静注製剤は配合変化を起こしやすいなど取
り扱いに注意を要する反面、内服製剤は投与が簡便
で導入が容易である。しかしながら内服製剤では明
らかに投与量が多くなっており、漫然と投与されて
いないか検討していく必要がある。
【結論】静注群、内服群共に薬剤の投与で血清リン
値低下を防ぐことができた。内服製剤は簡便であり、
漫然と投与されていないか注意する必要がある。

MS1-3
咽喉頭食道全摘術患者に対して超高濃度栄養食
付加によって体重減少を抑制できた1例

○山田 悠史 1）、小川 了 1，2）、中村 吉博 1）、田中 達也 2）、
大久保 友貴 2）、瀧口 修司 2）

1）���名古屋市立大学病院臨床栄養管理室
2）名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科

MS1-4
リフィーディング症候群リスク患者における静
注または内服リン製剤に関する検討

○浅場 幸子 1）、山田 知輝 2）、北口 剛吉 1）、村田 久枝 1）

1）���大阪警察病院薬剤部
2）大阪警察病院ER・救命救急科
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【目的】多職種による NST 介入の有用性が報告されて
いるが、急性期病院の小児科領域における NST の関
わりについての報告は少ない。今回、治療介入に工夫
を要した小児科領域の症例を経験したので報告する。
【症例】16 歳男児。入院時身長 164.5cm、体重 85.2kg、
BMI31.5kg/m2。超低出生体重児（966g）であり、未
熟児網膜症、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多
動性障害、肥満による脂肪肝、閉塞性睡眠時無呼吸症
候群の併存があり、小児科にてフォローされていた。頭
痛および呼吸苦を認め、当院救急搬送され緊急入院と
なった。同日夜、突然の酸素飽和度低下（SpO2 50-
60% 台）に続き心停止をきたし、心肺蘇生により心拍
再開し、挿管による呼吸管理および循環動態管理目的
でICU入室となった。入院後 2日目に殿部の褥瘡を認め、
褥瘡チームが介入開始、4日目より経腸栄養が開始され、
5日目に理学療法開始となった（四肢 ROM エクササイ
ズ・筋力トレーニング）。11日目に気管切開を行い、全
身状態の改善に伴い 23日目に小児 HCU へ転室となっ
た。全身状態は軽快傾向であったが、経口摂取は厳し
い状況であり、経腸栄養による下痢症状のために理学
療法の継続も困難となった。今後の栄養管理が本患児
の重要課題であり、30日目に NST 介入開始に至った。
NST では、経腸栄養剤の種類変更ならびに注入速度の
調整、水分量の調整、整腸剤の使用を提案し、経時的
に便性状は改善、排便回数は減少し、褥瘡も治癒傾向
となった。48日目より経口摂取（嚥下訓練食（嚥下調
整食学会分類 2013 0jレベル））開始となり、52日目に
は経腸栄養の終了に至った。栄養状態の改善に伴い理
学療法介入時間は増加し、57日目より階段練習開始、
63日目頃より歩行介助量は軽減し、112日目より屋外歩
行練習開始となり、ADL は段階的に拡大した。経口摂
取が安定した 66日目以降、清涼飲料水の多飲や間食
が増加したため肥満に対する栄養サポートへ変更し、
併せて母親への食事指導を実施した。定期的な NST
介入ならびに積極的な理学療法の継続により、体重は
入院時に比べ約 20kg 減少し、体組成は骨格筋量
-1.7kg、体脂肪量 -5.6kgとなり、ADL は見守りにて平
地歩行ならびに階段昇降が可能となった。入院 154日目、
自宅退院となった。
【まとめ】経過に合わせた介入目標の変更により適切な
栄養管理が可能となり、褥瘡の改善および体重減量に
つながった。本症例を通して NST における PT の必要
性や役割につき議論したい。

【背景】手術侵襲にともなう生体反応だけでなく、
身体活動量や摂取エネルギー量の低下なども骨格筋
量を低下させる要因となるため、術後の運動療法や
栄養管理は周術期ケアの一部として重要な役割を担
う。今回、口腔がん患者の体組成の変化に注目して
術後の運動療法と栄養療法について検討した。
【方法】当院で口腔がんに対して手術治療（切除お
よび皮弁）を受け、術前 ADL が自立していた患者
3 名（男性 1 名）を対象とした。体組成の測定には
体成分分析装置を使用し、体重、骨格筋量、体脂肪
量を記録した。また、大腿直筋および中間広筋の筋
厚を超音波診断装置で測定した。観察期間は手術前
日から術後 28 日までとし、各評価項目は手術前日
と術後から 7 日毎に計 5 回測定した。また、術後の
摂取エネルギー量および摂取タンパク質量は 1 日毎
に記録した。
【結果】3 症例とも術後の栄養投与は経鼻胃管での
経腸栄養（EN）で開始され、理学療法は術翌日か
ら実施。症例 1 は術翌日から EN を開始し、術後 8
日までにエネルギー量は 30kcal/kg/day、タンパク
質量は 1.3g/kg/day に増加。離床は術後 5 日から
開始。体重、体脂肪量、大腿筋厚は術後緩やかに低
下し、骨格筋量は概ね横ばいで経過した。症例 2 も
術翌日から EN が開始され、術後 5 日にはエネル
ギー量 31kcal/kg/day、タンパク質量 1.3g/kg/day
に増加されたが、嘔気などの理由で EN はしばしば
中断された。離床は術後 6 日から開始。術後の体重、
骨格筋量、体脂肪量は緩やかに低下。大腿筋厚も術
後 14 日までは減少したが、その後増加に転じた。
症例 3 は術部の状態が不良だったため EN と離床は
術後 7 日から開始。EN は術後 14 日にエネルギー
量 47kcal/kg/day、タンパク質量 2.2g/kg/day に増
加。術後の体脂肪量は概ね横ばいで経過。体重と骨
格筋量は緩やかに低下したが、術後 21 日から 28 日
にかけて増加。大腿筋厚は術後 14 日まで減少したが、
その後大幅に増加した。
【考察】症例 1 は早期に栄養投与と離床が開始され、
体組成の変化が最も少なかった。症例 2 は EN が中
断されたこともあり一時的に筋萎縮が生じた。症例
3 は離床や EN 開始が最も遅く、大腿筋厚が最も減
少したが、その後は積極的な栄養管理によって体組
成の改善を認めた。
【結論】運動療法や栄養管理の工夫によって、術後
の筋萎縮を軽減できる可能性がある。

MS2-1
経過に合わせた介入目標により適切な栄養管理
を行なえた小児症例

○吉田 都 1）、内田 洋一朗 2，10）、富 謙伸 1）、本田 憲胤 1）、
猪崎 愛 1，10）、松岡 森 1，10）、御石 絢子 3，10）、
山田 信子 3，10）、井下 春美 4，10）、北出 順子 4，10）、
宮森 理英子 4，10）、松本 忍 4，10）、垣内 真子 5，10）、
山崎 みどり 5，10）、宮内 由利子 6，10）、阿部 恵 7，10）、
本庶 祥子 7，10）、熊倉 啓 8）、佐藤 正人 9，10）

1）（公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーショ
ン科

2）（公財）田附興風会医学研究所北野病院消化器外科
3）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養部
4）（公財）田附興風会医学研究所北野病院看護部
5）（公財）田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部
6）（公財）田附興風会医学研究所北野病院薬剤部
7）（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌内科
8）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児科
9）（公財）田附興風会医学研究所北野病院小児外科
10）（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養サポートチーム

MS2-2
術後口腔がん患者に対する運動療法と栄養管理
に関する症例検討

○田中 孝平 1）、峠田 彩乃 1）、山田 知輝 2）、柏木 宏彦 1）

1）���大阪警察病院リハビリテーション技術科
2）大阪警察病院ER・救命救急科





要望演題 1　RL1-1～ RL1-5

長期予後を見据えた栄養療法
7 月 4 日 木　14：40～15：30　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：中村　謙介　日立総合病院　　　　　　　　　　　　　　
コメンテーター：西田　　修　藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座

要望演題 2　RL2-1～ RL2-3

免疫に着目した栄養療法
7 月 5 日 金　9：30～10：00　第 1 会場（1 階　メインホール）

座長：木下　学　防衛医科大学校免疫微生物　　
コメンテーター：小野　聡　新久喜総合病院消化器センター

要望演題 3　RL3-1～ RL3-4

小児外科領域の栄養療法の問題と対策
7 月 5 日 金　9：30～10：10　第 2 会場（5 階　502）

座長：尾花　和子　埼玉医科大学小児外科　　　　　　　　　　　　　　
尾藤　祐子　神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学分野

要望演題 4　RL4-1～ RL4-5

重症病態における栄養療法
7 月 5 日 金　11：20～12：10　第 3 会場（5 階　501）

座長：志賀　英敏　帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター
コメンテーター：佐藤　　弘　埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　　　　
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【目的】待機的結腸切除手術患者に術前プレハビリ
テーション（運動とロイシン含有飲料負荷）介入を
行い、介入前のサルコペニア有無が介入後に与える
栄養指標項目、体組成への影響を比較検討すること
を目的とする。
【方法】対象は 2018 年 8 月から 2019 年 2 月に当院
の手術準備外来を受診し、術前 8 日以上の介入期間
を確保できた待機的結腸切除手術患者。最終目標症
例数は 100 例。研究デザインは軽微な侵襲を伴う前
向き観察研究（IRB 2017093）。介入期間は 8-14 日
間とした。介入方法は有酸素トレーニングとして 1
日最大 6,000 歩以上のウォーキング（2,000 歩以上
×3 回）、レジスタンストレーニングとして握力ト
レーニング（ハンドクリップ 10kg）1 日合計 60 回
以上（左右 10 回ずつ×3 セット）を目標に実施。
運動後 30 分以内にリハデイズ（株式会社大塚製薬
工場）を 1 本摂取、合計 1 日 3 本を摂取。介入前に
サルコペニアを有した群と非サルコペニア群に分け、
介入前後で握力、SMI（Skeletal Mass Index）、体重、
プレアルブミンの変化率を比較検討した。
【結果】2019 年 2 月末現在、34 症例が試験終了。介
入前にサルコペニアを有していたのは 7 症例、非サ
ルコペニアは 27 症例。術前介入期間において、サ
ルコペニア群は非サルコペニア群に比べ、1 日の平
均歩行数は少なくリハデイズの摂取量も少ない傾向
にあった。介入前後ともにデータを確保できた症例
のうち、サルコペニア群と非サルコペニア群の介入
前後の変化率の比較では、握力、体重、プレアルブ
ミンには明らかな差を認めなかったが、SMI はサ
ルコペニア群の方が介入後有意に増加を認めた（p
＜0.05、Ｕ検定）。
【結論】術前プレハビリテーションは術前の体組成
改善、サルコペニア防止に有効である可能性が示唆
された。今後はサルコペニアの症例数を増やして介
入効果を検討し、術後経過に与える影響についても
報告を行いたい。本研究において筆頭演者に利益相
反はない。

【目的】当院では、より一層安全な周術期管理の実
践と長期予後改善、長期 Quality of life の向上を目
的に、外科医師、看護師、薬剤師、リハビリテーショ
ン科医師、理学療法士、言語聴覚士、栄養サポート
チーム（NST）、感染対策室、緩和ケアチームなど
から構成される多職種周術期管理チームを 2017 年
4 月に発足させた。チーム発足後はリハビリテー
ション科での嚥下評価を頻回に行い、誤嚥を防ぐ食
事形態や体位、摂取法を栄養士、看護師とも連携し
個別に対応している。早期から空腸瘻からの経腸栄
養を開始し、経口摂取が不十分であれば退院後も継
続している。チーム発足の前後で食道癌周術期成績
を後方視的に解析し、チーム医療の有効性を考察し
た。
【対象・方法】2014 年 1 月～2018 年 6 月までに当科
で食道亜全摘術を施行した、食道癌・食道胃接合部
癌患者 112 例を対象とした。チーム発足前の 65 例
を前期群、発足後の 47 例を後期群とし術後体重変
化と肺炎の発生などについて比較検討した。骨格筋
量の評価には CT 検査での第三腰椎レベルの大腰筋
面積を用いた。
【結果】両群で年齢・性別・術前体重に有意差なし。
術後在院日数は中央値で前期群：後期群＝23：31
であった（p＝0.021）。術後 6 か月以内の Clavien-
Dindo 分 類 GradeII 以 上 の 肺 炎 は 前 期 群 29 例

（45％）、後期群 10 例（21％）と有意に減少した（p
＝0.009）。GradeI 以上の反回神経麻痺は前期群 25
例（38％）、後期群 12 例（26％）に認めたが、その
うち誤嚥性肺炎を発症したのは前期群 7 例（28％）、
後期群 0 例（0％）であった。両群（前期群：後期群）
の術後体重変化は、術後 1 か月－ 9.9％：－ 6.2％（p
＜0.001）、3ヵ月－ 15.3％：－ 9.0％（p＜0.001）、6ヵ
月－ 15.8％：－ 9.5％（p＜0.001）、1 年－ 14.4％：
－ 9.1％（p＜0.001）であり、すべての時期で有意
に改善していた。術後 4～6ヵ月時点の大腰筋面積
減少率は前期群－ 25.2％：後期群－ 9.7％で優位に
骨格筋量の減少を抑制していた（p＜0.001）。
【考察】チーム介入後、嚥下機能評価を標準化し経
口摂取が慎重となったこと、食形態の調整、家族へ
の指導など個別の対応を要したことで術後在院日数
は延長した。しかし、退院後も含めた長期的な肺炎
の発症はチーム医療の介入により減少しており、中
長期的な栄養維持にも有効と考えられた。

RL1-1
待機的結腸切除手術患者へのプレハビリテー
ション介入効果が術前サルコペニアの有無に与
える影響

○南村 智史 1）、市薗 香澄 2）、工藤 雄洋 1）、谷口 英喜 1，2）

1）�神奈川県済生会横浜市東部病院栄養部
2）神奈川県済生会横浜市東部病院患者支援センター

RL1-2
長期的な肺炎予防・体重維持を目指した食道癌
周術期の栄養療法

○川田 三四郎1）、平松 良浩1，2）、本家 淳子2）、渡邉 浩司2，3）、
白井 祐佳 4）、深谷 文香 4）、羽田 綾馬 1）、廣津 周 1）、
村上 智洋 1）、松本 知拓 1）、尾崎 裕介 1）、高橋 善明 1，5）、
森田 剛文 1）、菊池 寛利 1）、馬場 恵 1）、神谷 欣志 1）、
坂口 孝宣 1）、加藤 明彦 4，6）、今野 弘之 7）、竹内 裕也 1）

1）�浜松医科大学外科学第二講座
2）浜松医科大学周術期等生活機能支援学講座
3）浜松医科大学リハビリテーション科
4）浜松医科大学附属病院栄養部
5）浜松医科大学附属病院救急部
6）浜松医科大学附属病院血液浄化療法部
7）浜松医科大学
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【背景】胃切除後早期の体重及び骨格筋量の減少は、
QOL（Quality of life）を著しく損なうだけでなく、
術後補助化学療法の継続性や長期予後にも影響する
ため、その対策は重要である。しかし、単に経口栄
養剤を投与するのみでは体重や骨格筋の減少抑制効
果が乏しいことをわれわれは報告してきた。胃切除
後早期、とくに術後 3 か月までは蛋白異化による分
解促進、アミノ酸摂取不足による合成低下が重なり
骨格筋量が有意に減少することが知られている。近
年、骨格筋の維持にはロイシン摂取に加えて運動療
法の重要性が注目されている。しかし、胃切除後患
者でのロイシン投与と運動の介入研究は少なく、エ
ビデンスに乏しいのが現状である。そこで新たな術
後栄養および運動療法を確立するために、まず新規
栄養・運動介入療法の安全性を評価する臨床試験を
施行した。（UMIN000031262）
【対象と方法】デザイン：単アーム、前向き、介入
研究、予定登録数 50 名運動介入：術翌日朝から介
入を開始する。歩行を基本とする介入プログラムを
作成し、術後日数ごとに坐位保持時間、歩行距離、
歩数の目標値を設定する。退院後も行動目標を設定
し栄養介入終了まで継続する。栄養介入：ロイシン
高配合必須アミノ酸含有サプリメントを術後 2 日目
から 90 日間、1 日 1 袋経口摂取する。主な選択基
準は、1）根治切除可能な胃癌、2）予定待機手術で
ある、3）20 歳以上、4）ECOG performance status 
0-1、5）四肢麻痺などなく活動制限を認めない。主
な除外基準は、1）術前から心・肺に重篤な合併症
を有する、2）術前経管栄養を要する症例である。
主要評価項目は、栄養剤摂取コンプライアンスおよ
び運動目標達成率とした。副次評価項目は、周術期
の骨格筋量・身体活動量・歩行速度の変化、有害事
象の発生、再入院割合、周術期の栄養指標の変化、
周術期の体重変化とした。
【結果】対象症例 50 例の症例登録は完了している。
主要評価項目の結果や胃切除術後の身体活動量の推
移などについて解析し、公表する予定である。

【目的】術後の体重減少は様々な癌疾患において予
後不良因子と報告されている。そこで今回我々は、
膵頭十二指腸切除術術後患者の体重減少に影響する
因子を検討し報告する。
【方法】2013 年 5 月から 2018 年 12 月までで当院で
行った膵頭十二指腸切除術 42 例を対象とした。全
例腸瘻を造設しているが、経腸栄養開始時期と経口
摂取開始時期は主治医の判断で決定している。そこ
で術前と退院時の体重が 10% 未満減少した患者

（退院時体重維持群）と 10% 以上減少した患者（退
院時体重減少群）と 2 郡に分けた。さらに 3 か月後
の体重減少についても術前より 10% 未満減少した
患者（3M 体重減少群）と 10% 以上減少した患者

（3M 体重減少群）と 2 群に分けた。各群で年齢、
性別、BMI、原疾患、術前と術後 14 日目の総リン
パ球数、ヘモグロビン値、総タンパク、血清アルブ
ミン値、CRP、術後 7 日目と 14 日目の栄養充足率

（摂取栄養量 /Harris-Benedict の式より算出された
必要栄養量）と体重あたりの摂取タンパク量、手術
時間、出血量、合併症の有無を検討した。
【結果】退院時体重維持群の年齢の中央値は 71 歳で、
退院時体重減少群の中央値は 77 歳でＰ＝0.0162 と
有意差を認めた。また 7 日目の体重あたりのタンパ
ク摂取量も退院時体重維持群が 1.239g、退院時体重
減少群が 0.785g でＰ＝0.043 と有意差を認めた。そ
の他の因子では、退院時体重維持群と体重減少群で
有意差はなく、3M 体重維持群と 3M 体重減少群で
は各因子での有意差は認めなかった。
【結語】高齢者と術後 7 日目のタンパク摂取量が体
重減少のリスク因子であることが分かった。タンパ
ク摂取量を把握し、それを補うことによって体重減
少を予防できる可能性あると考えられた。

RL1-3
胃切除術後の早期栄養および運動介入療法の安
全性

○井田 智 1）、比企 直樹 2）、熊谷 厚志 1）、大橋 学 1）、
布部 創也 1）

1）�がん研有明病院消化器外科
2）北里大学上部消化管外科

RL1-4
膵頭十二指腸切除術における術後体重減少の危
険因子の検討

○塚田 暁 1）、田部 大樹 2）、小松 優香 1）、津田 晋 1）、
坪井 香保里 1）、八木 健 1）、田中 洋輔 1）、北村 龍彦 1）、
近森 正幸 3）

1）�社会医療法人近森会近森病院外科
2）社会医療法人近森会近森病院臨床栄養部
3）社会医療法人近森会近森病院透析科
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【背景】全身の筋力、筋肉量の低下として知られる
サルコペニアが、多くの癌種で周術期合併症や予後
に関与することが報告されている。胃癌患者におい
ても、周術期から術後における集学的治療や胃切除
による摂食障害など複合的な原因で骨格筋の低下が
認められ、骨格筋量の低下を防ぐことが予後の改善
につながる可能性がある。そこで今回、胃癌術後の
骨格筋量が予後に与える影響と骨格筋減少に関与す
る因子を検討した。
【対象と方法】2007 年～2014 年までに当院で治癒切
除術を受けた stage I-III の胃癌患者 211 例を対象
とした。術前および術後 6～12 か月の CT 画像で腸
骨稜レベルの腸腰筋断面において、左右の長径

（cm）×短径（cm）の和を身長（m）の二乗で除
して SMI（骨格筋指数）を算出した。術後合併症
は Clavien-Dindo 分類 II 以上と定義した。
【結果】1. ROC 解析による男性、女性それぞれの
SMI の 5 年生存（OS）に対する至適カットオフ値
はそれぞれ 6.19cm2/m2 と 4.55 cm2/m2 であった。2. 
男 性 28 例（17.7%）、 女 性 12 例（22.6%） が 術 前
SMI 低 値 群 で、 男 性 47 例（29.7%）、 女 性 21 例

（39.6%）が術後 SMI 低値群であった。3. 術前 SMI
低値群は高齢、進行癌、腫瘍径（＞4cm）、静脈侵
襲およびリンパ管侵襲陽性症例において有意に高率
であった。術後 SMI 低値は高齢、胃全摘において
有意に高率であった。いずれも術後合併症と有意な
関連は認めなかった。4. 術前および術後 SMI 低値、
高値群の OS はそれぞれ 55.0%、76.0%（p＝0.011）
と 60.3%、77.6%（p＝0.009）であった。5. OS に対
して多変量解析を行うと、高齢、リンパ節転移、腫
瘍径（＞4cm）、術後 SMI 低値が独立した予後因子
であり、術前 SMI 低値群は独立因子とならなかった。
6. 術前後の SMI 比を算出し、SMI の減少率を検討
すると、胃全摘、術後補助化学療法施行例で有意に
高値であった。
【考察】SMI は胃癌患者の予後因子として極めて重
要で、特に術前よりも術後での低下が重要であった。
また、可能であれば胃全摘を回避することや、胃全
摘例、補助化学療法施行例には積極的に栄養、リハ
ビリの介入を行うことが重要であると考えられた。

【目的】がんが進行し体重減少のある患者では、糖
質を抑え、脂質の比率を上げる栄養管理が推奨され
て い る（ESPEN guidelines on nutrition in cancer 
patients, 2016）。しかし我々は以前、マウス Panc02
膵臓がん腹膜炎モデルにおいて、ラード主体の脂肪
を 60％ kcal、炭水化物 20%kcal の低糖質高脂肪食

（LCHFD）が、標準食（ND；脂肪 10 %kcal, 炭水
化物 70%kcal）と比べてがん免疫を低下、生存を悪
化させることを明らかにした。続けての研究で、脂
肪のエネルギー比率が高い食事でも、強化する脂肪
が大豆油の場合は悪化、ω6/ω3＝2.1 になるよう魚
油を添加した場合はがん免疫の改善が明らかになっ
た。今回、免疫回避に関連する因子として注目され
ているＴ細胞の PD-1 受容体の発現への影響を、通
常食、3 種の LCHFD（ラード、大豆油、魚油）投
与下のマウスがん性腹膜炎モデルで検討した。
【方法】8 週齢雄性 C57BL/6J マウス（n＝46）を通
常食群（ND 群、脂肪 10％ kcal, n＝10）、ラード高
脂肪食（HF-L）群、大豆油高脂肪食（HF-S）群、
魚油添加高脂肪食（HF-S）群（いずれも脂質 60％
kcal, 各 n＝12）に分け、1 週間の給餌後、腹腔内に
1×106 個 /body の Panc02 細胞を接種した。接種
後 28 日目に犠死せしめ、腹腔洗浄液と肉眼で確認
できる播種腫瘤を回収しリンパ球を分離した。洗浄
液と腫瘤それぞれにおいて CD8 陽性Ｔ細胞中の
PD-1 受容体発現割合（CD3＋CD8＋PD-1＋ ）をフ
ローサイトメトリー法にて評価した。
【成績】CD8 陽性Ｔ細胞における PD-1 受容体発現
率は、ND, HF-F, HF-S, HF-L の順に、腹腔洗浄液
中では 59.1±4.6%、 59.9±2.6%、 74.4±1.7%＊ †、 65.4
±4.8%。腫瘤中では 86.2±1.7%、 78.5±3.8%＊、 87.9
±1.6％†、 84.4±1.4 であった（平均±標準誤差、＊p
＜0.05 vs. ND, † p＜0.05 vs. HF-F）。
【結論】PD-1 受容体発現率は、腹腔洗浄液中では
HF-S 群で多く、腫瘤中では HF-F 群で少なく、大
豆油強化によるがん免疫抑制と魚油強化によるがん
免 疫 増 強 の 可 能 性 が 示 唆 さ れ た。 が ん 患 者 に
LCHFD を投与する場合、強化する脂肪の種類の影
響を勘案すべきである。

RL1-5
胃癌患者の筋肉量減少と予後の検討

○河野 友輔、齋藤 博昭、清水 翔太、村上 裕樹、
宍戸 裕二、宮谷 幸造、松永 知之、福本 陽二、
藤原 義之
鳥取大学医学部器官制御外科学講座病態制御外科学分野

RL2-1
低糖質高脂肪食の脂質の種類ががんの免疫回避
（PD-1）に及ぼす影響

○ Watkins 彩子 1）、深柄 和彦 1，2，3）、村越 智 1，3）、
東園 和哉 1，4）、野口 緑 2）、安原 洋 1，2）

1）�東京大学大学院医学系研究科侵襲代謝手術医学講座
2）東京大学医学部附属病院手術部
3）東京大学医学部附属病院材料管理部
4）東京大学大学院医学系研究科消化管外科
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【目的】免疫栄養療法におけるエイコサペンタエン
酸（EPA）投与が高度侵襲手術後における免疫抑
制に与える影響について検討した。
【対象と方法】（臨床試験 1）膵頭十二指腸切除術を
施行した患者 50 名を対象として、EPA を強化した
免疫強化栄養剤 1000 kcal/ 日と普通食 1000 kcal/
日を術前 5 日間摂取した術前群と、術前に免疫強化
栄養剤を摂取しなかったコントロール群の 2 群に無
作為に分けた。術後は両群とも通常経腸栄養剤管理
とした。（臨床試験 2）膵頭十二指腸切除術を施行
した患者 60 名を対象として、免疫強化栄養剤 1000 
kcal/ 日と普通食 1000 kcal/ 日を術前 5 日間摂取し
術後免疫強化栄養剤を早期経腸投与した術前後群と、
免疫強化栄養剤 1000 kcal/ 日と普通食 1000 kcal/
日を術前 5 日間摂取し術後通常経腸栄養剤を投与し
た術前群の 2 群に無作為に分けた。感染性合併症発
生率、血清 EPA、細胞性免疫能の指標として Con 
A/PHA 刺激リンパ球幼若化能を比較検討した。
【結果】（臨床試験 1）感染性合併症発生率は、術前
群で 28%、コントロール群で 60% と術前群で有意
に低かった。血清 EPA は術前日、術後 1, 3 日目で
術前群がコントロール群に比べ有意に高値であった。
EPA/ アラキドン酸比も術前日、術後 1, 3 日目で術
前群がコントロール群に比べ有意に高値であった。
Con A/PHA 刺激リンパ球幼若化能は術後 7 日目で
術前群がコントロール群に比べ有意に高値であった。

（臨床試験 2）感染性合併症発生率は、術前後群で
23%、術前群で 37% と有意差を認めなかった。血
清 EPA は術後 3、7、14 日目で術前後群が術前群
に比べ有意に高値であった。EPA/ アラキドン酸比
も術後 3、7、14 日目で術前後群が術前群に比べ有
意に高値であった。Con A/PHA 刺激リンパ球幼若
化能は術後 14 日目で術前後群が術前群に比べ有意
に高値であった。術後 7 日目の血清 EPA 濃度と術
後 14 日目の Con A/PHA 刺激リンパ球幼若化能は
いずれも正の相関を認めた。
【結語】免疫強化栄養剤における EPA は高度侵襲
手術後の免疫抑制を抑えることが示唆された。

【背景】敗血症の 5 年後の死亡率は約 82% であるこ
とが報告されている。敗血症における急性期の死亡
においては心不全や呼吸器不全が原因である。その
一方で、亜急性期や罹患から 1 年以上経過した後の
長期の死亡では、免疫不全や免疫疲弊をきたす高齢
者が多いのが特徴である。したがって、加齢と長期
化する免疫抑制が敗血症における長期予後不良の一
因であり、高齢者の免疫を賦活することが改善のた
めには重要であると考えられる。これに対し、我々
は Ｔ 細 胞 を 活 性 化 す る サ イ ト カ イ ン で あ る
Interleukin-15（IL-15）に注目し、IL-15 が若齢お
よび高齢マウス敗血症モデルにおいて生存率を有意
に高めることを報告してきた。しかしながら、高齢
者敗血症の長期的な免疫評価と免疫抑制のメカニズ
ムは不明である。
【目的】高齢敗血症マウスに対して便懸濁（Cecal 
Slurry：CS）を投与することで反復敗血症モデル
を作製し、加齢による免疫疲弊の機序と長期的な影
響、および IL-15 の免疫疲弊の遷延に対する免疫賦
活効果を明らかにする。
【方法】研究 1：若齢（6 週齢、 Y）および高齢（18-
24ヶ月齢、 A）マウスに CS を 4 回（day0、3、7、10）
腹腔内に投与することで、臨床に即した反復感染モ
デルを作製した。その後 IL-15 を 3 回投与し、50
日目まで定期的に採血した。フローサイトメーター
により CD4＋、CD8＋Ｔ細胞、また、免疫疲弊の指
標として Program death-1（PD-1）陽性Ｔ細胞お
よび制御性Ｔ細胞（Treg）の割合の変化を検討した。
研究 2：研究 1 と同様の方法で CS ならびに IL-15
を 投 与 し、day12 で 犠 死 さ せ、 血 中 の Natural 
killer（NK）細胞・マクロファージ（ＭΦ）の割合、
腹腔内ＭΦの貪食活性に対する IL-15 の効果を検討
した。
【結果】研究 1：50 日生存率はＹ群 91%、Ａ群 69%
であった。それに対し IL-15 投与群では、若齢・高
齢敗血症マウスのいずれにおいても 100% であった。
末梢血中の PD-1 陽性 CD4＋・CD8＋Ｔ細胞と Treg
の割合は、Ｙ群と比較してＡ群において有意に増加
したが、IL-15 の投与により有意に減少し、かつ、
その効果は 50 日間持続した（p＜0.01）。研究 2：Ａ
群において末梢血中の NK 細胞数は IL-15 投与によ
り有意に増加した（p＜0.05）。また、IL-15 は加齢
により低下した高齢敗血症マウスの腹腔内ＭΦの貪
食活性を有意に改善した（p＜0.01）。
【結語】　IL-15 は、敗血症や加齢により長期間遷延
するＴ細胞の疲弊とマクロファージの機能を改善し、
高齢者敗血症の長期予後に貢献しうると考えられる。

RL2-2
immunonutrition の高度侵襲後免疫抑制に対す
る効果

○古川 勝規、鈴木 大亮、吉富 秀幸、高屋敷 吏、
久保木 知、高野 重紹、酒井 望、賀川 真吾、野島 広之、
三島 敬、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院臓器制御外科学

RL2-3
IL-15は、高齢マウス敗血症のＴ細胞疲弊とマク
ロファージ機能を改善し、長期予後を改善する

○齋藤 雅史 1）、井上 茂亮 1）、山田 勇 1）、安藤 維洋 1）、
山下 公大 2）、掛地 吉弘 2）、福本 巧 3）、小谷 穣治 1）

1）�神戸大学医学部医学研究科外科系講座災害・救急医学先
進救命救急医学部門

2）神戸大学医学部医学研究科外科系講座食道胃腸外科学分野
3）神戸大学医学部医学研究科外科系講座肝胆膵外科学分野
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【目的】小児は全身の筋肉量が少ないため保持して
いるカルニチン量は成人に比してはるかに少ない。
特に侵襲時には脂質代謝が急速に進むため、カルニ
チンの需要は急速に増加し相対的な欠乏をきたす可
能性が考えられる。そこで、周術期のカルニチン動
態から補充の必要性を検討した。
【方法】当院で手術後約 3 日間の絶食期間を必要と
した 7 例で術前および 1・3・5・7 病日に血清遊
離・アシルカルニチン濃度を測定しその動態を後方
視的に比較検討した。尚今回は、1）カルニチン欠
乏の可能性のある重症心身障害児や長期中心静脈栄
養管理中の患児、2）カルニチン合成能が低い乳児
は対象外とした。
【結果】年齢は 4 歳から 12 歳で平均年齢は 7 歳。男
児 5 人、女児 2 人。基礎疾患は、急性虫垂炎＋汎発
性腹膜炎 5 例、先天性胆道拡張症 1 例、癒着性腸閉
塞 1 例で全例開腹手術が行われていた。全例 3 日間
の絶食後、半消化態栄養剤が開始され、7 病日には
通常食を摂取していた。全ての症例で臨床症状およ
び検査データーでカルニチン欠乏は認められなかっ
たが、遊離カルニチンは術後 1 病日に術前値より上
昇し 3 病日に有意に低下、食事開始とともに徐々に
増加し 7 病日には術前値まで回復した。一方、アシ
ルカルニチンは術後から低下し、3 病日に有意に低
値となりその後上昇し 7 病日にほぼ術前値まで回復
した。
【考察】術後遊離カルニチンが筋肉から動員されて
もアシル化の過程が律速段階となり、例え補充して
もアシルカルニチンが増加しないため脂肪酸のβ酸
化には有効性が低い可能性が示唆された。今回は探
索的研究のため症例が限られているが、今後生合成
能の低い乳児も含めたより多くの症例で計測しその
補充の意義を検討したい。

【目的】長期静脈栄養を必要とする短腸症候群
（Short bowel syndrome：SBS）患児では、腸管関
連肝障害（intestinal failure associated liver disease：
IFALD）の発生が、生命予後に影響を及ぼす事が
知られている。これまで、Glucagon-like peptide-2

（GLP-2）投与が、腸管切除後の腸管順応促進に有
効であるとの報告は見られるが、GLP-2 の IFALD
に対する効果については明らかでない。今回我々は、
短腸症候群モデルラットを用いて、GLP-2 投与の
IFALD に対する効果を検討した。
【方法】SD ラット（体重 200-240g）を用いて、頸
静脈に中心静脈カテーテルを留置後に、90％小腸切
除 を 行 い、 完 全 静 脈 栄 養（total parenteral 
nutrition：TPN）にて管理した。グループは、（1）
TPN＋生食投与（Vehicle 群；n＝9）、（2）TPN＋
GLP-2 投与（1μg/kg/h）（低用量群；n＝8）、（3）
TPN＋GLP-2 投与量（10μg/kg/h）（高用量群；n
＝9）の 3 群に分けた。術後 13 日目に犠死せしめ、
肝臓と血液を採取した。評価項目は、病理組織像

（HE 染色）から steatosis score、inflammation score、
ballooning score の合計で示される NAFLD score、
血漿 TNF-αを測定した。
【結果】肝組織像では、vehicle 群、高用量群におい
て、低用量群より高度の脂肪滴を認めた。steatosis 
score、inflammation score は共に低用量群において、
他の 2 群と比較して有意に低値であった（p＜0.05）。
NAFLD score では、低用量群は高用量群に比較し
て有意に低値であり（p＜0.01）、脂肪肝の程度が軽
度であった。血漿 TNF-α値は群間に有意差を認め
なかったが、低用量群では他群と比較して低値で
あった。
【結論】GLP-2 低用量（1μg/kg/h）投与は、短腸
症候群モデルラットにおける脂肪肝を軽減させたが、
高用量ではむしろ悪化させる結果となり、今後メカ
ニズムを含めて腸肝双方に向けた至適投与量の検討
が必要ある。

RL3-1
小児周術期カルニチン動態の検討

○千葉 正博、杉山 彰英、中山 智理、入江 理絵、
大澤 俊亮、川野 晋也、渡井 有
昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門

RL3-2
短腸症候群モデルラットを用いたGLP-2の
IFALDに対する予防効果の検討

○矢野 圭輔、加治 建、大西 峻、町頭 成郎、村上 雅一、
馬場 徳朗、春松 敏夫、山田 耕嗣、桝屋 隆太、
中目 和彦、向井 基、家入 里志
鹿児島大学病院小児外科
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【はじめに】小児の在宅栄養管理には、入院中にも
ましてきめ細やかな介入が必要となる。今回我々は、
腸管不全患児の管理から感じた多職種支援の必要性
について報告する。
【症例】在胎 29 週 4 日、1429g で出生した男児。16
生日に劇症型壊死性腸炎を発症し、小腸結腸亜全摘
により救命し得た。腹腔内炎症の鎮静後に 18cm の
上部空腸（残存小腸率 8.6％）と 4cm の直腸を吻合
再建、残存腸管が自然腸管長の 10％に満たない超
短腸症となった。修正月齢 3 か月半から、経口摂取
による腸管リハビリテーションに着手した。新生児
科医、小児科医、小児外科医、管理栄養士、作業療
法士、病棟看護師、薬剤師、皮膚・排泄ケア認定看
護師、感染管理認定看護師、臨床心理士による集学
的ケアが奏功し、暦齢 1 歳（修正月齢 9 か月 17 日）
に退院、在宅栄養管理へ移行した。
【在宅栄養管理における多職種支援の例】外科医の
目線からでは気づくことが出来なかったと思われた
点が多数あった。児の活動量が増えても中心静脈栄
養ラインが短いために行動制約が生じている、ポン
プアラームの発動時刻と生活パターンがずれている
ために家族の睡眠が妨害されているなど、外来では
把握しきれない実状があった。メディカルソーシャ
ルワーカーがチームに加わり、訪問看護体制を整備
して家庭環境の情報収集を継続したことで、個々の
問題点に迅速に対応することが出来た。管理栄養士
は、児の摂食内容と排泄量の記録を基に必要熱量や
各種栄養素供給量を算出・評価し、児の嗜好や発達
状況に沿った献立を母と共に創っていった。また、
母の日々の給食努力を称賛しながら、負担を軽減す
る調理方法などの具体的なアドバイスを繰り返した。
臨床心理士は、外来の待合時間にあえて形式ばらな
い雑談を両親と重ね、会話の中にあふれる不安を傾
聴し、共感を示すことに努めた。このことで、両親
の健全な精神状態が保たれ、病児育児に疲労困憊す
ることなく自宅で前向きに児を支えることが出来た。
こうしたチーム努力により、患児は総カロリーの 4
割を経口摂取で賄えるようになり、超短小腸機能を
賦活させた在宅栄養管理を実現し得た。
【まとめ】このような支援は、医師のみでは決して
なし得ない。特に在宅栄養管理を必要とする小児外
科疾患症例においては、多職種が関わり、相補的な
継続的なケアを行うことで、種々の問題は克服でき
ると思う。今後もチームの充実を図ってゆきたい。

【はじめに】小児腸管機能不全疾患の多くは短腸症
やヒルシュスプルング病類縁疾患である。しかし
Hirschsprung 病 の 10% に み ら れ る Total colonic 
aganglionosis（TCA）も腸管機能不全疾患の 1 つ
である。TCA では、排泄トラブルとともに栄養障
害やうっ滞性腸炎も発症しうるため、長期的なフォ
ローが必須である。今回我々は、TCA の中長期的
予後と長期的な栄養状態を検討した。
【対象と方法】対象は 1985 年～2018 年に当院で治
療を行った Hirschsprung 病 59 例中、TCA9 例で
ある。これらの症例において、選択術式、術後早期
の排便機能、周術期合併症の有無、長期的予後とし
て排便機能（失禁、便秘、肛門狭窄など）、再手術
の有無、消化管減圧の必要性（胃瘻・腸瘻など）、
栄養状態（TPN の必要性）、学童および成人におけ
る社会生活の状況等を後方視的に検討した。
【結果】男児：女児＝5 例：4 例、年齢：9-33 歳で
あった。既往に壊死性腸炎を 1 例、小腸閉鎖症を 2
例 に 認 め た。 根 治 手 術 術 式 は Martin 法 3 例、
Soave 法 3 例、Soave- 伝 田 法 2 例、Duhamel 法 1
例であった。腹腔鏡手術は 2004 年以後の 1 例に行
われた。術後早期の排便機能は全例で不良で、皮膚
びらんに対する軟膏治療が現在も必要な症例を 2 例
に認めた。術後合併症として穿孔性腹膜炎を 1 例・
腹腔内出血を 1 例・癒着性イレウスを 2 例に認めた。
長期的予後として肛門狭窄による排便障害を 4 例

（44%）に認め（Soave- 伝田法後 2 例、Soave 法後
1 例、Martin 法後 1 例）、内肛門括約筋部分切開術
が 3 例、吻合部狭窄に対するブジーおよび再手術が
1 例に実施された。狭窄手術の実施年齢は 2-11 歳

（中央値 6 歳）であった。日中の便失禁は 4 例（44%）
で認めるが自制も可能であった。また腹部膨満を認
める 2 例中 1 例は胃瘻から減圧を要していた。栄養
については、術後 3 か月以上の静脈栄養を 5 例

（56%）必要とし、うち 3 例が体重増加不良で HPN
へ移行した。現在も HPN 継続中の症例は 1 例で、
炎症性腸疾患としての治療が併用されている。社会
生活はオムツなどの併用により全例で可能であった。
【まとめ】TCA 症例において、長期的に術後便失禁
は年齢とともに改善したが、肛門狭窄が 44% に出
現し再手術を要した。また、TCA の半数以上で静
脈栄養を併用した栄養管理が必要であったが、長期
的には離脱可能な症例も認めた。

RL3-3
在宅栄養へ移行した腸管不全児の管理から感じ
たこと－多職種チーム支援の必要性について

○武藤 充 1，2，3，8）、杉田 光士郎 1，2，4）、馬場 徳朗 1，3，4）、
松久保 眞 1，4）、野口 啓幸 1，4）、佐々木 理恵 1，5）、
久保 朋美 1，5）、久保 美佐子 1，6）、鈴木 恵美子 1，6）、
加治佐 めぐみ 1，7）、大橋 宏史 1，2）、Paul Wales8）、
茨 聡 1，2）

1）�鹿児島市立病院腸管リハビリテーションサポートチーム
（WISH）

2）鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科
3）鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野
4）鹿児島市立病院小児外科
5）鹿児島市立病院医療連携室
6）鹿児島市立病院栄養管理部
7）鹿児島市立病院メンタル外来科
8）Group�for�Improvement�of�Intestinal�Function�and�
Treatment（GIFT）,SickKids,Canada

RL3-4
Total	colonic	aganglionosis 患者に対する中長
期予後からみた栄養管理

○田附 裕子、上野 豪久、阪 龍太、野村 元成、和佐 勝史、
奥山 宏臣
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科
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【背景】消化器外科領域の重症病態において、経腸
栄養（以下 EN）が禁忌となる局面に多く遭遇する
が静脈栄養（以下 PN）での至適エネルギーやアミ
ノ酸の推奨量は確立されていない。ESPEN の 2018
年ガイドラインにおいても EN 禁忌病態における
PN の至適投与量に関する言及はない。近年の観察
研究においても PN が論じられる場合その殆どが
EN で必要量を充足できない場合の SPN の意義を
問うものであり、早期 PN に関する検証はなされて
いない。
【方法】当院において最近 1 年間で消化器外科手術
後人工呼吸器管理を要し、急性期 PN 単独で管理し
た 4 症例の栄養管理と臨床経過の推移を検証した。
【結果】症例 1 は回盲部癌術後 4 病日に発症した敗
血症性ショックであり、重症化時 APACNEII スコ
ア 30 点、mNUTRIC score 5 点であった。ノルア
ドレナリン投与期間が 14 日間に及び、PN は、
900kcal/day（18kcal/kg/day）が上限となった。15
病日に抜管後、経口摂取へ緩徐に移行した。症例 2
は絞扼性イレウスによる敗血症性ショックにて緊急
手術となった症例で周術期の PN は 760kcal/day

（19kcal/kg/day）が上限となった。12 病日から EN
を併用し 16 病日に抜管、21 病日より経口訓練を開
始した。症例 3 は、胆嚢十二指腸瘻術後の十二指腸
皮膚瘻を認めた患者で 14 病日に間質性肺炎の急性
増悪を認め人工呼吸器管理となった。ステロイドパ
ル ス 療 法 を 施 行 し 制 御 不 能 な 高 血 糖 と な り、
840kcal/day（16kcal/kg/day）が上限とった。難
治性の十二指腸皮膚瘻のため 60 日間 PN 単独での
管理となり、EN 開始後も不耐性により投与制限を
余儀なくされ 140 日間経過した現在も人工呼吸器か
ら離脱できていない。症例 4 は壊疽性胆嚢炎による
敗血症性ショックにて緊急手術となった患者で、術
後高度耐糖能障害にて PN は 630kcal/day（9kcal/
kg/day）を上限とし、3 病日より EN を併用して緩
徐に増量、8 病日に抜管し経口訓練を進めている。
【考察・結語】急性期の早期 PN は ASPEN の推奨
にあるように 20kcal/kg/day までの増量が行えな
かった。付随してアミノ酸投与量も制限された。早
期に EN が可能な環境を整えることが重要であるが、
症例 3 のごとく長期に渡って PN 単独となった症例
ではその後の EN 不耐（下痢や胃内停滞）のため栄
養管理に長期難渋する経過となった。手術中の空腸
瘻造設を行うなど投与経路を確保する工夫が必要で
あったと考えられる。

【背景】重症患者の栄養療法として、現在、急性期
における低エネルギー / 高蛋白の栄養、特に蛋白負
荷が注目されている。重症急性膵炎（SAP）は高度
の全身性炎症を伴う疾患であるため、初期の栄養療
法は重要となるが、腹部合併症により経腸栄養

（EN）管理が困難になることもある。SAP に対す
る栄養療法に関して、エネルギー・蛋白の投与量に
ついて検討した。
【方法】2007 年 1 月以降に ICU へ入室した SAP 症
例のうち、発症から 72 時間以内に入室し、5 日以
上在室した 35 例を対象とした。通常の EN 剤を用
いたＮ群と急性期用の高蛋白栄養剤を用いたＰ群に
分け、入室 5 日目の栄養投与状況について検討した。
必要エネルギー量（TEE）は Harris-Benedict の式

（係数なし）で求めた。SAP の診断は 2008 年の厚
労省重症度判定基準を用いた。
【結果】SAP の原因はアルコール性が 43% と最も
多く、次いで ERCP/EUS 後 23% であった。予後因
子 は 4 点、CT Grade は 2 点 で、 入 室 時 の
APACHE II score は 16、SOFA score は 5 で あ っ
た（数値は中央値）。両群の背景因子に差はなかった。
Ｐ群は高蛋白栄養剤が発売された 2011 年以降の症
例が多かった。摂取エネルギー量はＮ群 1409kcal
に対してＰ群では 1715kcal と有意に多く、EN によ
る摂取量に起因していた。しかし、体重あたりの摂
取量（ともに 21kcal/kg/day）や %TEE は両群で
差はなかった。一方、蛋白摂取量はＮ群 50g に対
してＰ群では 95g と有意に多く、EN による摂取量

（40g vs 76g）、体重あたりの摂取量（0.6 vs 1.1g/
kg/day）もＰ群で有意に多かった。
【考察と結語】当院 ICU では 7 日以内に一般病棟へ
退室する症例が多く、その後は主治医判断で栄養投
与量が減量されることも多いため、本検討では 5 日
目の栄養投与量を検討した。Ｐ群で蛋白量が有意に
多かったが、Ｐ群は重症患者における栄養療法の認
識が高まった後期の症例であったこと、蛋白量を増
量できる高蛋白栄養剤を用いたことが要因と考えら
れた。一方で、重症急性膵炎の発症早期の蛋白異化
は高度であり、さらに血液浄化療法の施行例も多
かったことから、Ｐ群の蛋白量でも不足しているこ
とが示唆された。また、異化亢進の程度を考慮する
と、入室 5 日目としても投与エネルギー量も不十分
で合った可能性は否めない。発症早期の SAP にお
いても、消化管蠕動麻痺や腹部コンパートメント症
候群、EN に伴う合併症がなければ、高蛋白栄養剤
を用いて積極的に EN 投与量を増加させるべきと考
えられた。

RL4-1
消化器外科領域の周術期重症病態における早期
PN

○眞田 雄市、吉村 寛志、下川 敏弘
社会医療法人喜悦会那珂川病院外科

RL4-2
重症急性膵炎に対する発症早期の栄養投与量・
蛋白投与量に関する検討

○巽 博臣 1，2）、赤塚 正幸 1）、数馬 聡 1）、片山 洋一 1）、
後藤 祐也 1）、鈴木 信太郎 1）、菊池 謙一郎 1）、
相坂 和貴子 1）、信岡 隆幸 2）、升田 好樹 1）

1）�札幌医科大学医学部集中治療医学
2）札幌医科大学医学部消化器・総合、乳腺・内分泌外科
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【諸言】栄養学的アプローチは、周術期の合併症予防、
術後の社会復帰、癌患者の QOL 維持など多様な場
面で必要な要素である。
【症例提示】症例は 68 歳男性。嘔吐後の胸痛が主訴。
縦隔胸膜の損傷なく、保存的加療を選択される。5
か月後に内視鏡的クリッピングを試す。10 か月後
に左開胸縦隔ドレナージ施行。12 か月後に、内視
鏡下に食道ステント留置、小腸瘻造設。13 か月後
にステント逸脱で抜去。18 か月後に治療目的に当
科受診。経口透視造影にて、下部食道左側で縦隔膿
瘍腔への造影剤の流出を確認。透視下で経皮的に左
胸部膿瘍腔に洗浄目的のドレーンを挿入し、持続洗
浄開始。食道破裂発症から 1 年 8 か月経過し、その
間満足な経口摂取ができず、自宅で小腸瘻から経管
栄 養 剤 を 投 与 し て い た 状 況 で BMI 17.3、
Prealbumin 7mg/dl であった。当院に転院してから、
小腸瘻からの栄養剤投与を 24 時間持続に変更（投
与カロリーは 1500Kcal 程度と、自宅での生活と同
等量）。1 か月後の手術を予定し、同様の管理を前
医に依頼し、施行。再度予定どおり、当院へ転院し
た段階で、経口透視・造影 CT で膿瘍腔縮小と瘻孔
縮小を確認した。BMI は紹介時 17.3 が 18.8、体重
は紹介時 47.7Kg が 50.2Kg と上昇。Prealbumin も
7 が 26 mg/dl に正常化を確認。発症から 1 年 11 か
月後に、胸腔鏡下食道亜全摘術、胸骨後経路亜全胃
再建、胃瘻造設術を施行。術後 6 日目に経口摂取開
始、術後 13 日目に前医へ転院し、現在在宅で通常
の生活を送っている。
【考察】マウスの実験で、肝臓・筋肉でのグリコー
ゲン合成は、活動時の最も終盤にピークを迎え、グ
リコーゲンの分解は、睡眠時の終盤にピークを迎え
る。これは、夜間、肝臓から血糖を保つためにグル
コースを放出するためとされる。活動期の終盤と夜
間に、骨格筋での蛋白合成はピークを迎える。ただ
しそれは、アミノ酸の血中濃度による。心筋では、
夜中睡眠時に合成のピーク、肝臓では、夕方にピー
クを迎える。3 つの臓器で時間が異なるのは、24 時
間 の ホ メ オ ス タ ー シ ス を 保 つ た め と さ れ る

（Nature and Science of Sleep 2016：8 163-180）。
理論がそのまま人間に当てはまるわけではないが、
持続栄養剤投与に切り替えることが、栄養状態を改
善させる一手にはなる可能性がある。
【結語】当科では、この代謝理論を考慮した経腸栄
養剤管理は、癌患者での経腸栄養剤持続投与にも生
かされている。周術期を無事乗り越えるための外科
代謝学の示唆に富む症例と思われる。

【目的】栄養アセスメントを行うことは栄養療法で
は重要と考えられているがその根拠は乏しい。我々
はその影響を解析するため、ICU 入室後初期の栄
養アセスメントおよび投与量策定と栄養療法の適切
さの関係を検討した。
【方法】国際多施設前向き観察研究の 2 次解析。対
象：国際多施設（196 施設）前向き観察研究である、
国際栄養調査 2014 に参加した症例（ICU 入室 48
時間以内に人工呼吸を行い、72 時間以上 ICU に滞
在した 16 歳以上の症例）。曝露群；ICU 入室後早
期に栄養状態のアセスメントを行い、目標投与量

（エネルギー、蛋白）を策定した症例。対照群；上
記を策定しなかった症例（アセスメント群）。除外
基準；ICU では経口摂取しかなかった症例。第 1
アウトカム；エネルギー充足率、蛋白充足率。第 2
アウトカム；ICU で経腸栄養（EN）を受けた症例
の割合、不明瞭な理由で静脈栄養（PN）を受けた
症例の割合。統計処理：単変量解析；χ 2 解析、
Mann-Whitney-U 検定。多変量解析；2 項ロジス
ティック解析、一般化推定方程式。共変量；アセス
メントの有無、APACHE2 スコア、経口摂取がな
く栄養投与量を計算できた日数、ICU への入室理由、
地域。使用統計処理ソフト；SPSSver23。
【成績】全 3932 例中 85% がアセスメントを受けた。 
アセスメント群はより多くのエネルギーと蛋白を投
与された。平均 22.4,（標準偏差（SD））11.4 vs 10.7

（11.4）kcal/kg/day、p＜0.01；95% 調 整 済 み 95%
信 頼 区 間（aCI）、 3.19-4.54； 蛋 白：1.11（0.65）vs 
0.44（0.55）g/kg/day、p＜0.01；95% aCI、0.19-0.26、
p＜0.01。アセスメント群はより EN を受ける確率
が高かった。（オッズ比（OR）、 6.56；95%CI、5.42-
7.93）、 the aOR、4.3；95%aCI, 2.97-5.50）。 ア セ ス
メント群は理由無く PN を受ける確率が低かった。

（OR, 0.26；95%CI、0.14-0.46）、 the aOR、0.36；
95%aCI；0.24-0.53）。
【結論】入室時に栄養アセスメントを受けることで
栄養療法は改善する。なお、本演題は ESPEN2017

（ハーグ）にて発表された。

RL4-3
長期食道破裂後縦隔膿瘍形成症例への栄養学観
点からみた手術例

○田中 善宏、坂野 慎哉、末次 智成、今井 健晴、
松橋 延壽、高橋 孝夫、山口 和也、吉田 和弘
岐阜大学腫瘍外科

RL4-4
目標栄養投与量を決めた群では栄養療法はより
適切である

○東別府 直紀 1）、ハイランド ダーレン 2）

1）�神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /NST
2）キングストン総合病院臨床研究ユニット
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【背景】当センターにおいて高蛋白栄養剤であるペ
プタメン AF を使用する中で便秘を生じやすい傾向
がありその対応に苦心した。また、心臓血管外科術
後のペプタメン AF の使用報告は少なく、その投与
法は確立されていない。
【目的】当センターでペプタメン AF の心臓血管外
科術後への導入初期における消化器症状への対処を
検討し、循環動態が安定していない場合の安全な投
与方法を探る。
【方法】当センターでペプタメン AF 導入初期の 9
か月間に、心臓血管外科術後に本剤を一週間以上経
腸投与した 6 例中消化器症状のため投与法の変更を
要した 4 例の投与方法の変遷と症状の推移を看護記
録から後方視的に検討した。
【結果】全例男性で平均年齢 48.5 歳［29-73］、縦隔
炎による再開胸、洗浄デブリードマン術後。サンファ
イバー3 回 / 日併用。便秘対策に、ミヤ BM、エン
テロノンＲ、酸化マグネシウム、アローゼン、大建
中湯、六君子湯、テレミン、パントール適宜使用。［症
例 1］第 14 病日（POD14）24 時間持続投与開始。
POD24 腹痛。POD27 非閉塞性腸管虚血（NOMI）
を疑い TPN ヘ移行。POD40 NOMI に対し小腸切
除施行。POD44 間欠投与から再開し、POD47 腹痛。
POD48 持 続 投 与 に 変 更 し 安 定 し た。［ 症 例 2］
POD3 間欠的投与開始。POD8 腹痛・腹部膨満。
POD9 嘔吐あり持続投与へ変更。POD11 間欠投与
に戻すが POD16 胃残量増加から投与間隔を大きく
し安定した。［症例 3］POD1 間欠的投与開始。
POD5 胃残量増加し 24 時間持続投与へ変更。POD6
から 22 時間投与、1 時間クランプ 1 時間開放とし
安 定 し た。［ 症 例 4］POD4 間 欠 的 投 与 開 始。
POD16 腹痛、POD19 胃残量増加、嘔吐あり、5 時
間持続投与 1 時間クランプ 2 時間開放のサイクルを
3 回 / 日とし安定した。
【考察】心臓血管外科術後などの循環動態が不安定
な病態では、腸管蠕動や腸管血流の低下が起こりや
すい。そこに便秘傾向のあるペプタメン AF を投与
することで腸管内圧の上昇からさらに腸管血流が低
下する悪循環が生じて、腹痛をはじめ致死的な
NOMI などの症状へ関与した可能性がある。また、
投与速度や投与量も関連した可能性がある。症状に
合わせて速度や量の調整、減圧のための時間を設け
ることが、安全な投与に繋がるものと考える。
【結語】循環動態が不安定な場合ペプタメン AF 投
与は消化器症状に十分な注意し、症状に合わせて速
度や量の調整、休止時間を設けることで安全な投与
に繋がった。

RL4-5
心臓血管外科術後のペプタメンAFの投与方法
の検討

○小宮 洋平太 1，2）、伊藤 淳 1）、盛岡 万里子 2）、
櫻井 敬子 2）

1）�仙台厚生病院集中治療センター
2）仙台厚生病院NST





一般演題 1　クリニカルパールズ①　O1-1～ O1-3
7 月 4 日 木　9：10～9：40　第 2 会場（3 階　国際会議室）

座長：小谷　穣治　神戸大学大学院医学研究科外科学講座災害・救急医学分野

一般演題 2　クリニカルパールズ②　O2-1～ O2-5
7 月 4 日 木　9：40～10：30　第 2 会場（3 階　国際会議室）

座長：和佐　勝史　大阪大学医学科教育センター

一般演題 3　症例報告　O3-1～ O3-3
7 月 4 日 木　17：00～17：30　第 2 会場（3 階　国際会議室）

座長：東別府直紀　神戸市立医療センター中央病院麻酔科／NST

一般演題 4　異栄養・サルコペニア　O4-1～ O4-6
7 月 5 日 金　10：30～11：30　第 2 会場（5 階　502）

座長：吉川　貴己　国立がん研究センター中央病院胃外科

一般演題 5　がん・腫瘍①　O5-1～ O5-4
7 月 5 日 金　14：50～15：30　第 2 会場（5 階　502）

座長：藤原　義之　鳥取大学医学部病態制御外科

一般演題 6　がん・腫瘍②　O6-1～ O6-6
7 月 5 日 金　15：30～16：30　第 2 会場（5 階　502）

座長：桂　　長門　藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座

一般演題 7　基礎研究・臨床研究　O7-1～ O7-4
7 月 5 日 金　9：30～10：10　第 3 会場（5 階　501）

座長：眞次　康弘　県立広島病院栄養管理科／消化器・乳腺・移植外科

一般演題 8　栄養マーカー　O8-1～ O8-5
7 月 5 日 金　13：40～14：30　第 3 会場（5 階　501）

座長：中山　真美　島根県立大学看護栄養学部健康栄養学科

一般演題 9　消化器　O9-1～ O9-5
7 月 5 日 金　14：50～15：40　第 3 会場（5 階　501）
座長：大平　雅一　大阪市立大学大学院消化器外科

一般演題 10　リハビリテーション・運動・肥満　O10-1～ O10-4
7 月 5 日 金　15：50～16：30　第 3 会場（5 階　501）
座長：山田　知輝　大阪警察病院ER・救命救急科
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【目的】日本では医薬品経腸栄養剤として高ω3/ω6
比の栄養剤が RACOL-NF liquid と ENEVO の 2 剤
が存在し、各種脂肪酸が含有されている。ω3 では、
RACOL-NF liquidにはEicosapentatonic acid（EPA）
や Docosahexaenoic acid（DHA）の含有は無いが、
必須脂肪酸であるαリノレン酸が多く ENEVO より
含有されているなど、2 剤にも脂肪酸の違いが存在
する。小児重症心身障碍児（重心児）でそれぞれが
頻用され、長期的に経腸栄養剤のみで管理される患
者も認められる。今回、それぞれの栄養剤を長期的
に用いている小児重症心身障害児における血中脂肪
酸分画の比較を行なった。
【対象と方法】当科で経験した 18 歳以下重心児 19
例（年齢中央値 7 歳（25th、75th percentile 4、15 歳）
男性 9 例、女性 10 例）を対象とした。RACOL-NF 
liquid のみで栄養管理している 10 例（Ｒ群）と
ENEVO のみで栄養管理している 9 例（Ｅ群）を比
較検討した。検討項目は患者背景（年齢、性別、
BMI、投与カロリー）、血中各脂肪酸、ω6/ω3 を検
討した。
【結果】患者背景に有意な差はなかった。血中脂肪
酸分画ではＥ群がω9 ではオレイン酸、ミード酸が
Ｒ群より有意に高く、ω6 ではアラキドン酸、ω3
ではαリノレン酸がＲ群より有意に低かった。EPA、
DHA、ω3/ω6 比に有意な差は認められなかった。
【結論】脂肪酸含有量により両群における脂肪酸血
中濃度に差が存在した。しかし各種脂肪酸は、体内
での必須脂肪酸の変換や栄養剤の脂肪酸の含有に
よって十分な血中濃度を保ち、各種脂肪酸の欠乏は
認められなかった。

【はじめに】腸管切除後の腸管adaptationにおいては、
残存腸管の腸上皮面積の増加に伴い吸収能が回復す
るとされているが、各種栄養素の吸収能の回復には
差があり、特に脂質の吸収障害が遷延することが知
られている。しかし、腸管 adaptation における各
栄養素のトランスポーターの発現変化に関しては未
だ十分な研究がなされていない。本研究では、小腸
切除モデルマウスを用い、腸管 adaptation に伴う
栄養トランスポーター関連遺伝子の発現変化を検討
した。
【方法】8 週齢の雄 C57BL/6J マウスに対して 50%
の口側小腸切除を行い、空腸切除モデル（SBR 群）
を作成した。対照手術モデル（Sham 群）は腸管を
切離後、再吻合して作成した。術後は両群ともに静
脈 栄 養 を 併 用 せ ず、Day1-7 は エ レ ン タ ー ル

（0.5kcal/mL）、Day7-14 は普通固形食を自由摂取
とした。Day14 に犠死させ、各個体より十二指腸、
残存空腸、回腸の検体を採取し、病理組織所見の変
化を評価するとともに、各検体より抽出した RNA
を用いて RT-qPCR 法で両群間における各栄養トラ
ンスポーター関連遺伝子の発現を検討した。
【結果】術後体重の比較では、Day7 では SBR 群に
有意な体重回復遅延を認めたが、Day14 では両群
間の体重に有意差を認めなかった。病理組織所見で
は、十二指腸、空腸、回腸それぞれの組織で SBR
群における絨毛高と陰窩深の有意な増加を認め、腸
管 adaptation による残存腸管の腸上皮面積の増加
が生じていた。栄養トランスポーター関連遺伝子の
検討では、腸管における代表的な糖質トランスポー
ターである SGLT-1 や、アルギニン等のアミノ酸
トランスポーターである Slc7a1 の発現は各臓器に
おいて両群間に有意差を認めなかった一方で、コレ
ステロールのトランスポーターである NPC1L1 や
脂肪酸のトランスポーターである CD36 は SBR 群
の各腸管において有意な発現低下を認めた。
【考察】本実験系では、術後 2 週間の段階での両群
間の体重差はなく、腸管の病理所見からも腸管
adaptation により栄養素吸収能がある程度回復して
いることが示唆された。しかし、脂質吸収に関与す
るトランスポーターの発現は相対的に低下しており、
これらのトランスポーターの不十分な発現が腸管切
除後の脂質吸収障害の遷延化に関与している可能性
が示唆された。

O1-1
重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与におけ
る脂肪酸分画の検討

○升井 大介 1）、橋詰 直樹 1）、田中 芳明 1，2）、深堀 優 1）、
石井 信二 1）、七種 伸行 1）、古賀 義法 1）、東舘 成希 1）、
坂本 早希 1）、鶴久 士保利 1）、八木 実 1）

1）�久留米大学医学部外科学講座小児外科部門
2）久留米大学病院医療安全管理部

O1-2
小腸切除モデルマウスを用いた腸管adaptation
における栄養トランスポーター関連遺伝子発現
変化の検討

○佐々木 理人 1）、小野 健太郎 1）、白根 和樹 1）、
田中 保成 1）、相吉 翼 1）、千葉 史子 1）、五藤 周 1）、
瓜田 泰久 1）、新開 統子 1）、高安 肇 1）、中川 嘉 2）、
島野 仁 2）、増本 幸二 1）

1）�筑波大学医学医療系小児外科
2）筑波大学医学医療系代謝内分泌・糖尿病内科
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【目的】重症心身障害児は病態や重症度が様々であ
るため基礎代謝量の予測が困難で、また経管栄養を
行っている患者が多いため適正な投与カロリーの設
定など栄養管理に難渋することが多い。グレリンは
胃から分泌される摂食促進ホルモンで、体格指数と
の逆相関など栄養状態との関連の報告が散見される。
今回我々は重症心身障害児の血中グレリン濃度を測
定し、その栄養生理学的意義を検討することで栄養
指標としての有用性を評価した。
【方法】対象は経腸栄養管理中の重症心身障害児 31
例で、年齢は中央値 7 歳 2ヶ月（1 歳 8ヶ月～18 歳
4ヶ月）であった。基礎疾患の内訳は、脳性麻痺 16 例、
重症染色体異常 7 例、神経筋疾患 6 例、脳の形成不
全 2 例であった。早朝空腹時採血にて血中グレリン
濃度（fmol/mL）を測定し、身体計測、血液・生化
学検査から得られた各栄養指標や安静時エネルギー
消費量との相関を検討した。相関解析は Spearman
相関係数検定を用い、体重当たりの安静時エネル
ギー消費量の予測因子の解析には単回帰分析を用い
た。
【結果】重症心身障害児全体の解析において、血中
グレリン濃度は体重 1kg 当たりの安静時エネル
ギー消費量（kcal/kg）と正の相関関係を認めた（P
＝0.0062、r＝0.488）。一方脳性麻痺患児（16 例）
に限定した解析では、これらの 2 因子はさらに強い
正の相関関係を認めた（P＜0.0001、r＝0.878）。ま
た血中グレリン濃度は上腕周囲長（cm）、体重（kg）、
BMI（kg/m2）と負の相関関係を認め（r＝－ 0.829、
－ 0.750、－ 0.582；P＝0.0001、0.0012、0.0199）、
ケトン体（μmol/L）と正の相関関係を認めた（r＝
0.598、P＝0.0163）。体重当たりの安静時エネルギー
消費量と血中グレリン濃度の回帰分析では、高い決
定係数が得られた（Ｒ2＝0.723、P＜0.0001）。
【考察及び結論】重症心身障害児の中でも特に脳性
麻痺患児では血中グレリン濃度は短期的かつ長期的
な栄養指標と相関関係を認め、総合的な栄養指標と
なりうる可能性が考えられた。また血中グレリン濃
度を測定することで基礎代謝量を予想し、適正な栄
養投与量の決定に有用である可能性が示唆された。

【背景】従来、高糖質食の摂取が筋グリコーゲン量
の低下を防ぎ、運動パフォーマンスの維持向上に有
効であるとの観点から、スポーツ栄養学では高糖質
食が推奨されてきた。一方、1980 年代から低糖質
高脂肪食が持久力を向上させる可能性が示唆されて
おり、近年では一流のアスリートにも注目され、実
際に実行してパフォーマンス向上が得られたという
体験談も聞かれるようになった。しかしながら、高
糖質食と低糖質高脂肪食の運動パフォーマンスに与
える影響については、少人数のアスリートを対象と
した研究が複数あるもののまだ一定の見解が得られ
ていない。
【目的】高糖質食と低糖質高脂肪食の運動パフォー
マンスに与える影響を、個々の背景と条件を均一化
した動物実験により詳細に検討する。
【対象と方法】C57BL/6J マウス（8～9 週齢）を用
いて以下の実験を行った。個別飼育として、通常食、
高糖質食、低糖質高脂肪食投与群に分け、各飼料を
同一カロリー摂取になるよう経口摂取で 1 週間投与
し、トレッドミルと連動した小動物代謝測定装置を
用いて投与後の運動パフォーマンス及びエネルギー
代謝を測定した。運動条件は、高強度（VO2max）、
中強度（65％ VO2max 前後）の 2 条件で検討した。
【結果及び考察】低糖質高脂肪食群では呼吸交換比
の低下が認められ、エネルギー代謝基質として脂質
が優位になっている状態が推測された。また、発揮
できる最大運動量については低糖質高脂肪食群で低
下傾向がみられ、筋グリコーゲン代謝の低下による
運動パフォーマンスの低下という従来の説が裏付け
られる結果が得られている。さらに、中強度の運動
条件における運動持続時間についても低糖質高脂肪
食群で短縮する傾向があり、短期間の低糖質高脂肪
食摂取ではグリコーゲン代謝の低下を脂質代謝が代
償しきれず、持久力も低下するものと考えられた。
【結語】1 週間の低糖質高脂肪食摂取により、呼吸
交換比が低下し、高強度運動・持久性運動ともにパ
フォーマンスの低下が認められた。高糖質食による
影響及び投与期間の長短による影響につき、現在検
討中である。

O1-3
重症心身障害児を対象とした血中グレリン濃度
の栄養指標としての有用性に関する検討

○銭谷 昌弘 1）、細田 洋司 2）、安井 富美子 3）、荒木 一恵 3）、
野瀬 聡子 1）、寒川 賢治 4）、大植 孝治 1）

1）�兵庫医科大学小児外科
2）国立循環器病研究センター研究所再生医療部
3）兵庫医科大学臨床栄養部
4）国立循環器病研究センター研究所

O2-1
高糖質食と低糖質高脂肪食がマウスの運動パ
フォーマンス及びエネルギー代謝に与える影響

○小岩井 和樹 1）、木下 学 1）、石切山 拓也 1）、伊藤 誓悟 2）、
後藤 洋康 2）、遠山 真弥 2）、中島 正裕 1）、関 修司 1）

1）�防衛医科大学校免疫・微生物学
2）防衛医科大学校腎臓・内分泌内科
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【目的】我々は、頭頸部癌患者で化学放射線療法
（CRT）によって引き起こされる粘膜障害に対して、
グルタミンが有意にその重症度を軽減することを報
告した。しかし、グルタミンが癌細胞の増殖を促す
ことで治療成績に影響を与える可能性については未
だ議論がなされている。そこで今回、上記症例を対
象に、グルタミンの癌治療の遠隔期成績に与える影
響を検証した。
【方法】RCT 本臨床研究に参加した頭頸部癌患者は
40 名である。放射線治療は Day 1 から Day 5 まで
1 日 2 Gy を照射し、化学療法はシスプラチン（20 
mg/m2）とドセタキセル（10 mg/m2）を Day 1 に
投与した。これを 1 コースとして計 6 コース（6 週
間）施行した。治療開始日から終了日まで、グルタ
ミン（Ｇ群、n＝20）もしくはプラセボ（Ｐ群、n
＝20）を 1 回 10 g 1 日 3 回を服用した。CRT によ
る一次治療効果は、CRT 終了後 10 週目に、CT、
PET-CT ならびに細胞診によって判定した。さら
に両群において全生存期間（OS）と無増悪生存期
間（PFS）を比較した。観察期間は 5 年とした。さ
らに、日本語版 EORTC（The European Organization 
for Research and Treatment of Cancer）QLQ-C30

（ver3.0）および QLQ-H&N35 を用いて遠隔期の
QOL を比較検討した。
【結果】一次治療効果判定は、Ｇ群で complete 
response（CR）65%、partial response（PR）25%、
stable disease（SD）10%、progressive disease（PD）
0%、Ｐ群で CR 60%、PR 25%、SD 0%、PD 10%、
unknown 5% であった。奏功率はＧ群が 90%、Ｐ
群が 85% と両群に有意差はなかった。30 名（75%）
が 5 年以上生存し（Ｇ群 16 名、Ｐ群 14 名）両群の
OS に有意差はなかった（Ｇ群：46.0±2.3 カ月、Ｐ
群：31.8±2.5 カ月）。無増悪生存患者はＧ群 14 名、
Ｐ群 13 名で、両群の PFS に有意差はなかった（Ｇ
群：50.3±4.3 カ月、Ｐ群：14.3±1.1 カ月）。QOL
も両群に有意差はなかった。
【結論】グルタミンは CRT を施行した頭頸部癌患
者の遠隔期成績に影響を与えなかった。

【目的】大量小腸切除後には低体重や低コレステロー
ル血症・高 TG 血症といった脂質代謝異常を呈する
ことがある。このメカニズムを解明すべく小腸切除
モデルマウスを作成し検討を行った。
【対象と方法】8～11 週齢の雄 C57BL/6J マウス（23
～26g）を全身麻酔下に開腹し Treitz 靭帯の遠位 2
～3cm から回盲部より 12cm までの約 14cm の小腸
を切除、端々吻合し、小腸切除モデル（SBR、n＝
13）群を作成した。Sham（n＝6）群は腸離断後、端々
吻合した。静脈栄養は行わず POD1 より液体普通
食を、POD7 より固形普通食を自由摂取とした。
POD14 に犠死させ、体重、血清および肝中 Total 
Cholesterol（TC）、Triglyceride（TG）、Total Bile 
Acid（TBA）を測定した。また、肝より mRNA を
抽出し、脂質代謝関連遺伝子の発現を RT － qPCR
で検討した。
【結果】SBR 群では体重回復遅延をみとめた（SBR 
vs.Sham； 体 重 の 術 前 比：94.8 vs.101（ ％）、p＝
0.006）。血清脂質の検討では SBR 群で TC は低値
だったが TG、TBA は有意差を認めなかった（SBR 
vs.Sham；TC：72.5 vs.101.1（mg/dl）、p＝0.002；
TG：161.7 vs.96.7（mg/dl）、p＝0.151；TBA：8.64 
vs.9.89（μmol/L）、p＝0.815）。肝の組織学的検討
では脂肪肝や線維化は目立たず、肝中 TC、TG、
TBA 濃度はいずれも有意差をみとめなかった。肝
mRNA の 検 討 で は Ldlr は 1.76 倍（p＝0.001）、
Hmgcr は 3.0 倍（p＝0.02）、Fas は 2.7 倍（p＝0.009）、
Gpat は 1.71 倍（p＝0.018）とコレステロール合成、
脂肪酸生合成に関与する酵素群の遺伝子発現亢進が
み ら れ た。 ま た、 胆 汁 酸 合 成 酵 素 に 関 連 す る
Cyp7a1、Cyp8b1 の発現は有意差をみとめなかった。
【考察】本実験系では臨床例と同様の低体重、低コ
レステロール血症を呈した。一方肝臓ではコレステ
ロール生合成系、脂肪酸生合成系ともに遺伝子発現
の亢進がみられており、残存小腸の吸収障害に対す
る二次的応答が生じていると考えられた。

O2-2
化学放射線療法を施行した頭頸部癌患者の遠隔
期成績におけるグルタミンの影響：第2報

○辻本 貴江 1，2）、和佐 勝史 3）、猪原 秀典 4）、伊藤 壽記 2）

1）�神戸学院大学薬学部臨床薬学教育研究センター
2）大阪大学大学院医学系研究科統合医療学講座
3）大阪大学大学院医学系研究科医学科教育センター
4）�大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座
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○小野 健太郎 1）、佐々木 理人 1）、松坂 賢 2）、島野 仁 2）、
増本 幸二 1）

1）�筑波大学医学医療系小児外科
2）筑波大学医学医療系代謝内分泌・糖尿病内科
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【背景】六君子湯は上腹部不定愁訴に用いられる漢
方薬である。胃炎、食欲不振等に適応があり、逆流
性食道炎などに有効である。食欲亢進ホルモングレ
リンの分泌を促進あるいはグレリン受容体の感受性
を亢進し食欲を増進させると言われている。一方で
低カリウム血症などの副作用を生じた報告もあるた
め漫然と投与すべきではない薬剤でもある。
【目的】胃がん術後患者の食欲不振に対する六君子
湯の効果に影響を与える因子に関して検討する。
【対象】2013 年 1 月から 2017 年 12 月までに当院総
合消化器外科で施行された胃切除 553 例のうち、術
後食欲不振が生じた幽門側胃切除症例に対し六君子
湯が投与された 20 例。男性 11 例、女性 9 例、平均
年齢 72.8 歳±14.06。
【方法】後方視的にカルテより抽出し投与開始時の
白血球、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板、
アルブミン（以下 Alb）、CRP、CRP/Alb、γ-GTP、
血清クレアチニン、血清アミラーゼ等の血液データ、
体重、BMI、年齢、性差について有効例（投与開始
後 2 週間で摂食量が増加した群）と無効例（投与開
始後 2 週間で摂食量が変化しなかった、もしくは減
少した群）間の有意差を検討した。
【結果】553 例中術後食欲不振を生じた 20 例に六君
子湯を投与し、10 例（50%）に食欲の回復が得ら
れた。有効 - 無効例間の単変量解析で有意差を認め
た項目は、血清アミラーゼのみで中央値（有効例 /
無効例）＝176.7/280.1（p＝0.0169）であったが、
多変量解析（Logistic 解析）では有意差を認めた項
目はなかった。
【考察】当院の幽門側胃切除後吻合方法は Isosceles 
Right Triangle-shaped Anastomosis（直角二等辺
三角形吻合）であり、術後の合併症が少なく、消化
管蠕動の悪化による食物の停滞は稀と報告されてい
る。本術式後の食欲不振に対する六君子湯投与につ
いて、単変量解析においてアミラーゼに有意差（p
＝0.0169）が認められたのは、稀な合併症の中でも
急性膵炎、膵液瘻が 2.71% と他の合併症に対し比較
的高率であることが一因であると考えられた。多変
量解析で有意差を認める項目がなかったことの原因
として、説明変数に対し症例数が少ないことが考え
られた。また、今回、統計的有意差は認められなかっ
たが、Alb 高値群、CRP 低値群で効果が高い傾向
にあり、CRP/Alb が胃がん術後食欲不振に対する
六君子湯投与の指標となる可能性が示唆された。
【結語】胃がん幽門側切除術後患者の六君子湯有効
例影響因子を検討し報告した。

【はじめに】本邦での小腸移植数はまだ少なく、そ
の栄養管理についての経験は少ない。2018 年 4 月
に小腸移植の保険適応後に実施した成人腸管機能不
全の患者に対する小腸移植手術前後の栄養管理の経
験を報告する。
【症例】32 歳男性、26 歳時に潰瘍性大腸炎および術
後の合併症により短腸症となった。繰り返す中心静
脈カテーテル感染により残存血管がなく小腸移植適
応で紹介となった。残存腸管はトライツ靱帯から
40cm の空腸と 20cm の直腸で、経口摂取は可能で
あったが空腸瘻からすべて排泄されていた。そのた
め中心静脈栄養（1400kcal/ 日）に加えて 4000ml/
日の補助輸液が必要で、24 時間持続の在宅静脈栄
養管理を行って栄養状態を維持した。体重 64kg

（BMI：22）、血液検査所見は血清アルブミン値 
4.5mg/dL、血清シトルリン値 17nmol/ml、肝・腎
機能異常は認めなかった。脳死小腸移植の実施とし
た。回盲弁つきの長さ 280cm のグラフトを使用した。
グラフトの終末回腸に人工肛門を造設し、術後栄養
のため胃瘻造設術も施行した。術後の栄養管理は、
2 日目に胃瘻よりエレンタールによる経腸栄養を開
始した。腸瘻排液の量や移植腸管の状態が安定して
いることを確認し、術後 1 週間目から重湯で経口摂
取を開始した。その後、経胃瘻的栄養と経口栄養を
併用し、術後 4 週目に経胃瘻栄養（エレンタール
600kcal/ 日、エンシュア 500kcal/ 日）および経口
栄養（全粥食 550kcal/ 日）で 1 日の必須エネルギー
摂取が可能となり中心静脈栄養を終了した。術後 5
週目には経胃瘻的栄養を終了し、経口栄養のみの必
須エネルギー摂取となった。経口摂取量の増加とと
もに回腸瘻からの排液量は 2500ml/日と増量したが、
止痢剤を徐々に増量し 500ml/ 日まで減少した。腸
瘻排液の補正として輸液量が 1000ml/ 日程度まで
漸減できたため、日中のカテーテルロックとした。
現在、術後 5ヶ月が経過しているが拒絶の所見なく、
経口摂取・腸瘻排液量についても安定しており、体
重減少もなく経過良好である（64.5kg）。術後 1 年
程度に腸瘻の閉鎖を検討している。
【結語】成人短腸症の小腸移植後の栄養管理を経験
した。本症例では、移植後に中心静脈栄養に依存し
ない栄養管理が可能となった。

O2-4
Isosceles	Right	Triangle-shaped	Anastomosis
（直角二等辺三角形吻合）術後患者に対する六
君子湯食欲改善効果の検討

○山下 通教 1，2）、東口 髙志 1，2）、桂 長門 1，2）、蟹江 孝樹 3）、
村井 美代 1，2）、大原 寛之 1，2）、川崎 俊 1，2）、中村 謙一 4）、
宇山 一朗 4）

1）�藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座
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1）�大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科学
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症例は 70 歳代　男性。2012 年膵頭部癌にて亜全胃
温存膵頭十二指腸切除術を施行。術後補助化学療法
として S-1 を 1 年間内服加療。2016 年 6 月右肺腫
瘍出現あり、肺癌疑いにて胸腔鏡下右肺部分切除術
施行。術後膵癌肺転移と診断された。その後 S-1
内服を再開したが、服薬コンプライアンスは不良で
あった。2017 年右気胸にて再度胸腔鏡下右肺部分
切除施行。2018 年 4 月頃から CA19-9 の急激な上
昇が見られ、胸腹部単純＆造影 CT 検査で異常は認
められなかったが CA19-9 の上昇が続くため、膵癌
の再発が強く疑われ、同年 7 月からゲムシタビン単
剤で化学療法を開始した。化学療法施行時にスタッ
フより口渇の訴えありとのことで、精査したところ
血糖値 510、HbA1c が 14.3 と著明高値であった。
糖尿病内科入院にて強化インスリン療法にて血糖コ
ントロールをしてもらったところ、CA19-9 は速や
かに正常化した。CA19-9 上昇の一因として高血糖
が知られており、膵切除による二次性糖尿病の発生
も起こりうるが、術後 6 年を経過しており最近では
血糖値・HbA1c ともに未測定であった。CA19-9
上昇の原因として高血糖による偽陽性も常に念頭に
置く必要があるが、膵頭十二指腸切除術後の血糖管
理の継続性を再認識される症例であった。

【はじめに】上腸間膜動脈症候群（superior mesenteric 
artery syndrome；以下 SMAS）は十二指腸水平脚
が上腸間膜動静脈を含む腸間膜と大動脈や脊椎との
間に挟まれ、通過障害をきたす比較的稀な病態であ
る。その発生機序の多様性から治療法については多
様な報告があり、内科的治療や外科的治療の適応に
ついても見解の一致をみていない。今回、横行結腸
癌に対する横行結腸切除術後に SMAS をきたした
パーキンソン病の 1 例を経験したので報告する。
【症例】患者：62 歳男性。主訴：腹部膨満、便秘。
既往歴：49 歳時、パーキンソン病発症。61 歳時、
脳深部刺激療法開始。現病歴：下部消化管内視鏡検
査で横行結腸に 2 型腫瘍を指摘される。生検の結果、
高分化型管状腺癌の診断で手術目的に当科紹介入院
となる。身長 168.0cm、体重 90.0kg、BMI31.9。腹
部 に 特 記 す べ き 異 常 所 見 な し。 横 行 結 腸 癌

（cT3cN1cM0 cStageIIIa）の診断で、腹腔鏡補助下
横行結腸部分切除術、D2 リンパ節郭清を施行した。
術後 1 日目より飲水開始、術後 2 日目より経口摂取
開始も、術後 7 日目に嘔吐を認めた。CT 検査の結果、
胃から十二指腸にかけて多量の消化管内容液貯留を
認め、Treitz 靭帯部空腸狭窄による通過障害を認
めた。絶飲食・補液管理とし、経鼻胃管およびイレ
ウス管留置により腸管内減圧を図った。腸蠕動改善
薬による治療を続け、術後 11 日目に胃管抜去、術
後 27 日目にイレウス管抜去となる。弛緩性便秘の
管理に難渋し、術後 38 日目に食事再開となり、術
後 62 日目に自宅退院となる。しかし、術後 68 日目
に嘔吐あり、再入院となる。体重は 79.0kg で、CT
検査では、十二指腸水平脚の狭窄と口側十二指腸お
よび胃の拡張を認め、SMAS と診断した。経鼻胃
管にて胃内減圧後、第 7 病日に十二指腸空腸側々吻
合術を施行した。消化管運動機能障害もあり経口摂
取再開が遅れたが、第 45 病日に経口摂取再開し、
第 59 病日に補液を終了した。第 75 病日に神経内科
転科し、リハビリテーション継続後、第 104 病日に
体重 81.4kg で自宅退院となった。
【考察】横行結腸切除後の SMAS 様症状での発症で
あったが、CT 検査所見からは SMAS の診断には
至らなかった。2 回目発症時の CT 検査所見で、
十二指腸水平脚狭窄と Aorta-SMA angle の狭小化
を認め、SMAS の診断となった。パーキンソン病
に伴う消化管運動機能障害の影響もあり、経口摂取
確立までに長期間を要した。パーキンソン病患者の
SMAS に対しては、集学的治療が必要と考えられた。

O3-1
膵頭十二指腸切除術後6年目に高血糖により
CA19-9偽陽性を呈した膵癌術後の1例

○河合 雅彦、小森 充嗣、前田 健一、小塩 英典、
服部 公博、三井 範基、川尻 真菜、林 弘賢、佐藤 悠太、
杉本 琢哉、仁田 豊生、田中 千弘、長尾 成敏、
國枝 克行
岐阜県総合医療センター外科

O3-2
横行結腸切除術後に上腸間膜動脈症候群をきた
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2）札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科
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　症例は 60 歳台、女性。貧血と炎症反応高値を伴
う巨大な上行結腸癌に対し結腸右半切除術を施行し
た。腹腔鏡アプローチで開始したが、腫瘍部の周囲
臓器への浸潤が強く開腹手術に移行した。術後第 4
病日より食事開始となった。術後合併症として麻痺
性イレウスと SSI が認められたが、いずれも改善傾
向を認め術後 30 病日に退院となった。退院後しば
らくしてから発熱が出現するようになり、退院 1 か
月後の外来診察時に血液検査で WBC 14,700/μL、
CRP 6.4mg/dL、CT 検査で下腹部に大きな膿瘍を
認めた。緊急入院となり穿刺ドレナージを施行し、
培養検査では Enterococcus faecalis が検出された。
前回の退院後から食事摂取量が少なかったこともあ
り Alb 1.5 g/dL と低栄養状態となっており、また
K 2.4 mEq/L と低Ｋ血症を認めた。入院後、膿瘍
のドレナージと抗菌薬投与により炎症反応は改善傾
向を認めたが、低 Alb 血症および低Ｋ血症が遷延
した。低Ｋ血症は経静脈的な補充では速やかに改善
するものの、経口でのＫ製剤の投与には反応しな
かった。経口摂取量も増加せず両下肢の浮腫も出現
し、膿瘍のフォローアップ目的に施行した CT では
脂肪肝が認められた。軟便が遷延していたこともあ
り PFD 試験を施行したところ、47.3（73.4 - 90.4）
% と低下していた。第 32 病日よりパンクレリパー
ゼ 1800mg/day の内服を開始するとともに食事に
経管栄養剤の併用を開始したところ、経口摂取量が
増加し比較的速やかに Alb 値やＫ値の改善を認めた。
膿瘍の再燃もなく経過し第 45 病日に退院となった。
退院 1 か月後の血液検査では Alb 2.8 g/dL、K 3.4 
mEq/L であった。本症例では術前の担癌状態およ
び炎症反応高値、術後の麻痺性イレウス、退院後の
腹腔内膿瘍などの影響により、長期低栄養状態から
の蛋白異化亢進だけでなく、消化管運動低下により
膵臓から消化管への消化酵素排泄が抑制されたもの
と思われた。パンクレリパーゼの投与を契機に消化
吸収能が改善し、低栄養および電解質異常の改善が
認められた。若干の文献的考察を加えて報告する。

【目的】近年、がん患者の body composition と予後
との関連が注目され、がん治療においての栄養療法
やリハビリテーションの必要性が示唆されている。
しかし、婦人科がんに関する報告はない。近年増加
傾向にあり予後不良である卵巣がんに関して body 
composition と予後との関連を解析したので報告す
る。
【方法】2006 年～2017 年に島根大学産婦人科で治療
を受けた卵巣がん患者 95 名の body composition を
診断時 CT 画像を用いて評価した。筋肉量の基準は
L3 レベルの全骨格筋量を身長の二乗で除した SMI
を用い 38.5 以下を低骨格筋群とした。脂肪量は同
レベルの内臓脂肪量を計測し、100 以上を肥満とし
た。骨格筋の質評価として筋肉の脂肪化を表す
IMAC を用いた。多裂筋 / 背部皮下脂肪の CT 値よ
り算出し、中央値をカットオフ値とした。これらよ
り低骨格筋群、肥満群、低骨格筋＋肥満群および骨
格筋の質低下群の無再発生存率と生存率との関連を
検討した。
【結果】卵巣がん患者 95 名のうち、低骨格筋群 62
名（65.2％）肥満群 23 名（24.2%）低骨格筋＋肥満
群 8 名（8.4％）であった。年齢、BMI の平均値は
61.8±12.1、22.6±4.4 で、BMI と SMI、内臓脂肪量
には相関を認めたが、年齢とは認めなかった。
IMAC と 内 臓 脂 肪 量 に 正 相 関 を 認 め た。body 
composition と骨格筋の質はいずれも無再発生存率

（DFS）、全生存率（OS）と有意な差は見られなかっ
た（低骨格筋群 DFS OS、p＝0.496 p＝0.648 肥満
群 DFS OS、p＝0.329 p＝0.337、低骨格筋＋肥満群
DFS OS、p＝0.691  p＝0.276、骨格筋の質低下群
DFS OS、p＝0.988 p＝0.912 Log-rank）。また、術
後合併症や入院期間との関連も認めなかった。
【結論】近年、body composition と予後や術後合併
症との関連性が消化器がんを中心に報告される一方
で、卵巣がんでは関連性は認めなかった。今回の結
果は、がん種および性差による違い等が考えられた。
本研究では BIA 測定値と相関が高い CT からの算
出方法と、文献上アジア人に有用であるカットオフ
値を採用した。今後は、測定法や基準値に関する考
察および握力や歩行速度等のサルコペニアの診断基
準に基づいた評価が必要と考える。

O3-3
結腸右半切除後の低栄養と膵外分泌機能低下に
パンクレリパーゼが有用であった1例

○嵩原 一裕 1）、石崎 陽一 1）、永仮 邦彦 1）、吉川 征一郎 1）、
稲木 紀幸 1）、大内 昌和 1）、松井 亮太 1）、東 大輔 1）、
小濱 信太郎 1）、野本 潤 1）、大塚 知博 1）、福永 正氣 1）、
坂本 一博 2）
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2）順天堂大学下部消化管外科
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【目的】近年、サルコペニアの術後合併症や予後に
及ぼす影響が多数報告されている。当科ではこれま
でに、術前 immunonutrition による膵頭十二指腸
切除術（PD）後の感染性合併症抑制効果が、サル
コペニア患者で強く現れることを報告した。さらに
昨今では、骨格筋量の減少のみならず脂肪の蓄積に
よる術後合併症や予後への影響についても報告され
てきている。そこで、骨格筋量と各種脂肪量が PD
後感染性合併症に及ぼす影響と immunonutrition
の有用性について検討したので報告する。
【対象と方法】2009 年 4 月～2018 年 3 月に当科で施
行した PD471 例を対象とした。術前の腹部単純
CT 画像から、第 3 腰椎レベルにおける骨格筋面積
を 身 長 で 調 整 し た skeletal muscle mass index

（SMI）、皮下脂肪量 subcutaneous fat area（SFA）、
内臓脂肪量 visceral fat area（VFA）、内臓脂肪皮
下 脂 肪 量 比 visceral to subcutaneous fat ratio

（VSR）を測定した。術後感染性合併症に対する各
因子のカットオフ値は ROC 解析より求め、高値群、
低値群の 2 群に分類した。これらをもとに、PD 術
後感染性合併症の独立した危険因子をロジスティッ
ク回帰分析を用いた単変量、多変量解析により検討
した。
【結果】単変量解析の結果、男性（p＜0.001）、BMI
高 値 群（p＜0.001）、 胆 管 癌（p＜0.001）、 術 前
immunonutrition 未施行群（p＝0.032）、術前胆道
ドレナージ施行群（p＝0.019）、主膵管径低値群（p
＜0.001）、膵性状 soft 群（p＜0.001）、SMI 低値群（p
＜0.001）、SFA 高値群（p＝0.027）、VFA 高値群（p
＝0.008）、VSR 高値群（p＝0.034）で有意差を認めた。
これら有意差を認めた 11 項目のうち、交絡因子と
なる SFA と VFA を除いた 9 項目を用いた多変量
解析の結果、男性（p＝0.040）、BMI 高値群（p＜
0.001）、術前 immunonutrition 未施行群（p＜0.001）、
膵性状 soft 群（p＜0.001）、SMI 低値群（p＜0.001）、
VSR 高値群（p＝0.034）が感染性合併症に対する独
立 し た 危 険 因 子 と し て 抽 出 さ れ た。
immunonutrition の影響を VSR 高値群、低値群で
それぞれ検討を行ったところ、VSR 高値群では有
意に immunonutrition 施行群で感染性合併症発症
率が低値（p＝0.002）であった一方、VSR 低値群で
は immunonutrition の有無による感染性合併症の
発症率に差を認めなかった（p＝0.055）。
【結語】PD 後感染性合併症に対し、SMI と VSR が
影響を及ぼす可能性が示唆された。VSR 高値群で
は immunonutrition の感染性合併症の抑制効果が
より強く表れた。

【Background】Laparoscopy-assisted distal 
gastrectomy（LADG）for gastric cancer may 
prevent the loss of body weight and lean body 
mass due to reduced surgical stress in comparison 
to open distal gastrectomy（ODG）. A multi-center 
phase III trial conducted by the Japan Clinical 
Oncology Group（JCOG0912 trial）was performed 
to confirm the non-inferiority of LADG to ODG 
for stage I gastric cancer in terms of relapse-free 
survival.
【Methods】This study was performed as a single-
institution exploratory analysis using the data of 
the patients from our hospital who were enrolled 
in the JCOG0912 phase III trial. The body weight 
and lean body mass were evaluated using a 
bioelectrical impedance analyzer within 1 week 
before and at 1 week, 1 month, and 3 months after 
surgery.
【Results】One-hundred six pat ients were 
randomized to receive ODG（54 patients）or 
LADG（51 patients）. The body weight loss at 1 
week, 1 month and 3 months was -3.0%, -4.9%, 
and -5.4%, respectively in the ODG group and 
-2.7%, -4.3% and -5.7% in the LADG group；the 
differences were not statistically significant（p＝
0.330, 0.166 and 0.656, respectively）. The lean body 
mass loss at 1 week, 1 month and 3 months was 
-2.8%, -4.1% and -2.3%, respectively in the ODG 
group and -2.7%, -2.9% and -3.0% in the LADG 
group；the differences were not statistically 
significant（p＝0.610, 0.413 and 0.925, respectively）.
【Conclusions】The laparoscopic approach did not 
attenuate the loss of body weight and lean body 
mass in comparison to patients who underwent 
open distal gastrectomy for gastric cancer.
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野島 広之、三島 敬、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学
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門側胃切除と開腹幽門側胃切除の術後体組成変
化の比較
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【背景】近年、消化器外科領域において術前にサル
コペニアと診断された症例は術後合併症が増加し、
長期予後も不良であるとする報告が散見される。し
かし、それらの報告の多くは術前の CT で筋肉量の
みを測定し、筋力や身体機能は評価していないもの
がほとんどである。2010 年に European Working 
Group on Sarcopenia in Older People（EWGSOP）
からサルコペニアの定義が提唱され、2014 年には
Asian Working Group for Sarcopenia（AWGS）か
らサルコペニアの定義が提唱されており筋肉量だけ
でなく筋力や身体能力の低下を診断基準に含んでい
る。今回我々は、膵頭十二指腸切除術を施行予定の
患者に対して術前に Dual energy X-ray absorption

（DXA）による筋肉量の測定だけでなく、握力、歩
行速度の測定を行い EWGSOP の定義に基づいたサ
ルコペニアによって合併症への影響を検討した。
【対象と方法】2016 年 1 月から 2018 年 12 月までに
当院で膵頭十二指腸切除術を施行された 65 歳以上
の患者 101 例をサルコペニア群と非サルコペニア群
に分類し SSI、感染性合併症、非感染性合併症、全
合併症の発症率についてそれぞれ検討した。筋肉量
のカットオフについては AWGS の定義でのカット
オフ値を用いた。
【結果】EWGSOP の分類では 101 例中 26 例（25.7%）
がサルコペニア群に分類された。サルコペニア群で
は非サルコペニア群と比較して SSI、感染性合併症
の発症率に差を認めなかった。非感染性合併症につ
いてはサルコペニア群で有意に多く（p＝0.0196）、
Clavien-Dindo 分類による合併症重症度も有意に高
かった（p＝0.0073）。全合併症発症率も有意に高く

（p＝0.0255）、合併症重症度も有意に高かった（p＝
0.0435）。男女別の検討では男性では 57 例中 20 例

（35.1%）がサルコペニア群に分類され、SSI、感染
性合併症の発症率には差を認めなかったが、非感染
性合併症についてはサルコペニア群で有意に多く

（p＝0.0021）、合併症重症度も有意に高かった（p＝
0.0013）。全合併症発症率も有意に高かったが（p＝
0.0378）、合併症重症度には差を認めなかった。女
性では 44 例中 6 例（13.6%）がサルコペニア群に分
類された。各種合併症の発症率はサルコペニア群と
非サルコペニア群で有意差を認めなかった。
【結語】EWGSOP の定義に基づくサルコペニアは
膵頭十二指腸切除術後の合併症発症に影響を与えて
いる可能性が示唆された。

【背景】サルコペニアは加齢に伴う変化だけでなく、
悪性腫瘍患者に認められるとされるが、近年悪性腫
瘍の予後や術後合併症にも関連すると注目されてい
る。今回、当院で膵頭十二指腸切除術を施行した膵
癌患者の術前の筋肉量を求め、サルコペニアの有無
と手術成績・予後との関連性を検討した。
【方法】当院で膵癌患者に対して 2010 年 4 月から
2018 年 3 月までに膵頭十二指腸切除術を施行した
84 症例を対象とした。術前筋肉量の評価方法は、
腹部 CT における第 3 腰椎レベルの腸腰筋面積 /（身
長 ）2 を manual trace 法 に て 測 定 し て Psoas 
Muscle Index（PMI）とした。今回はカットオフ
値を男女それぞれ 25 パーセンタイル、下 1/4 として、
サルコペニアを定義した。
【結果】サルコペニアは 20 例（23.8%）であった。
サルコペニア（Ｓ）群と非サルコペニア（Ｃ）群を
比較した結果、年齢は 72.8±7.0/68.5±10.3 歳（p＝
0.1089）、性別は男：女 12：8/38：26 例（p＝0.9603）。
ALB は 3.50±0.53/3.74±0.52g/dl（p＝0.0467）、
BMI は 20.0±3.4/21.9±2.9kg/m2（p＝0.0057）であり、
Ｓ群は栄養状態が悪かった。小野寺の PNI を算出
すると、42.2±5.8/43.6±6.55（p＝0.3794）であり有
意差はなかった。手術因子では、腹腔鏡（あり：な
し）は 2：18/5：59（p＝0.7618）、手術時間は 561.4
±112.1 分 /579.8±126.7 分（p＝0.6327）、出血量は
807.2±700.6/1011.8±1054.6ml（p＝0.6744）、 術 後
在 院 日 数 は 38.5±27.7/43.6±55.2 日 で あ っ た。
pStage（Ia：Ib：IIa：IIb：III：IV）は 2：0：8：7：
0：3/3：3：29：17：0：12（p＝0.5814） で あ り 有
意差を認めなかった。術後膵液漏（-：BL：Ｂ：Ｃ）
は 15：0：4：1/48：2：13：1、SSI（あり：なし）
は 6：14/25：39 例（p＝0.4587）であり有意差を認
めず（p＝0.4158）。術後補助化学療法を施行可能で
あった症例（あり：なし）も 9：11/38：26 例と差
は認めなかった（p＝0.2597）。全生存期間（OS）
を検討すると 1 年 /2 年 OS はＳ群 25.3％ /0％、Ｃ
群 67.1％ /52.9％でありＳ群は予後不良であった（p
＜0.0001）。
【結論】膵癌患者に対する膵頭十二指腸切除術にお
ける術前筋肉量の減少は予後不良因子であった。周
術期の栄養・運動療法の介入により術前筋肉量を改
善させることが膵癌の予後改善に繋がると期待され
るが、今後のさらなる検討が必要と考えられる。
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EWGSOPの定義に基づいたサルコペニアの影
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○青木 優、古川 勝規、鈴木 大亮、文 陽起、吉富 秀幸、
高屋敷 吏、久保木 知、高野 重紹、酒井 望、賀川 真吾、
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村田 幸平
関西労災病院外科
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【目的】治療前にサルコペニア評価を行い、治療や
合併症に対するサルコペニアの影響について検討し
た。
【対象と方法】2016 年 10 月から 2017 年 12 月まで
の期間、当科を受診し一次治療を行った 65 歳以上
の高齢頭頸部癌 57 症例を後方視的に検討した。治
療前に、生体電気インピーダンス法による身体計測
および握力測定を施行し、サルコペニアの診断を行
い、合併症の影響について調査した。
【結果】サルコペニア群の予後は悪く、放射線治療
例ではサルコペニア群は治療後も胃瘻を継続使用し
ている患者が多かった。また、手術症例ではサルコ
ペニア群は誤嚥性肺炎の合併が多かった。
【結論】サルコペニア患者は嚥下障害に基づくと想
定される合併症が多く、サルコペニアの有無は喉頭
温存などの治療法を決定する上で重要な要因となる。

【はじめに】リンパ節転移や膵浸潤を伴った遠位胆
管癌の切除成績は不良であり、当院では治療成績向
上を目指して術前化学放射線療法（CRT）を施行
してきた。しかし、胆道癌において、術前治療によ
る栄養状態の変化については十分に検討されていな
い。そこで、術前 CRT 前後での栄養状態の変化と
その影響について検討した。
【対象と方法】遠 位 胆 管 癌 に 対 し て 術 前 CRT
（Gemcitabine 1000mg/m2；3 週投与 1 週休薬、放
射線治療；50～60Gy/5 週）を施行した 16 例を対象
とし、CRT 前後の栄養指標と CT 画像での第三腰
椎（L3）レベルの骨格筋量指数（SMI）、総脂肪量、
内臓脂肪量の変化について検討した。また、術前
CRT 後の栄養状態と術後合併症の関連性について
も検討した。
【結果】男性 11 例、女性 5 例、年齢中央値は 64.5
歳（40-76）であり、術前 CRT 開始から手術日ま
での期間中央値は 100 日（70-121）であった。骨格
筋量指数（SMI）は前 37.2cm2/m2、後 38.9cm2/m2、
総脂肪面積は前 168.8cm2、後 130.9cm2、内臓脂肪
面積は前 63.5cm2、後 36.9cm2 といずれも変化を認
めなかった。血液検査では、リンパ球数（前 1363/
mm3、後 772/mm3、Ｐ＝0.007）とヘモグロビン値（前
12.1g/dl、後 11.1g/dl、Ｐ＝0.001）の低下を認めたが、
アルブミン値（前 3.5g/dl、後 3.6g/dl、Ｐ＝0.392）
を含めそれ以外の因子では有意差は認めなかった。
Clavien-Dindo 分類で Grade2 以上の術後合併症を
10 例に、ISGPF 分類の Grade B の膵液瘻を 6 例に
認めた。CRT 後の栄養指標と術後合併症および膵
液瘻に相関は認めなかったが、膵液瘻を発症した 6
例では、総脂肪量が有意に多かった（Ｐ＝0.007）。
【結語】遠位胆管癌に対する術前 CRT は、総脂肪
量減少やリンパ球数減少といった栄養状態や免疫状
態の低下をもたらす可能性が示唆された。術前
CRT 症例では、早期より栄養状態への介入が望ま
れる。
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4）近畿大学医学部附属病院看護部

O5-1
胆管癌に対する術前治療が栄養状態・周術期合
併症に及ぼす影響についての検討

○和田 浩志、高橋 秀典、藤井 渉、飛鳥井 慶、
長谷川 慎一郎、山田 大作、新野 直樹、牛込 創、
柳本 喜智、高橋 佑典、杉村 啓二郎、山本 和義、
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左近 賢人、矢野 雅彦
大阪国際がんセンター消化器外科
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【背景・目的】腹腔鏡下噴門側胃切除術（LPG）は
胃癌治療ガイドライン第 5 版において、Ｕ領域の
cT1N0 胃癌に対する術式の選択肢の一つとして挙
げられ、胃全摘術と比較して体重減少、下痢、ダン
ピング症状で良好であったと報告されているが、し
ばしば食道への逆流が問題となる。当院では近年
LPG 後にリニアステイプラーを用いた overlap 法
で食道残胃吻合を行い、逆流防止のため残胃を吻合
部に巻き付けて縫合する術式（LPG＋噴門形成）を
適応している。本研究は LPG＋噴門形成の、術後
逆流性食道炎の発生頻度や術後体重減少率を含む手
術成績を検討することを目的とした。
【方法】2012 年 3 月から 2016 年 9 月の間、当院で
実施した早期胃癌に対する LPG＋噴門形成の症例
の手術成績を後ろ向きに検討した。以下連続変数は
中央値（範囲）で示す。
【成績】該当症例は 6 例。男 / 女：3/3、年齢：71.5
歳（61-86）、分化型 / 未分化型：2/4、術前深達度：
M/SM＝3/3、 術 前 リ ン パ 節 転 移：0 例。2 例 が
ESD 後追加切除として手術を行った。手術時間：
255.5 分（239-31）、出血量：17.5ml（5-50）。全例
でD1＋リンパ節郭清を行った。手術合併症は認めず、
在院日数：10.5 日（9-12）。病理学的深達度：M/
SM/MP＝1/4/1、病理学的リンパ節転移は全例認
めず。また全例で観察期間中再発は認めず。術後 1
年以降の上部消化管内視鏡でLos-Angels分類（LA
分類）Grade B 以上の逆流性食道炎は 3 例（50%）
に認め、4 例で術後 PPI の継続投与を行った。吻合
部狭窄は全例で認めず。術後 1 年時体重の術前体重
に対する比率：87.3%（74.3-92.3）。
【結論】早期胃癌に対する LPG＋噴門形成は、手術
時間が比較的短く、術後合併症を認めず安全に施行
可能であったが、半数の症例で術後 LA 分類 Grade 
B 以上の逆流性食道炎を認めた。

【背景】幽門側胃切除後は胃貯留量の低下、消化吸
収障害、消化管運動障害のため 5% から 20％の体
重減少をきたすと報告されている。今回胃癌に対し
て幽門側胃切除を行った症例の体重減少率について、
術式および再建法別に検討した。
【対象と方法】2005 年から 2014 年に胃癌に対して
幽門側胃切除術を行った症例のうち、術後 3 年間の
体重経過をみた 153 例を対象とした。術前体重との
減少率を腹腔鏡：Ｌ群と開腹：Ｏ群、B-1 群と
R-Y 群に分けて比較した。
【結果】Ｌ群 128 例、Ｏ群 25 例であった。再建法は
Ｌ 群 で B-1 再 建 111 例（86.7%）、R-Y 再 建 17 例

（13.2%）、Ｏ群で B-1 再建 20 例（80.0%）、R-Y 再
建 5 例（20.0%）と有意差は認めなかった。手術時
間：Ｌ群で 233.6 分、Ｏ群で 168.6 分（p＜0.001）、
出血量：Ｌ群で 100.7g、Ｏ群で 198.3g（p＜0.0109）
とＬ群で手術時間は延長し、出血量は少量であった。
術後合併症に有意差を認めなかった。術後在院日数
は、Ｌ群 12.8 日、Ｏ群 23.5 日（p＝0.0004）とＬ群
で短縮した。 体重減少率は 1/3/6/12/24/36ヶ月で
Ｌ 群： Ｏ 群＝6.6/7.6/7.8/7.9/8.2/8.4（%）：8.5/9.4/ 
12.1/12.8/11.9/11.4（%）であり、術後 6ヶ月（p＝
0.0194）、12ヶ月（0.0125）においてＯ群で有意に減
少した。さらに B-1 再建では術後 6ヶ月でＬ群 7.4%、
Ｏ群 11.7%（p＝0.0292）、12ヶ月でＬ群 7.5%、Ｏ群
12.4%（p＝0.0192）とＯ群で有意に減少したが、
R-Y 再建では術後 6ヶ月でＬ群 10.5%、Ｏ群 13.6%（p
＝0.2575）、12ヶ月でＬ群 10.2%、Ｏ群 14.5%（p＝
0.3173）と有意差は認めなかった。術後の内視鏡所
見は、食道裂孔ヘルニア：Ｌ群で 12 例（9.4%）、Ｏ
群で 5 例（46.1%）（p＝0.0269）、GERD：Ｌ群で 14
例（10.9%）、Ｏ群で 7 例（28.0%）（p＝0.0093）とＯ
群で食道裂孔ヘルニアおよび GERD が有意に多
かった。さらに B-1 再建では、食道裂孔ヘルニア：
Ｌ群 9 例（8.1%）、Ｏ群 5 例（25.0%）（p＝0.0099）、
GERD：Ｌ群 13 例（11.7%）、Ｏ群 6 例（30.0%）（p＝
0.0156）とＯ群で食道裂孔ヘルニア、GERD が有意
に多かったが、R-Y 再建では有意差は認めなかった。
【考察】腹腔鏡手術は開腹手術と比較し一般的に低
侵襲であり術後早期の早期回復を来し、特に B-1
再建では食道裂孔ヘルニアおよび GERD の発生が
少なく、胃癌術後の体重減少率に関与した可能性が
示唆された。

O5-2
当院における早期胃癌に対する腹腔鏡下噴門側
胃切除術後の食道残胃吻合・噴門形成の治療成
績の検討

○安福 至、山口 和也、棚橋 利行、岩田 至紀、今井 健晴、
松井 聡、今井 寿、田中 善宏、松橋 延壽、高橋 孝夫、
吉田 和弘
岐阜大学腫瘍外科

O5-3
幽門側胃切除術後における体重減少率の検討　
-術式および再建法による比較 -

○広本 昌裕、大塚 耕司、山崎 公靖、五藤 哲、澤谷 鉄央、
有吉 朋丈、伊達 博三、山下 剛史、茂木 健太郎、
加藤 礼、斎藤 祥、藤政 浩一郎、青木 武士、
村上 雅彦
昭和大学医学部外科学講座消化器・一般外科部門
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膵癌患者の術後予後予測については、これまで腫瘍
因子、患者因子について様々な報告がなされている。
今 回、 手 術 リ ス ク 評 価 法 で あ る Estimation of 
Physiologic Ability and Surgical Stress（ 以 下、
E-PASS）を用いて膵癌患者の術後生存期間との関
連を検討した。対象は 2005 年 8 月から 2016 年 8 月
までに膵癌に対して膵切除術を施行した 107 名の患
者で、年齢中央値 72 歳（49-85 歳）、男女比 68 人
/39 人、手術術式は膵頭十二指腸切除 68 人、膵体
尾部切除 39 人であった。術前リスクスコア（PRS）、
手術侵襲スコア（SSS）、総合リスクスコア（CRS）
についてそれぞれ ROC 曲線を用いて比較検討を
行ったところ、それぞれ曲線下面積（AUC）は
PRS：0.663、SSS：0.702、CRS：0.75 であり、CRS
においてカットオフ値を 0.546 に設定した。単変量
解析によりＴ因子（p＝0.011）、Ｎ因子（p＜0.001）、
術 前 PS（p＝0.0017）、CRS 値（p＜0.001）、 術 前
CA19-9（p＝0.021）が生存期間に有意に影響を及
ぼした。多変量解析においてＮ因子（p＝00017、
HR2.49）、CRS 値（p＝0.0026、HR 2.32）が全生存
期間に有意に影響を及ぼした。これらの結果から
CRS 値が膵癌術後患者の予後予測に有用である可
能性が示唆された。

【目的】がん患者における代謝動態に基づいた予後
予測因子を検討。
【方法】対象：2016 年 4 月から 2019 年 1 月までに
当講座を死亡退院したがん患者 249 名（全例間接熱
量測定を実施）。男 / 女＝128/121。年齢：77.5±
10.7 歳。 原 発 部 位： 肺 38 例（15.3%）、 胃 33 例

（13.3%）、 膵 32 例（12.9%）、 大 腸 31 例（12.4%）、
泌尿器 27 例（10.8%）、造血器・胆道各 11 例（4.4%）、
肝 9 例（3.6%）、頭頸部・乳腺・食道各 8 例（3.2%）、
その他 11 例（4.4%）。方法：予後（検査日から死亡
日までの日数）と BMI、REE/BEE、RQ（Respiratory 
Quotient）、WBC、Hb、リンパ球数、T-Bil、AST、
ALT、LDH、CHE、Alb、TTR（トランスサイレ
チン）、BUN、Cre、CRP、CRP/TTR、との相関に
ついてロジスティック回帰分析を用いて検討。
【結果】予後：中央値 27 日（0-243）。予後と有意差
を認めた因子（OR（95%CI）、Ｐ値の順に記載）1. 単
変量分析：WBC（1.11（1.05-1.17）、＜.0001）Alb（0.26

（0.16-0.42）、＜.0001）CHE（0.99（0.98-0.99）、＜.0001）
CRP（1.11（1.05-1.17）、＜.0001）TTR（0.89（0.85-
0.94）、＜.0001）CRP/TTR（1.67（1.26-2.21）、＜.0001）
BUN（1.03（1.01-1.05）、0.0012）LDH（1.00（1.00-1.00）、
0.0039）Hb（0.84（0.74-0.96）、0.0081）RQ（0.03

（0.00-0.57）、0.0092）　リンパ球数（1.00（1.00-1.00）、
0.0332）REE/BEE（4.00（1.09-14.75）、0.0343）2.
多変量分析：BUN（1.03（1.01-1.06）、0.0052）Alb（0.39

（0.19-0.81）、0.0116）RQ（0.06（0.00-1.53）、0.0409）。
【結論】がん患者において、WBC、Alb、CHE、
CRP、TTR、CRP/TTR、BUN、LDH、Hb、RQ、
リンパ球数、REE/BEE は予後予測因子となりうる
ことが示唆され、中でも BUN、Alb、RQ は予後予
測因子として有用である。

O5-4
E-PASSスコアによる膵癌術後患者の予後予測

○森本 昌樹、本城 総一郎、柳生 拓輝、内仲 英、
花木 武彦、渡邊 淨司、徳安 成郎、坂本 照尚、
藤原 義之
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【背景】近年、様々な癌腫において炎症栄養学的指
標の臨床的意義の報告が散見されるが、術前治療前
後での変化と臨床的意義に着目した報告は少ない。
今回我々は、膵癌に対して術前化学放射線治療

（NACRT）を施行し、根治切除を施行した症例に
対して、炎症栄養学的指標が術後の治療成績にどの
ように影響するかを検討した。
【対象と方法】2010 年から 2017 年までに当施設で、
切除可能進行膵癌（Ｒ膵癌）および切除可能境界膵
癌（BR 膵癌）に対して NACRT を施行し根治切除
しえた 79 例を対象とした。治療前後の好中球 / リ
ンパ球比（NLR）と血小板 / リンパ球比（PNR）
を算出し、術後の予後との相関を検証した。
【結果】男性 57 例、女性 22 例で、平均年齢は 69.4
±9.8 歳であった。全例に NACRT を施行した。照
射線量は全例 50.4Gy で、抗癌剤のメニューは、
Gem 単剤が 13 例、Gem＋S-1 が 66 例であった 79
例全体での治療前後の NLR は 2.57±1.52、3.73±2.70
で治療後が有意に高かった（p＝0.022）。同様に
PLR も治療後が有意に高かった（153.7±76.5 vs 
220.1±140.6、p＜0.001）。切除後の治療成績につい
ては、治療前、治療後の NLR、PNR ともに相関は
認めなかった。一方で、NLR の治療前後の増減で
検討すると、治療前後比が 1.5 以上のものは 1.5 以
下に比べ有意に予後不良であった（5 年無再発生存
率 26.0% vs 37.6%、p＝0.026）。PLR の治療前後比
は治療成績とは相関を認めなかった（p＝0.224）。
また NLR の治療前後比は、年齢、性別などでは有
意差を認めなかったが、Ｒ膵癌に比べて BR 膵癌に
おいて有意に前後比 1.5 以上の患者が多く含まれて
いた（p＝0.017）。治療中の Grade3 以上の副作用発
生率と NLR の前後比には有意な相関は認めなった

（p＝0.497）。
【結語】膵癌に対する術前治療において、NLR の治
療前後比は術後の予後予測因子になりうると思われ
た。

【はじめに】膵癌における集学的治療として術前治
療が試みられており、当院では gemcitabine 併用術
前化学放射線療法（NACRT）を行ってきた。術前
の炎症・栄養指標は膵癌の予後を反映することが報
告されており、術前治療は炎症・栄養指標に変化を
来すため治療成績に影響を与えることが懸念される。
これまでに術前治療施行例における炎症・栄養指標
の臨床的意義に関する報告はあるが、非腫瘍性の炎
症・感染を伴いやすい膵頭部癌症例が含まれており、
結果に影響を与えている可能性がある。
【目的】NACRT を施行した膵癌症例のうち感染に
よる炎症を合併しにくい膵体尾部癌において、
NACRT における炎症・栄養指標の臨床的意義を検
討すること。
【対象と方法】対象は 2004 年 1 月から 2014 年 12 月
までに gemcitabine 併用 NACRT を施行した膵体
尾 部 癌 117 例（resectable：85 例、borderline 
resectable：32 例）。NACRT は 50～60Gy/5 週の放
射線治療に加え、1000mg/m2 の gemcitabine を 3
回投与 /4 週×3 クール施行した。炎症・栄養指標
には好中球数 ‐ リンパ球数比（NLR）、リンパ球数
‐単球数比（LMR）、小野寺によるprognostic nutritional 
index（PNI）、modified Glasgow Prognostic Score（mGPS）
を用い、NACRT 開始前・終了後（手術直前）・治療
前 後 の 変 化 に つ い て 治 療 成 績 と の 関 連 を
retrospective に検討した。
【結果】対象症例において NLR、LMR、PNI はい
ずれも NACRT 前後で悪化していたが（p＜0.001）、
mGPS が悪化した症例は 10 例のみであった（9%）。
腫瘍因子以外での非切除例はなく、117 例中 98 例
に切除を施行し（84%）、切除例において LMR お
よび PNI が低下した症例において全生存率（OS）
が不良であった（5 年 OS：38% vs 72%、p＝0.002
および 5 年 OS：28% vs 55%、p＝0.001）。切除例
における多変量解析では組織学的リンパ節転移陽性

（HR：2.61、95%CI：1.34-4.93、p＝0.006）、LMR
低下率 0.5（HR：2.56、95%CI：1.23-5.99、p＝0.011）、
PNI 低 下 率 0.81（HR：2.46、95%CI：1.21-4.77、p
＝0.014）が独立した予後規定因子となった。
【結論】膵癌に対する NACRT 症例において、
NACRT 中の炎症・栄養指標の悪化が治療成績に影
響を与える可能性が示唆された。今後、前向きに症
例を蓄積し、NACRT 中の栄養介入等を行い、炎症・
栄養指標の悪化を防ぐことが膵癌の治療成績の向上
に寄与しうるか検証されるべきと考えられる。

O6-2
膵癌術前化学放射線治療における炎症栄養学的
指標の臨床的意義の検討
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浅岡 忠史 1）、野田 剛広 1）、後藤 邦仁 1）、小林 省吾 1）、
森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）
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【背景】胃癌術後補助化学療法としての S-1 単剤療
法は、1 年間の継続内服が標準治療である。有害事
象により内服継続が困難となる脱落症例がしばしば
経験される。
【方法】2005 年から 2017 年の間に Stage II/III 胃癌
に対し根治切除が施行され、術後 S-1 単剤補助化
学療法を施行した患者症例 98 症例を対象とした。
術前血液検査値、術後補助療法開始前血液検査値、
術前後変化量から候補因子を抽出し、S-1 継続期間
との相関性を検討した。
【結果】S-1 投与期間 6 か月未満に対する ROC 曲線
解析では、術前血清ビリルビン値、アルブミン値、
Albumin-bilirubin index（ALBI）、単球数、好中球
数、prognostic nutrition index（PNI）が高い AUC
値を示した。S-1 投与期間 6 か月未満に対して術前
ALBI は最も高いオッズ比を示し、ALBI の構成因
子を含めた術後補助療法開始時前測定値、術前後変
化量の中で、術前 ALBI を上回る予測因子はみられ
なかった。術前 ALBI は多変量解析で S-1 投与期
間 6 か月未満に対する独立予測因子であった。
【結語】術前 ALBI は胃癌根治切除術後 S-1 補助化
学療法の忍容性予測において有用な因子である可能
性が示唆された。

【背景】食道癌の周術期は栄養不良となることが多く、
適切な栄養管理が必要である。当院では 2013 年か
ら食道癌周術期サポートチーム SPEC（Supportive 
team for Patients with Esophageal Cancer）を組み、
多職種介入による栄養管理を行ってきている。また
術前には全例、 eGFR に応じて手術 2 週間前からア
バンド投与を施行している。
【目的】「栄養摂取量自己評価シート（e-sheet）」を
用いた栄養指導法を構築し、チーム医療を実践する
ことにより、その臨床効果を明らかにすることを目
的とする。
【対象・方法】2016 年 1 月から 2017 年 12 月の期間
に施行された食道癌手術症例 57 例を対象として後
方視的観察研究として検討した。e-sheet には目標
エネルギー摂取量を記載し、 1 日のエネルギー摂取
量（経口＋経管栄養）の記入欄を設けた。嚥下機能
を確認しながら経口摂取およびその摂取目標量の設
定を行い、退院時には経口摂取の具体的目標の設
定・助言を行っている。e-sheet は 2016 年 10 月か
ら導入しており、導入前の e-sheet なし群（Ａ群）
と導入後のあり群（Ｂ群）に分けて、術後在院日数、
退院後の Alb 値、体重、経口摂取量、術後合併症
について後ろ向きに検討した。
【結果】年齢（中央値）は A/B 群＝70（51-80）/65
（43-79）歳で、男女比それぞれ 22：4, 28：3 であっ
た。2 群 間 で 術 前 BMI, 術 前 Alb 値、 cStage

（UICC7th）、術前化学療法の有無、術式、再建法、
手術時間、出血量に有意差はなかった。術後在院日
数はそれぞれ 29.7±3.3 日、 28.9±3.0 日（p＝0.85）、
経口摂取開始後の在院日数はそれぞれ 13.8±9.0 日、 
13.6±12.9 日（p＝0.47）であった。それぞれ体重減
少率は -3.2/-1.0%（p＝0.029）、 Alb 変化量は＋0.33/
＋0.58g/dl（p＝0.007）、 退 院 後 経 口 摂 取 量 は
1067/1254kcal/ 日（p＝0.03）とＢ群が有意に良好
であった。縫合不全は 4/26 例（Ａ群）、4/31 例（Ｂ
群）、肺炎は 5/26 例（Ａ群）、 3/31 例（Ｂ群）に生
じ 2 郡間に有意差は認められなかった（p＝0.79、p
＝0.30）。
【結語】e-sheet を用いた栄養指導は合併症には関
与していなかったが、体重減少率、経口摂取量を有
意に改善しており、有用であった。
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○三輪 高嗣、神田 光郎、小林 大介、田中 千恵、
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山田 豪、中山 吾郎、小池 聖彦、藤原 道隆、
小寺 泰弘
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【目的】成人領域では非アルコール性脂肪肝炎
（NASH）/ 非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）
による肝硬変が問題となっており、一方、小児とく
に新生児領域では短腸症候群からの腸管不全関連肝
障害（IFALD）による肝硬変は重篤な合併症であり、
しばし致命的となり得る。近年、IFALD に対する
治療として魚油由来ω3 系脂肪酸製剤（Omegaven）
投与の有効性が報告されており、当科でも短腸症候
群に対する Omegaven の長期使用症例で胆汁分泌
促進、脂肪性肝炎の改善、肝線維化の抑制効果を報
告してきたが、その機序は未だ不明である。肝線維
化は過剰な細胞外マトリックス（ECM）の沈着に
よって生じ、その産生の中心的役割を担うのは肝星
細胞である。肝星細胞は肝細胞障害などの病的条件
下において肝細胞・Kupffer 細胞・内皮細胞からの
TGFβ-1 や PDGF などの増殖因子・サイトカイン
やケモカイン、アディポカインなどの多数の生理活
性物質のシグナルを受け、保有する脂肪滴を失い活
性化し、増殖し ECM を産生する。今回、in vitro
においてω3 系脂肪酸の肝星細胞への影響を検討し、
Omegaven の作用機序の解明の一助とした。
【方法】ヒト肝星細胞株 LX-2 を、コントロール（Ｃ）
群、イントラリピッド（精製大豆油）添加（Ｉ）群、
Omegaven 添加（Ｏ）群に分け、培養し回収。RT-
PCR 法 で Collagen1a1、TGFβ-1、αSMA の 発 現
を検証し解析した。なお、すべての群において
TGFβ-1 を 5 nM 添加している。またそれぞれの
細胞増殖能を検討した。
【結果】Ｃ群に比べ、Ｏ群は Collagen1a1、αSMA
の発現が有意に低かった。また、Ｃ群に比べＩ群は
Collagen1a1、TGFβ-1、αSMA の発現が高い傾向
にあった。細胞増殖能はＯ群、Ｉ群、Ｃ群の順に有
意に低かった。
【考察】Omegaven が、肝星細胞における ECM の
産生に影響することが確認されたことより、体内の
血中脂肪酸の組成が変わることにより肝線維化を抑
制している可能性が示唆された。

【背景】近年、進行胃癌に対する術前化学療法が広
く行われており、様々な有害事象が認められる。筋
肉や脂肪などの体組成因子が術後の治療成績と関連
するという報告も散見されるが、化学療法における
有害事象発現との関連は明らかでない。今回、当院
で術前化学療法を施行した症例の体組成因子と有害
事象発現との関連性を検討した。
【対象と方法】当院で 2009～2018 年に胃癌に対して
フッ化ピリミジン系、プラチナ系、およびタキサン
系製剤による 2 または 3 剤併用術前化学療法（4
コース以下）を施行した 114 例を対象とした。
CTCAE（ver4.0）で Grade 3 以上の血液毒性およ
び Grade 2 以上の非血液毒性の発現に関して、体
組成因子（PMI：腸腰筋指数、TFA：総脂肪面積、
VFR：内臓脂肪レベル、IMAC：筋肉内脂肪）との
関連性を検討した。TFA、VFR は腹部 CT の臍レ
ベル、PMI、IMAC は第 3 腰椎レベルの腸腰筋、多
裂筋、背部皮下脂肪で計測し、男女別に高値群と低
値群に分類して評価した。
【結果】症例は男性 / 女性：77/37 例、施行レジメ
ンは 2 剤 /3 剤併用：20 / 94 例であり、Grade 3 以
上の血液毒性を 74 例（65%）、Grade 2 以上の非血
液毒性を 73 例（64%）に認めた。Grade 3 以上の
血液毒性は、好中球減少 68 例（60%）、貧血：5 例

（4%）、血小板減少：3 例（3%）であった。主な非
血液毒性としては、食欲不振：49 例（43%）、低
Alb 血症：31 例（27%）、下痢：21 例（18%）、嘔気：
19 例（17%）、発熱性好中球減少：17 例（15%）で
あった。単変量解析では、高齢（Ｐ＝0.005）、3 剤
併用レジメン（Ｐ＝0.002）、PMI 低値（Ｐ＝0.014）
が Grade 3 以上の血液毒性、3 剤併用レジメン（Ｐ
＝0.047）、TFA 高 値（ Ｐ＝0.044）、PMI 低 値（ Ｐ
＝0.002）が Grade2 以上の非血液毒性に対する有意
な危険因子であった。多変量解析では 3 剤併用レジ
メンおよび PMI 低値が Grade3 以上の血液毒性、
TFA 高値および PMI 低値が Grade 2 以上の非血液
毒性に対する独立した危険因子であった（Ｐ＜
0.05）。
【結語】進行胃癌に対する術前化学療法において、
PMI 低値の症例は Grade3 以上の血液毒性、PMI
低値および TFA 高値の症例は Grade 2 以上の非血
液毒性の発現リスクが高い可能性が示唆された。
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【目的】大腸癌術後の麻痺性イレウスは術後回復を
遅らせ、さらに二次的な合併症続発リスクがあるた
め、種々の予防対策が講じられている。我々は術後
肺炎や手術部位感染に対する口腔ケアの予防効果を
報告してきたが（Nobuhara H, Medicine 2018）、麻
痺性イレウスなど非感染性合併症に対する効果は不
明な点が多い。我々は口腔刺激が術後消化管機能に
影響すると考え、除菌だけでなく、歯肉や舌ブラッ
シングなどの刺激を意識した口腔ケアに積極的に取
り組んできた。今回、周術期口腔ケアによる、大腸
癌術後の麻痺性イレウスに対する予防効果を検討し
たので報告する。
【方法】対象は 2013 年～2017 年の 5 年間に、当院
消化器外科で大腸癌切除術を施行して ERAS によ
る周術期管理を実施した 650 例（男性 345 名、女性
305 名、平均年齢 69 歳）とした。そのうち歯科に
よる専門的口腔衛生管理を実施した口腔ケア介入群
が 546 例、口腔ケア非介入群が 104 例であった。口
腔ケア介入群のうち、術前 2 回（2 回目は術前日）
かつ術翌日にも実施できた症例を口腔ケアの術前後
集中介入群：Ａ群（214 例）とし、それ以外をＢ群

（332 例）とした。術後麻痺性イレウスは、 Clavien-
Dindo 分類 GradeII 以上（CD2）と定義し、口腔ケ
ア介入方法との関連を後方視的に調査した。
【成績】CD2 術後麻痺性イレウスは 650 例中 46 例
（7.1％）に発生した。口腔ケア非介入群、 B 群、 A
群における CD2 術後麻痺性イレウスの発生率はお
のおの、 8.7％、 8.7％、 3.7％であった。 B 群とＡ群
の間に単変量解析で有意差（Ｐ＜0.05）を認め、また、
多変量解析では、年齢、性別、手術時間と共に、口
腔ケア（Ａ群 or B 群）が CD2 術後麻痺性イレウス
と関連した有意な因子として抽出された。
【考察および結論】手術前後における口腔ケアの集
中介入によって、より確実な口腔の刺激とセフルケ
ア指導効果の向上が、頭部・迷走神経刺激などを介
して術後消化管機能回復に何らかの影響を及ぼし、
術後麻痺性イレウスの低下に寄与した可能性がある。
適切な口腔ケアの実施は大腸癌術後の麻痺性イレウ
スの予防効果が期待できる。

【目的】skeletal musclemass index（SMI）は専用
の機器で BIA（生体電気インピーダンス） 法を用い
ることで簡便に測定可能で、かつサルコペニア診断
の一助となり、CONUT 法は少数の採血項目のみで
低栄養状態のスクリーニングができる。低栄養状態
は術後合併症と関連することから、これらが食道癌
手術患者における術後合併症予測に有用であるかを
後方視的に検討した。
【方法】対象は当教室において 2017 年 11 月から
2019 年 2 月までに食道癌の診断で胸腔鏡下食道癌
根 治 術 を 施 行 し た 患 者 の 中 で、 術 前 に SMI、 
CONUT スコアを測定した 94 名。SMI は医療用体
組成計（Biospace 社、Inbody 770）を用いて BIA
法によって測定した。男性は 7.0 kg/m2 未満、女性
は 5.7 kg/m2 未満をサルコペニアと診断し、サルコ
ペニア群（SAR＋群）、非サルコペニア群（SAR-
群）の 2 群に分類した。CONUT は 0-1 点を正常群

（CN 群）、2 点以上を低栄養群（CM 群）と 2 群に
分類し、それぞれにおいて患者背景、手術因子、術
後合併症、術後在院日数を比較検討した。
【結果】BIA 法においては、SRA＋群で有意に身長
が低く（SRA＋群 vs. SRA- 群：158cm vs. 166cm）、
低体重で（SRA＋群 vs. SRA- 群：47kg vs. 63kg）、
BMI が 低 く（SRA＋ 群 vs. SRA- 群：20 vs. 23）、
年 齢 が 高 く（SRA＋ 群 vs. SRA- 群：70 歳 vs. 65
歳）女性が多く（SRA＋群 vs. SRA- 群：42% vs. 
21%）、縫合不全が多かった（SRA＋群 vs. SRA-
群：8% vs. 0%）。また、術後在院日数は延長する傾
向が見られた（SRA＋群 vs. SRA- 群：16 日 vs. 13
日、 P＝0.057）。CONUT 法においては、CM 群で有
意に呼吸器合併症（術後肺炎、誤嚥性肺炎）が多かっ
た（CM 群 vs. CN 群；16% vs. 4%）。
【結語】BIA 法と CONUT 法による術前の栄養評価
は、胸腔鏡下食道癌根治術における術後合併症発生
予測の一助となる可能性が示唆された。
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【背景】大腸癌の罹患率は年々増加しており、縫合
不全、創感染（感染性合併症）などの術後の合併症
の発生は予後、在院期間の延長、ADL 低下に起因
すると報告されている。術後合併症発生の危険因子
の同定や予防は非常に重要であると考える。本研究
の目的は、大腸癌患者の術後合併症と術前評価項目
の関係について調査することである。
【方法】2017 年 10 月 1 日～2018 年 11 月 30 日の期
間に当院において、大腸癌の予定手術が行われた大
腸癌患者 49 例を対象として、合併症あり群（合併
症群）、合併症なし群（非合併症群）の 2 群間に分
類した。除外基準は同意が得られなかった者とした。
評価項目は年齢、性別、BMI、除脂肪体重、握力、
癌進行度、手術情報（出血量、手術種類、手術時間）、
肺機能検査、Plealbumin、Alb、TLC、WBC、CRP
とした。合併症の定義は、Clavien-Dind 分類の 2
以上かつ感染性合併症を認めた際に術後合併症あり
と判断した。統計学的解析はすべての項目に対して
shapiro-wilk 検定を行い、その結果に基づいて以後
の検定を選択し、各項目の合併症群と非合併症群の
2 群間の比較を対応のない t 検定、Mann-Whitney
のＵ検定、χ 2 乗検定にて検討した。また、2 群間
の比較で有意差を認めた項目を ROC 曲線にてカッ
トオフ値、感度、特異度を算出した。有意水準は
5% 未満とした。
【結果】癌進行度は stage1 が 19 例、stage2 が 11 例、
stage3 が 12 例、stage4 が 7 例、手術種類は開腹が
15 例、腹腔鏡が 34 例であった。術後合併症は 6 例

（12%）に発生し、縫合不全が 2 例、肺合併症が 2 例、
創部感染症が 2 例であった。2 群間の比較では
Plealbumin（合併症群：19.7±3.8mg/dl VS 非合併
症群：24.3±5.2mg/dl、P＝0.048）にのみ有意差を
認めた。
【考察】Plealbumin は栄養状態や肝の蛋白合成能を
速やかに反映するマーカーとされ、低栄養患者は創
傷治癒が遅延し、死亡率、合併症率が増加すると報
告されている。これらのことから、大腸癌術後合併
症と Plealbumin は関連していたと推察された。

　周術期の口腔管理を行うことで、患者の安全を損
なうことなく医療費削減や入院期間の減少に寄与す
るといわれて久しい。当院でも 2016 年 4 月より周
術期管理センターが設置され、歯科スタッフが常駐
し口腔内評価を行っている。
　同センターは、麻酔科が管理するすべての手術患
者に対して、術前検査の結果をもとに、既往、内服
薬の把握など患者背景を掘り下げること、さらに全
身麻酔に対するリスクや麻酔方法の説明を行うこと
で患者トラブルの回避、合併症の減少につなげるこ
とを目的としている。したがって、同センターの診
察時に口腔評価も行うことですべての全身麻酔症例
の口腔内を必然的に診察することとなる。
　その結果、消化器外科、呼吸器外科、耳鼻咽喉科

（頭頸部腫瘍）、心臓血管外科では、術後在院日数の
減少が得られ、さらに人工呼吸器関連肺炎の発生率
を減少させることにも成功している。しかし、全て
の患者を評価しているため、中には口腔評価を希望
されない患者、または術前には希望されていても術
後に介入を拒否される患者も散見される。これらの
患者の予後や合併症発生率などについて検討したと
ころ若干の知見が得られたので報告する。
　2016 年 4 月から 2018 年 12 月までの期間におい
て対応した患者数は延べ 18640 件であった。これら
の患者全てに口腔衛生管理について説明したところ、
介入の同意が得られない患者や同意が得られても術
後に介入を拒否された症例が 38 例認められた。こ
のうち Clavien-Dindo 分類の grade2 以上の合併症
を認めた症例が 23 例（61％）であった。一般的な
合併症発生率（全国平均値）と比較すると有意に高
い発生率であることが示された。
　さらに合併症を発生した群（23 例）と発生しな
かった群（15 例）で好中球リンパ球比（NLR：
Neutrophil-to-lymphocyte Ratio）の平均値を検討
したところ、それぞれ 2.614 と 2.421 であった。統
計学的な有意差はみられなかったものの合併症を認
めた患者では NLR 値は高い傾向にあることが示唆
された。
　これらの口腔管理拒否症例について prognostic 
nutritional index（PNI）、 Platelet-lymphocyte 
ratio（PLR）、 CRP-albumin ratio（CAR） な ど の
栄養指標についても検討し報告する。
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【目的】多周波生体電気インピーダンス法により測
定される Phase Angle（以下 PhA）は様々な疾患
の予後と関連することが報告されている。しかしな
がら、消化器癌患者の術前 PhA の臨床的意義や日
本人の参照値については報告がない。本研究では、
日本人消化器癌患者を対象に、PhA の分布を調査し、
PhA と各種栄養指標との関連、予後との関連およ
び臨床現場で利用可能な参照値を検討することを目
的とした。
【方法】2014 年 7 月から 2017 年 9 月に当院消化器
外科にて初回切除術を施行した消化器癌患者のうち、
術前に PhA の評価が可能であった 501 名（男 316/
女 185 名）を解析対象とした。PhA と各種栄養指
標との相関を Spearman の相関係数により検討した。
男女の PhA の中央値をもとに、PhA≦中央値の
Low（Ｌ）群と、PhA＞中央値の High（Ｈ）群に
群分けし、臨床的指標との関連を解析した。また、
Ｌ群とＨ群の生存曲線を Kaplan-Meier 法で描き
log-rank test で有意性を検定した。死亡ハザード
比の算出には Cox 比例ハザードモデルを使用した。
【結果】PhA の中央値は 4.7（IQR4.2-5.3）であり、
男性、Stage I の患者で有意に高かった。PhA は体重、
筋肉量、Alb、HGB、握力と正の相関を示し、年齢
と負の相関を示した（p＜0.01）。PhA の中央値は男
性 5.0（IQR4.4-5.5）、女性 4.4（IQR4.0-4.8）であった。
Ｌ群では SGA 高度栄養不良、サルコペニア、悪液
質 の 該 当 率 が 高 か っ た（p＜0.01）。 Ｌ 群 で は
Clavien-Dindo 分類 Grade3 以上の術後合併症の割
合が高く、術後在院日数が長かった（p＜0.05）。Ｌ
群はＨ群より有意に生存率が低かった（p＜0.01）。
Ｌ群は年齢、癌部位、Stage と独立した予後不良因
子であった（HR＝2.19、95%CI：1.24-4.04、p＜0.01）。
連続変数としての PhA も、年齢、癌部位、Stage
と独立した予後不良因子であった（HR＝0.54、
95%CI：0.37-0.78、p＜0.01）。
【結論】PhA は各種栄養指標と強く関連しており、
術前予後指標として有用であることが示された。
PhA の臨床的参照値として、男性 5.0、女性 4.4 が
示唆された。

【背景・目的】近年、消化器癌患者における栄養指
標あるいは全身性炎症マーカーの報告がなされ、術
後合併症だけでなく生存成績にも深く関与している
ことが示されてきた。膵癌においても各種指標が報
告されているが、今回われわれは、術前血液データ
から算出可能な Naples Prognostic Score（NPS）
の有用性につき検討した。
【対象・方法】当教室にて 2002 年 1 月から 2016 年
8 月までに、膵癌に対して根治切除術を施行し、
NPS が算出可能であった 160 例を対象とした。
NPS は術直前の血清アルブミン値（≧4：0 点　＜
4：1 点）、総コレステロール値（＞180：0 点　≦
180：1 点）、好中球リンパ球比（≦2.96：0 点　＞
2.96：1 点 ）、 リ ン パ 球 単 球 比（＞4.44：0 点　≦
4.44：1 点）から積算し、0 点を low（Ｌ）群、1-2
点を median（Ｍ）群、3-4 点を high（Ｈ）群と 3
分した。群間において臨床病理学的因子及び生存成
績につき比較検討を行い、予後因子を Cox 比例ハ
ザードモデルにて統計学的に解析した。
【結果】1. 160 症例の NPS は、Ｌ群 18 例、Ｈ群 89 例、
Ｍ群 53 例であった。3 群間の背景因子では、年齢、
術前胆道ドレナージの有無、CA19-9 値、術前治療
の有無で有意差を認めた。2. 全生存期間中央値は、
Ｌ群 101 カ月、Ｍ群 93 カ月、Ｈ群 31 カ月（Ｐ＝
0.0108）で、無再発生存期間の中央値はＬ群 94 カ月、
Ｍ群 29 カ月、Ｈ群 12 カ月（Ｐ＝0.0082）であり、
NPS が低い群ほど予後良好であった。3. 全生存に
関する単変量解析では、腫瘍径、胆管浸潤、十二指
腸浸潤、リンパ管侵襲、静脈侵襲、膵内神経浸潤、
リンパ節転移、NPS にて有意差を認め、多変量解
析ではリンパ節転移（HR 2.13 95％ CI 1.09-4.04 P
＝0.031） お よ び NPS（HR 3.33 95 ％ CI 1.8-6.17 P
＝0.0001）が独立した予後因子であった。
【結語】膵癌切除症例において、術前 NPS は長期予
後の予測因子となり得る。
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【背景】免疫・栄養状態は術後合併症発生、ひいて
は長期予後において重要な因子である。予後栄養指
数（prognostic nutrition index：PNI）は免疫・栄
養状態を統合的に表す指標として、種々の消化器系
癌でその有用性について報告されている。
【方法】1999 年から 2015 年の間に胃癌に対し根治
除術を施行した Stage II/III 症例の 260 例を解析対
象 と し た。PNI は Onodera’s PNI［10×Alb（g/
dl）＋0.005×総リンパ球数］を用いた。術後合併症
は Clavien-Dindo 分類 grade 3 以上と定義した。さ
らに、術後補助化学療法の有無によるサブグループ
解析を行った。
【結果】ROC 曲線解析により術前 PNI の至適カッ
トオフ値として PNI 47 が検出された。術後合併症
発生に対する術前 PNI の AUC 値は、その構成因子
である Alb、総リンパ球数単独因子よりも高値で
あった。また、PNI＜47 は、術後合併症発生を予測
する独立因子であった（OR 2.41、95%CI 1.03-5.84、
Ｐ＝0.042）。また、術前 PNI＜47 の症例群は有意に
予後不良であった（5 年生存率：PNI＜47 56%、
PNI≧47 75%、Ｐ＝0.002）。再発形式としては血行
性転移再発の頻度が有意に増加していた（PNI＜47 
17%、PNI≧47 7%、Ｐ＝0.011）。サブグループ解析
では、術後補助化学療法例で術前 PNI による生存
期間の群間差がより顕著であった。
【結語】Stage II/III 胃癌患者において、術前 PNI
は簡便に算出可能かつ有用な術後合併症及び長期予
後予測因子となることが示唆された。

【目的】術前の栄養状態や免疫状態が術後の合併症
や予後などと関連すると報告されており、我々もこ
れまで胃癌手術において栄養指標の一つである PNI
や CONUT などの術前値が術後合併症や予後と関
連することを報告してきた。しかしこれらの指標は
数式による判定が必要なため、より簡便な指標を求
めて、臨床栄養において栄養指標の一つとして用い
られているコリンエステラーゼ（ChE）の術前値が
術後合併症や予後と関連するかを検討した。
【方法】対象は当科で 2004-2010 年に胃切除を施行
した胃癌患者のうち術直前の ChE が評価可能で
あった 330 例。内訳は I 期 171 例、II 期 41 例、III
期 60 例、IV 期 58 例であった。ChE 値を院内の基
準値（JSCC 標準化対応法）にて正常群（217 IU/l
以上）と低下群（217 IU/l 未満）に分けて検討した。
二群間の相関は chi-square test を用いて検討した。
予後は Kaplan-Meier 法と Logrank test を用いて
比較した。多変量解析には Cox 比例ハザードモデ
ルを用いた。
【結果】術前 ChE の平均値は 262.8（104-563）であ
り、98 例（29.7%） が 低 下 例 で あ っ た。Clavien-
Dindo 分類の Grade2 以上の術後合併症は 30.9％、
Grade3 以上の合併症は 11.5％に認めたが、ともに
ChE 低下との相関は認めなかった。次に予後との
関係をみると、全症例の Overall survival は術前
ChE 値低下群が有意に予後不良であった。病期ご
とに検討すると、Overall survival では胃癌Ｉ期、
II/III 期で ChE 低下群は正常群に比べて有意に予後
不良であった。また IV 期でも同様の傾向がみられ
た（p＝0.064）。Disease-specific survival では II/III
期と IV 期において低下群は正常群に比べて有意に
予後不良であったが、Ｉ期では両群に差は認められ
なかった。術前栄養状態の低下は早期癌では他病死
につながり、進行癌では原病死につながるものと考
えられた。しかしながら多変量解析では独立予後因
子ではなかった。
【結語】胃癌手術において術前 ChE 値が簡便な予後
予測因子のひとつになる可能性が示唆された。
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【背景・目的】膵頭十二指腸切除術後の脂肪肝は、
一定の割合で起こる合併症である。その成因として
は低栄養とされている。しかし他の低栄養をきたす
大手術においてはほとんど認められないことから、
膵外分泌機能低下や亜鉛欠乏などの関与が考えられ
ているが、その成因は未だ不明な点が多い。そこで、
我々は当科の膵頭十二指腸切除術症例の脂肪肝の発
生頻度及びそのリスク因子を検討する。
【対象】2013 年 6 月から 2016 年 5 月までに当科で
施行された膵頭十二指腸切除術症例 211 例のうち、
12ヶ 月 以 上 の 無 再 発 生 存 が 得 ら れ た 112 例 を
Retrospective に検討。
【結果】脂肪肝は 22 例（19.6％）に認められた。発
症時期別にみると術後 1 年以内の発症が 17 例、以
後は術後 18ヶ月から 51ヶ月の間に 5 例が発症して
いた。術後 1 年以後に発症した群では、アルブミン、
PNI（prognostic nutrition factor）の値は術前と年
間通じて有意差は認められなかったものの、術後 1
年以内の発症群は、有意にアルブミン、PNI の低下
を認めていた。また、発症時のアルブミン、PNI を
みても術後 1 年以後に発症した群は有意な低下は認
められなかったが、術後 1 年以内に発症した群はや
はり発症時のアルブミン、PNI の低下が認められた。
そこで、今回は術後 1 年以内に発症した群をリスク
解析の対象として検討を行った。独立したリスク因
子としては、術前化学療法（p＝0.046）、術後の
TS-1 投与（p＝0.0073）、及び膵酵素剤の未服用（p
＝0.0042）の 3 つであった。また、17 例のうち 11
例は改善している。改善していない 6 例に関しては
画像上肝萎縮など肝硬変と思われる所見まで至った
症例は現在認められていないが、術後 1 年以後に発
症した群である 5 例に関しては改善したのは 2 例の
みで、3 例は改善を認めていない。
【結語】膵頭十二指腸切除術後の脂肪肝の頻度、リ
スク因子を報告した。特に脂肪肝に関しては、膵酵
素剤の服用は肝要であることが明らかであり、さら
に発症時期が 1 年以降とそれ以前のものはその改善
率やその時の栄養状態からややその特徴が異なって
おり、さらに症例の蓄積と検討が必要と思われた。

【目的】食道癌術後の一般的な合併症として体重減
少が挙げられ、QOL 低下に関連するなど長期的な
影響がある。しかし、食道癌術後の体重減少と予後
の関係は明らかでなく、今回、胸部食道癌術後によ
る体重減少と予後の影響について検討した。
【方法】当院で 2013 年 1 月から 2015 年 12 月に食道
亜全摘術を施行し、術後 6ヶ月間無再発である 154
例が対象。術後 6ヶ月の体重と術前体重を用いて、
術後 6ヶ月の体重減少率を計算し、cut off 値を 10%
として、moderate（10% 未満）群 / severe（10%
以上）群で生存期間、無再発期間を後方視的解析で
比較・検討した。
【結果】患者全体の背景因子は年齢中央値：66、男
/ 女：120/34、cStage1/2/3/4：61/27/57/9、 術 前
治療あり / なし：94/60、術前 BMI 中央値：21.2、
開胸 / 胸腔鏡：109/45、再建経路（胸骨前 / 胸骨後
/ 後縦隔）：（13/125/16）、再建臓器（胃管 / 空腸 /
回結腸）：（149/5/0）であった。術後 3、6、12ヶ月
における体重減少率の中央値はそれぞれ 9.4%、
10.8%、12.2% であり、術後月数と関連して徐々に
体重減少の増悪を認めた。術後 3 年生存率（3OS）
は 80.5%（n＝124）、術後 3 年無再発率（3DFS）は
72.0%（n＝111）であった。moderate 群は 72 例、
severe 群は 82 例であった。各群の患者背景は年齢、
男 / 女、cStage、術前治療、開胸 / 胸腔鏡、再建経
路、再建臓器で両群に差はなかったが、術前 BMI
は moderate 群：19.8/severe 群：22.5 と 両 群 に 差
があり（p＝0.0004）、術前 BMI が高い方が術後体
重減少が多い傾向にあった。全症例の 3OS を両群
で比較し、moderate 群：84.7%、severe 群：78.9%（p
＝0.604）、3DFS に お い て moderate 群：82.3%、
severe 群：77.0%（p＝0.538）であり、severe 群で
予後が低い傾向にあったが、有意差はなかった。他
病死は moderate 群で 72 例中 2 例（2.8％）、severe
群：で 82 例中 3 例（3.7%）であり、術後体重減少
と他病死に関連はみられなかった。cStage 別にサ
ブ グ ル ー プ 解 析 を 行 う と cStage1、2 の 3OS は
moderate 群 /severe 群で 87.1%/91.7%（p＝0.287）、
3DFS においては 87.1%/91.4% であり（p＝0.312）、
両群間に有意差はなかった。一方、cStage3、4 の
3OS では、moderate 群が 81.8% であるのに対して
severe 群は 59.7%（p＝0.054）であり、3DFS では
moderate 群が 77.5% であるのに対して severe 群は
55.0% であり（p＝0.049）、cStage3、4 症例では体
重減少 severe 群で予後不良であった。
【結論】進行食道癌において術後の体重減少が患者
予後に関連する可能性が示唆された。
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膵頭十二指腸切除術後脂肪肝の検討

○三島 敬、古川 勝規、吉富 秀幸、高屋敷 吏、
久保木 知、高野 重紹、鈴木 大亮、酒井 望、 
賀川 真吾、野島 広之、中台 英里、大塚 将之
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学

O9-2
胸部食道癌手術における術後体重減少に関する
検討

○久保 祐人、宮田 博志、杉村 啓二郎、新野 直樹、
柳本 喜智、山本 和義、大森 健、大植 雅之、
矢野 雅彦
大阪国際がんセンター
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【背景】腹腔鏡下幽門側胃切除後の Billroth-I 法再
建では、Delta 吻合が最も汎用されている。しかし、
十二指腸浸潤を伴うような高度進行癌では、膵臓と
の距離を確保できず、後壁の縫合が困難な症例も多
い。当院ではそのような症例に対し、Overlap 法を
用いた B-I 再建を行い、良好な成績を得てきたので、
報告する。
【再建手順】（1）胃切除の後、肝十二指腸間膜を
4cm 程度切離。（2）残胃大弯側および十二指腸小
弯側に小孔を作成。（3）残胃後壁と十二指腸小弯側
を Linear stapler で側々に吻合。（4）共通孔を再度
Linear stapler にて切離、閉鎖し、吻合を完了する。
【方法】2016 年 1 月から 2018 年 10 月、腹腔鏡下幽
門側胃切除術を施行した症例のうち、B-I Overlap
法で再建した症例 21 例と R-Y 再建の 18 例を対象
に、手術成績、術後栄養指標を retrospective に比
較した。
【結果】年齢、性別、BMI、Stage には両群で有意
差を認めなかった。再建関連の合併症（縫合不全、
吻合部狭窄）は両群ともに 1 例も認めなかったが、
手術時間中央値（分）は 188（109-422）：267（201-
422）と Overlap 群で有意に短かった。術後 1ヶ月、
3ヶ月の体重減少率（%）はそれぞれ 6.2（0-16.3）：
7.6（2.4-14.6）、7.9（-3.8-21）：12.3（3.4-19.7）と有
意差を認めず。アルブミン減少率（%）も 2.4（-28-
13.4）：3.8（-26.5-23.4）、0.25（-39.3-26.7）：3.4

（-31.3-15.4）と両群で同等であった。
【結語】Overlap 法を用いた B-I 再建は安全に施行
可能で、栄養学的にも十二指腸断端距離が確保でき
ないために Delta 吻合が困難な症例に対しては、有
用であると考える。

【背景】食道癌に対する食道亜全摘後の胃管再建経
路は、胸骨後か後縦隔経路を用いることが多いが、
その選択は各施設の判断にゆだねられているのが現
状である。両経路について、術後短期成績の比較を
行ったので報告する。
【対象・方法】2016 年 7 月～2018 年 6 月に当院にお
いて食道亜全摘胃管再建を施行した胸部食道癌患者
159 症例を対象とした。3 か月おきに胸骨後再建

（RS）と後縦隔再建（PM）を交互に再建経路とし
て採用した。再建経路別に患者背景因子、術後合併
症、術後在院日数、術後 1 年以内の狭窄について比
較検討した。
【結果】経路は RS 群 73 例（45.9%）、PM 群 86 例
（54.1%）であった（以下、RS vs PM）。背景：術前
BMI が 22.0 vs 20.8（p＝0.0092）と PM 群で有意に
低かった。年齢（69.1 歳 vs 68.5 歳）（p＝0.6962）、
性別（男）（64 例（87.7%）vs 68 例（79.1%））（p＝
0.1500）、術前併存症（Charlson comorbidity index
≧1）（30 例（41.1% vs 39 例（45.4%））（p＝0.5897）、
腫 瘍 の 局 在（Ut 症 例 ）（15 例（20.6%）vs 12 例

（14.0%））（p＝0.2698）、病期（cStage III or IV）（43
例（58.9%）vs 42 例（48.8%））（p＝0.5665）に関し
ては両群間に差は見られなかった。手術時間は 520
分 vs 497 分（p＝0.1450）と RS 群で長い傾向にあっ
た。出血量は 323ml vs 298ml（p＝0.5634）で差は
見られなかった。吻合方法として手縫い吻合が 8 例

（11.0%）vs 2 例（2.3%）（p＝0.0254）と RS 群で有
意に多く見られた。腸瘻造設は 61 例（83.6%）vs 
76 例（88.4%）（p＝0.3813） で 差 は な か っ た。
Clavien-Dindo 分類 GradeII 以上の術後合併症に関
しては肺炎（13 例（17.8%）vs 21 例（24.4%）、p＝
0.3110）、縫合不全（10 例（13.7%）vs 9 例（10.5%））
であったが、乳糜胸は 5 例（6.9%）vs 1 例（1.2%）、

（p＝0.0608）と RS 群で多い傾向にあり、術後在院
日数は 35.6 日 vs 32.4 日（p＝0.3261）で差はなかっ
た。内視鏡的吻合部バルーン拡張施行は 23 例

（31.5）vs 15 例（17.4%）（p＝0.0382）と RS 群で有
意に多かった。
【考察・結語】両経路において術後合併症に差を認
めないものの、吻合部狭窄は RS で多く認めた。食
道癌治療成績の向上に伴い、より長期的な QOL や
合併症についても検証していくことが重要であると
考える。

O9-3
Delta 吻合が困難な症例に対する安全なB-I 再
建 -Overlap法 -

○新野 直樹、大森 健、山本 和義、青山 佳正、
飛鳥井 慶、牛込 創、高橋 佑典、長谷川 慎一郎、
山田 大作、杉村 啓二郎、西村 潤一、和田 浩志、
高橋 秀典、安井 昌義、宮田 博志、大植 雅之、
矢野 雅彦
大阪国際がんセンター消化器外科
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1）�大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学
2）九州大学消化器総合外科
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【はじめに】近年、小腸瘻を造設した患者に対し口
側腸管排液を回収し肛門側腸管へ注入する管理が知
られるようになってきている。排液を回収しシリン
ジで注入する方法やストマパウチからの排液を直接
連続注入する方法が行われているが、労力がかかる
ことや、空液によるアラームが鳴ることが問題と
なっている。今回我々は、口側腸管排液を肛門側腸
管に簡便かつ自動的に持続注入するシステムを考案
し、腸液と経腸栄養剤の同時持続注入を行えた 1 例
を経験したので報告する。
【症例】在胎 23 週 2 日、644 g で出生後、回腸閉鎖
症や胃食道逆流症に対し複数回の手術が行われてい
た。回腸閉鎖術後に短腸症候群となっていたが中心
静脈栄養は必要とせず、脳性麻痺もあり胃管からの
栄養を行っていた。12 歳時、当院小児科入院中に
腸管壁内気腫を伴うイレウスを発症し緊急手術を
行った。高位空腸の広範な壊死を認め、15 cm に渡
る空腸を切除した。癒着が強く端々吻合は困難で、
Treitz 靭帯から 10 cm の高位空腸および肛門側空
腸を腸瘻とした。術後、口側腸瘻からの排液が多く、
パウチ内腸液貯留を最小限とするためにパウチ内を
持続陰圧吸引していたが、さらに、陰圧吸引ルート
の途中に栄養ボトルを装着し、回収した腸液を自動
注入することとした。栄養ボトルの上部に 2 つの孔
を開け、一方はストマパウチにチューブで接続し、
一方からは陰圧をかけ、ボトル内に腸液を貯留させ
た。ボトル内の貯留腸液はボトル下部にチューブを
接続し、ポンプで持続的に肛門側腸管へ自動注入し
た。肛門側腸管にはバルーンカテーテルを挿入して
おり、三活を用いて栄養剤の同時注入も可能であっ
た。注入する腸液が不足するときは生食を追加し、
余剰時はボトル下部から古い腸液を回収破棄し細菌
が繁殖しないように留意した。当初は中心静脈栄養
を併用したが経腸栄養を順調に進めることができ、
中心静脈栄養は離脱した。腸液は 30 ml/h、経腸栄
養としてハイネイーゲルを 60ml/h で 24 時間連続
注入したが、ダンピング症状は認めず、術後一時的
に認めた肝機能障害も改善した。残存小腸 60 cm
の短腸であったが、栄養状態は良好で、腸瘻閉鎖ま
での管理を行うことが可能であった。
【まとめ】本システムは管理が簡便かつ安定した持
続注入が可能で、腸瘻排液の注入管理において非常
に有用であると考えられた。

【目的】L- カルニチン（LCAR）、分岐鎖アミノ酸
（BCAA）投与後のインスリン分泌（insulinotropic 
action, ITA）を中心とした糖代謝と運動負荷前後
における骨格筋に対する血清酸化ストレスマーカー
に対する効果を検討した。
【方法】若年女性健常者 36 名（平均年齢 20.7 歳）
を 対 象 に、LCAR 単 独 投 与 群（n＝7）、 LCAR＋
BCAA 長期併用投与群（n＝7）、 LCAR＋BCAA 単
回併用投与群（n＝6）、対象群（n＝16）の 4 群に
無作為に分け、運動負荷前後における糖代謝、骨格
筋 血 清 酸 化 ス ト レ ス マ ー カ ー（Myoglobin, UA, 
CPK）について検討した。LCAR 単独投与群では
LCAR（1000 mg/day）のみ、LCAR＋BCAA 長期
併用投与群では LCAR（1000 mg/day）と BCAA（7.2 
g/day）をともに実験前 14 日間の経口投与、LCAR
＋BCAA 単回併用投与群では実験 2 日前までの 14
日間の LCAR と実験当日に BCAA 単回のみ投与し
た後臨床試験を行った。実験前日より overnight 
fasting の後、当日は運動負荷 2 時間前に低血糖を
予防する目的に 200 kcal（ONS＋glucose）のエネ
ルギー投与を行い、投与 2 時間後に血糖値（［BS］）、
血清インスリン値（［INS］）を測定し、エネルギー
投与後の ITA について検討した。
【結果】エネルギー投与前における LCAR 単独投与
群の［BS］、［INS］は他の群に比較し有意に低値で
あった。エネルギー投与後の［INS］は対照群、
LCAR 単独投与群、LCAR＋BCAA 単回併用投与群、
LCAR＋BCAA 長期併用投与群でいずれもエネル
ギー投与前に比較し有意に高値で、対照群に比較し
て LCAR 単独投与群の値は有意に低値、LCAR＋
BCAA 単回持続併用投与群ではともに有意に高値、
また LCAR＋BCAA 単回投与群は持続投与群に比
較し有意に高値であった（p＜0.05）。血清遊離脂肪
酸（FFA）値は BCAA 単回・持続的併用投与群で
はいずれも対照群に比較してエネルギー投与後、運
動負荷後に有意に低値であった（p＜0.05）。対照群
における UA 値、CK 値は運動前に比較し運動負荷
直後では有意に高値を示したが、対照群、LCAR
単独群、LCAR＋BCAA 単回併用投与群、LCAR＋
BCAA 長期併用投与群における運動負荷後の CPK
値は運動前に比較し対照群では有意に高値であった
がその他 3 群では有意差を認めなかった。
【結語】長期的 LCAR 単独投与はエネルギー投与後
の ITA は減弱したが、BCAA 併用投与により ITA
は増強した。運動負荷前の LCAR 単独投与でも骨
格筋に対する酸化ストレスを軽減したが、LCAR＋
BCAA 持続的併用投与は運動負荷後の酸化ストレ
スをさらに軽減する可能性が示された。

O9-5
腸瘻排液の自動持続注入システムを工夫し奏功
した高位空腸瘻の1例
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牛山 綾、白根 和樹、田中 保成、相吉 翼、佐々木 理人、
小野 健太郎、五藤 周、瓜田 泰久、高安 肇、
増本 幸二
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【背景】近年サルコペニアに関する報告は著増して
おり、低骨格筋量が消化器癌術後の入院の長期化や
合併症発生のリスク因子であることが報告されてい
る。一方で、身体機能と術後在院日数の関係を示す
先行研究は極めて少ない。そこで本研究は、下部消
化器癌に対して腹腔鏡下切除術を施行した患者の術
後在院日数に影響する要因を身体機能も含めて検討
することを目的とした。
【方法】2017 年 4 月から 2019 年 1 月の間に当院で
腹腔鏡下切除術を施行した男性の下部消化器癌患者
を対象とした。術前の身体機能の指標として、
15feet 快適歩行速度、5 回椅子立ち上がりテスト

（5XSST）を測定した。骨格筋量の指標として、術
前の腹部 CT 画像から SYNAPSE VINCENT にて
左右の大腰筋容積を計測し、身長の 2 乗で除した
psoas volume index（PVI）を算出した。また、栄
養指標には、手術前の血清アルブミン値（Alb）を
用いた。術後合併症の重症度は Clavien-Dindo（CD）
分類を用いて評価した。統計解析には SPSS（ver.22）
を使用し、術後在院日数を目的変数として、歩行速
度、5XSST、PVI、Alb、CD 分類、年齢を説明変
数として重回帰分析を行った。
【結果】対象者は 65 人（70.6±9.8 歳、BMI＝23.5±
3.4）で、平均在院日数は 15.6±10.5 日であった。各
評価項目の平均値はそれぞれ歩行速度 4.2±1.7 秒、
5XSST 10.3±3.2 秒、PVI 117.5±28.8cm3、Alb 3.9
±0.5g/dl であった。術後在院日数を目的変数とし
て重回帰分析を行った結果、5XSST（β＝0.039、p
＝0.685）、Alb（β＝0.032、p＝0.736）、年齢（β＝0.091、
p＝0.378）と関連を認めず、歩行速度（β＝0.362、
p＜0.001）、PVI（β＝0.241、p＝0.017）と CD 分類（β
＝0.552、p＜0.001）に有意な関連を認めた。
【結論】腹腔鏡下切除術を施行した下部消化器癌患
者の術後在院日数には、術前歩行速度と PVI、
Clavien-Dindo 分類が関与していることが示唆され
た。

【目的】下腿浮腫は外科患者や高齢者に時に見られる。
栄養アセスメントにおいて、下腿浮腫は低栄養を推
定する重要な要素であり、かつ全身の骨格筋量を示
す栄養指標である。また、低栄養診断においても浮
腫と骨格筋量は重要である。たとえば ASPEN が定
義した低栄養診断では浮腫や全身の骨格筋量をみる、
また GLIM が定義した低栄養診断でも CC は臨床応
用しやすい骨格筋量測定法であると述べられている。
しかし、浮腫は CC に影響する可能性が高いため、
浮腫がある患者では CC が増加する。本研究の目的
は、下腿浮腫による CC の変化量を推定することで
ある。
【方法】2017 年 12 月から 9ヶ月間に当大学病院に入
院し栄養アセスメントを実施した欠測の無い高齢者
2,101 例を対象とした。下腿浮腫は栄養サポートチー
ムが触診と視診で判定した。下腿浮腫に対する傾向
ス コ ア を 用 い て、 男 女 別 に 1：1 マ ッ チ ン グ

（caliper 0.2）をおこなった。傾向スコアは、男女別
に年齢、身長、ECOG PS、握力から算出した。マッ
チングしたペアケースを用いて CC の差を比較した。
【結果】平均年齢は女性 79.3±7.2 歳、男性 77.6±6.8
歳だった。マッチングさせた結果、女性各 336 ペア

（672 人）、男性 264 ペア（528 人）のデータセット
を得た。浮腫有り群は対照群にくらべ、年齢（女性：
79.7 vs. 79.2 歳、 p＝0.389、男性：78.5 vs. 78.8 歳、 p
＝0.598）、身長（女性：149.8 vs. 149.9 cm、p＝0.859、
男性：163.8 vs. 163.5 cm、p＝0.674）、ECOG PS（女
性：p＝0.827、男性：p＝0.972）、握力（女性：13.3 
vs. 13.6kg、p＝0.577、 男 性：21.9 vs. 22.1kg、p＝
0.829）で差を認めずマッチングは適切だった。一方、
浮腫有り群は無し群に比べ下腿周囲長が有意に太
かった（女性：30.1±3.4 vs. 28.5±3.1 cm、p＜0.001、
男性：31.9±4.1 vs. 29.9±3.4 cm、p＜0.001）。下腿
周囲長の差の平均は、女性 1.6［95％信頼区間 1.1-
2.1］cm、男性 2.0［95％信頼区間 1.5-2.6］cm だった。
【結論】下腿浮腫がある高齢者では、年齢や体格、
ADL、筋力等が同等の対照者に比べ、下腿周囲長
が女性約 1.6cm、男性約 2.0cm 増加していた。精度
の高い低栄養診断や栄養アセスメントをするために、
下肢浮腫を認める患者の骨格筋量評価では、この差
を考慮する必要があると考えられる。

O10-2
腹腔鏡下切除術を施行した下部消化器癌患者の
術後在院日数に影響を及ぼす因子の検討

○峠田 彩乃 1）、田中 孝平 1）、山田 知輝 2）、柏木 宏彦 1）

1）�大阪警察病院リハビリテーション技術科
2）大阪警察病院ER・救命救急科

O10-3
浮腫が下腿周囲長増加に及ぼす影響

○石田 優利亜 1）、前田 圭介 2）、野々垣 知行 3）、木下 功 3）、
嵐山 裕介 4）、井上 寿味子 4）、加藤 泰子 4）、佐藤 義明 4）、
柴田 裕紀 4）、濱崎 友紀子 4）、藤田 翔一 4）、松原 奈緒 4）、
森 直治 2）

1）�愛知医科大学病院栄養部
2）愛知医科大学病院緩和ケアセンター
3）愛知医科大学病院薬剤部
4）愛知医科大学病院看護部
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　2014 年から病的肥満症に対する肥満手術が健康
保険で認可され、肥満手術が全国で広まりつつある。
当院では 2017 年 10 月から肥満手術を開始し、2019
年 2 月までに 9 例を施行した。肥満手術に際しては
特有の危険性が指摘されているが、当科では安全に
導入が出来たため報告する。当院では肥満症患者の
外来初診は直接外科を受診することがあるが、糖尿
病内科や睡眠センター（睡眠時無呼吸症候群の治療）
を受診することも多い。どの科を初めに受診した場
合でも糖尿病内科・睡眠センター（睡眠時無呼吸症
候群の治療）・精神科を受診し、同時に栄養指導を
開始している。他院で糖尿病や睡眠時無呼吸症候群
など併存症の治療をされていても当院糖尿病内科や
睡眠センターで評価・治療することで手術時の安全
を担保できるようにしている。また、同時に栄養指
導を初診時から開始している。病的肥満症の患者は
精神疾患を合併していることもしばしはあるため、
手術前段階での精神科の受診を必須としている。不
安が強い場合や抗精神病薬が多数の症例は周術期の
内服変更や支持療法を行っている。糖尿病に関して
は内分泌内科での術前治療の効果もあり、術前の
HbA1c は内服薬で 5.4～6.5 と良好にコントロール
されており、周術期の合併症減少につながっている
と考えている。当科での手術適応は健康保険で適応
とされている。BMI35 以上、糖尿病など肥満症に
関連する併存症がある症例としており、術式は腹腔
鏡下スリーブ胃切除術としている。手術時間は 117
～392 分（平均 245 分）で出血量は 5～39cc であり、
手術中の出血や抜管後の呼吸不全といった問題は起
きていない。食事は手術翌日から飲水ならびに流動
食を開始し、初めの 2 週間は 400kcal の流動食とし
ている。術後 8～22 日日目に退院（本人希望も含む）、
2 週間後から食事を 800kcal 程度の流動食としてい
る。術後逆流性食道炎が起こりやすいため全例 PPI
内服を行っているが、それ以外に Grade2 以上の合
併症は発生していない。導入後間もないため手術の
効果についてはまだ論じられないが、現時点で減量
が著しく進んでいない症例は無かった。術後は最低
1、3、6、12 か月とその後 1 年ごと 5 年までの経過
観察を予定している。退院後も晩期合併症の可能性
も残るため、外科だけでなく関係各科の経過観察を
併せて行うことでさらなる安全を目指している。

O10-4
肥満手術の安全な導入

○田中 達也、小川 了、早川 俊輔、藤幡 士郎、中屋 誠一、
大久保 友貴、佐川 弘之、松尾 洋一、瀧口 修司
名古屋市立大学消化器外科





ポスター①　P-01～ P-06

7 月 4 日 木　15：00～15：48　ポスター展示会場（3 階　レセプションホール）

座長：宮崎　安弘　大阪急性期総合医療センター消化器外科

ポスター②　P-07～ P-13

7 月 4 日 木　15：48～16：44　ポスター展示会場（3 階　レセプションホール）

座長：片山　寛次　福井大学医学部がん専門医育成推進講座
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【背景】クローン病（CD）は炎症性腸疾患として知
られ、消化管に強い炎症を呈し、再燃・寛解を繰り
返す原因不明のびまん性慢性炎症性疾患である。消
化管に重度の潰瘍や瘻孔・狭窄、肛門病変を来し、
高率に外科的加療を要する。術後においても同様に
高率で再発が確認される。サルコペニアは一般に高
齢化に伴う筋肉量や筋力減少について定義される概
念であるが、消化管に重度の炎症・下痢を呈する
CD 患者においても、サルコペニアの状態を来すこ
とが報告されている。そこで、当科において腸管切
除を伴う外科的治療を受けた CD 患者におけるサル
コペニアの割合を調査し、術前のサルコペニアが術
後疾患活動性に及ぼす影響について調査した。
【方法】2000 年から 2018 年 5 月に当科にて外科的
治療を受けた 195 例のうち、術前 6ヶ月以内に腹部
computed tomography（CT）を撮影した 57 例を
対象とした。CT 画像は臍部における腸腰筋面積を
測定、psoas muscle index（PMI）を算出した。日
本肝臓学会の定義に基づき、男性 6.31cm2/m2、女
性 3.92cm2/m2 を PMI カットオフ値とし、術前サル
コペニアの割合を検討した。カットオフ値より低値
をＳ群、高値をＮ群とし、術後の疾患活動性を比較
検討した。
【結果】57 例の対象症例中、PMI カットオフ値未満
は 9 例（16%）であった。術前クローン病活動性指
数（CDAI）は、Ｓ、Ｎ両群間に差を認めなかった（p
＝0.21）。術後 CDAI も両群間に差はなかったが、
術前・術後の CDAI 変化はＮ群で術後有意に低下

（175（53-453）vs 124（15-430）、 p＝0.006）、 Ｓ 群
では術前後で有意差を認めなかった（p＝0.2）。多
変量解析の結果、術前に抗 TNF-α製剤および成分
栄養剤を用いた治療を受けていない症例で有意にサ
ルコペニアが多かった（p＝0.04, p＝0.02）。
【考察】術前サルコペニアを来していない症例にお
いて、術後有意な CDAI の低下が観察された。サ
ルコペニアを来す前の外科治療がより有効である可
能性が示唆され、手術の適切なタイミングを選択す
ることが重要であると考えられた。

【はじめに】短腸症候群では、経口摂取ができる状
態であっても残存小腸の長さにより長期の TPN 管
理を余儀なくされる。我々は、NOMI 術後、下痢
はあるものの経口摂取のみで辛うじて栄養状態を維
持されていたが、術後 2 年に突然訪れた急激な頻回
の下痢を契機に高度の低栄養状態となり TPN 管理
を導入、その後栄養状態のみならず PS 向上を得る
ことができた症例を経験したので報告する。
【症例】67 歳、女性。心窩部の違和感に対し他院に
て精査を行われると腸管壊死を伴う腸閉塞の所見が
確認され、当院へ救急搬送された。コントロール不
良の高血圧の加療歴、アルコール多飲、濃厚な喫煙
歴の生活背景も含め NOMI による広範囲小腸壊死
を疑い、同日広範囲小腸切除（360cm）＋双孔式小
腸 人 工 肛 門 造 設（ 空 腸 残 存 120cm、 回 腸 残 存
5cm）をおこなった。術後は小腸のストマより 1 日
2000-3000ml の排液が続いた。幸い術後の全身状態
の回復は良く、初回術後約 1ヶ月で小腸ストマ閉鎖
術を行った。排便コントロールは、ロペラミド、タ
ンニン酸アルブミンなどを内服することで、下痢で
はあるものの 1 日 3-4 回程度の排便管理ができる状
態となって退院となった。その後は 1ヶ月に 1 度の
定期診察を行うなかで、時にひどい下痢を起こし脱
水、腎不全を起こされ入院となることが 3 度あった
が、短期の入院加療で回復し暫く繰り返すことがな
かった。しかし術後 2 年経過したころ高度下痢を主
訴に当科に入院となり PPN、排便コントロールを 2
週間ほど行い自宅退院となったが、その後 1 週間で
再度頻回の下痢、経口摂取不良となり再入院となっ
た。入院時の採血で、Alb2.2g/dl、ChE113IU/l ま
で低下していた。術後 2 年 Alb の平均でも 3.2 程度
であり十分な栄養管理が行えていなかったが、
TPN 管理を導入することにご本人が難色を示され
ていたことから、入院後も PPN 管理を一時行った。
しかし、この入院ではご本人の病状に対する理解が
進み CV ポートを造設し TPN 管理を開始した（初
期は持続、途中から夜間投与のみに変更）。在宅中
心静脈栄養管理体制が整ったところで自宅に退院い
ただいた。その後は Alb4.2、ChE254 まで回復し、
術後は行けなかった趣味のテニスにも週 3 回行くこ
とができるようになった。
【結語】術後は 2 年近く経口摂取の栄養状態で医師・
患者ともに甘んじていたが、高度栄養不良を契機に
導入した間欠的 TPN 導入にて栄養状態および PS
の向上が得られた症例を経験した。

P-01
術前サルコペニアがクローン病術後の疾患活動
性低下に及ぼす影響

○安枝 明日香 1）、荻野 崇之 1）、武田 和 1）、三吉 範克 1）、
高橋 秀和 1）、原口 直紹 1）、畑 泰司 1）、松田 宙 1）、
山本 浩文 1，2）、水島 恒和 1，3）、森 正樹 4）、土岐 祐一郎 1）

1）�大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学
2）大阪大学大学院医学系研究科保健学分子病理学
3）大阪大学大学院医学系研究科炎症性腸疾患治療学寄附講座
4）九州大学大学院消化器・総合外科

P-02
NOMIにて短腸症候群となり間欠的TPN管理
にて栄養状態のみならずPS向上を得ることが
できた1例

○小森 充嗣、前田 健一、河合 雅彦
岐阜県総合医療センター



─ 146 ─

【はじめに】胃癌患者は他癌と比較し、様々な理由
（幽門狭窄、化学療法、胃切除など）から体重減少
をきたしやすい。体重減少や予後や化学療法コンプ
ライアンスに影響することから、我々は積極的に栄
養介入を行っている。
【症例】73 歳女性。心窩部不快感、体重減少を主訴
に近医を受診。上部消化管内視鏡検査にて進行胃癌
を 認 め、 当 科 紹 介 と な っ た。 初 診 時 に お い て 
－ 2kg/3 か月の体重減少を認め、TP5.8/Alb2.8g/
dL と低栄養を認めた。初診時より、栄養療法の重
要性を説明しラコール 2P/day の内服を開始し、同
時に画像検査を早急に施行した。膵浸潤を伴う高度
進行胃癌 cT4bN3M0 StageIIIC と診断し、術前化
学療法としてDOS療法を 3 コース施行した。ラコー
ルは初診時より内服し続けたところ、消化器毒性は
Gr1 の食欲低下、下痢のみであり、1 コース終了後
退院が可能であった。化学療法による体重減少は生
じず（術前体重 52kg）、3 コース施行後部分寛解が
得られ、開腹下胃全摘術、D2 郭清、RY 再建術を
施行した。術後軽度の膵液瘻を軽度認めたが、エレ
ンタール、ついで膵液瘻軽快とともに通常食に加え
ラコールへ切り替えた。術後 26 日目に退院となっ
たが（退院時体重 45kg）、その後もラコールを術後
3 か月継続し、補助化学療法を 8 コース施行した。
術後 1 年 6 か月現在、体重減少は認めず（46kg）、
明らかな再発所見を認めていない。
【積極的栄養介入】本症例では、治療方針が決まる
前の初診時の段階から、Oral nutritional supplement
を用いた栄養介入を開始した。加えて管理栄養士に
よる栄養指導も行い、進行胃癌に対する治療全期間
において ONS を途切れることなく継続し栄養介入
を行った。
【まとめ】高度進行胃癌患者に対する術前化学療法・
手術療法において、積極的栄養療法が奏効した 1 例
を経験した。

【背景】全身熱傷は侵襲が大きい病態であり、栄養
投与量に加え創部治癒、in-out バランスを考えた栄
養管理を要するため NST による介入は非常に重要
であると考える。今回全身熱傷の患者に対し ICU
入院時から一般病棟退院まで継続的に NST が関わ
り良好な状態で転院を迎えた症例を経験したため報
告する。
【症例】30 代男性、ガソリンを浸したタオルに着火
し頭から被った自殺企図による全身熱傷で救急搬送。
顔面熱傷・気道熱傷を含む上半身三度熱傷（30％
TBSA（総体表面積））であり一酸化炭素中毒を伴
う状態だった。挿管・処置後、ICU に緊急入院と
なる。第 1 病日より EN 開始し第 8 病日より ICU
の NST が介入した。TTR9.4、CONUT は 10 スコ
アと高度栄養障害を認めた。必要熱量は Harris-
Benedict 式よりストレス係数 1.7 として 2800kcal/
day と算出。in-out バランスや腎機能悪化から水分
投与量は 6000ml/day とした。尿中窒素排泄をモニ
タリングし必要なタンパク質量を予測し栄養管理を
行った。また創傷治癒目的に亜鉛等のモニタリング
も施行した。熱傷ベッドでの管理、デブリードマン、
分層植皮術等の処置、感染症の治療を行い、第 20
病日には ICU ベッドへ移動、抜管となった。第 27
病日に全身状態は安定し一般病棟へ転棟、TTR20.8、
CONUT は 7 スコアと中等度栄養障害であった。第
29 病日、病棟でも NST による栄養管理を継続した。
脱水症状や著明な体重減少があり経腸栄養投与量を
見直し、栄養剤の半固形化により下痢対策とした。
VE 施行後嚥下訓練が開始され第 48 病日には OR

（嚥下食）開始となった。嗜好で経口摂取に苦慮し
ていたが、NST 回診時の聴取で食事の個別対応を
試行し美味しく食べる事が出来た。このことが契機
となり摂取量は増加、第 54 病日には常食へ完全移
行となり摂取良好となった。第 65 病日栄養状態改
善にて NST 介入は終了、第 73 病日にはリハビリ
転院となった。最終栄養指標は TTR30.7、CONUT
は 2 スコアと軽度栄養障害まで改善した。
【結果と考察】重篤な全身熱傷患者だったが早期よ
り NST が介入し状態に応じた適切な栄養管理を提
供することが出来たと思われる。また ICU 退室後
も創傷治癒と栄養状態・ADL の改善を目標に NST
を継続出来たことは入院中の栄養管理に有用であっ
たと考える。患者は経口摂取が可能となり心身とも
に落ち着いた状態でリハビリ転院の日を迎える事が
出来た。適切なモニタリングと栄養投与量・種類・
方法を検討したことで良好な結果が得られたと考え
る。
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【はじめに】侵襲度が高い食道癌根治術後の周術期
管理において栄養や呼吸、循環管理は重要である。
また、食道癌術後ではリンパ節郭清に伴う反回神経
麻痺や嚥下機能低下、喀出力の低下により誤嚥性肺
炎の発症リスクが高い。今回、胸部食道癌術後に縫
合不全による縦隔炎を併発したが、NST とリハビ
リによる多角的な介入により栄養状態の改善を認め
た症例を経験したため報告する。
【症例】75 歳男性。身長 139.5cm、体重 62.9kg、
BMI32.3、既往に COPD、肥大型心筋症、気管支喘息。
【経過】胸腔鏡下食道切除術、用手補助腹腔鏡下胸
骨後胃管再建術、2 領域リンパ節郭清術、腸瘻造設
術を施行後、術後 1 病日から TPN と EN を開始。
同日 PT 介入し離床開始。術後 7 病日に縫合不全に
よる膿胸から縦隔炎を認めた。術後 25 病日に呼吸
状態が増悪し挿管、人工呼吸器管理。同日から
TPN のみに変更。ショックバイタルから無尿状態
となり術後 26 病日から CRRT 開始。術後 33 病日
に EN 再開し、術後 35 病日に NST 介入。NST 初
回評価時は ALB1.5/dl、CRP6.12mg/dl と低栄養お
よび異化亢進下にあった。EN 再開後、腹部症状が
増悪し術後 37 病日に EN 中止。術後 39 病日に気管
切開術施行。腹部症状が改善し術後 52 病日にグル
タミンＦにて EN 再開。腹部症状にあわせ、EN は
半消化態まで変更したが再度下痢を認め、消化態栄
養に変更。術後 66 病日に CRRT、術後 72 病日に
人工呼吸器離脱。術後 82 病日に発熱を認め、肺炎
疑いで抗生剤開始。術後 87 病日に縫合不全による
瘻孔はほぼ閉鎖。術後 88 病日から ST 介入。介入
時は唾液誤嚥レベル。咽頭感覚の賦活を目的に発声
練習、舌骨上筋群の筋力強化練習を中心とした間接
訓練を実施。術後 111 病日には室内 ADL は自立。
栄養状態は ALB3.0/dl、CRP2.02mg/dl に改善。術
後 133 病日に嚥下造影検査を実施し、明らかな誤嚥
所見なし。
【結語】本症例は、術後の合併症に加えて COPD に
よる呼吸筋の仕事量の増加、縫合不全による炎症に
より代謝亢進状態であった。また、腎・肝機能障害
による蛋白質や脂質、水分量の制限、消化器症状に
応じた投与量や速度などの調整必要であった。NST
が介入することで全身状態や活動量など多方面から
の情報をもとに栄養管理を行うことができたことが、
栄養状態の改善につながったと考える。また ST が
病態に合わせた嚥下訓練を実施し、周術期の合併症
予防につながり栄養状態さらには嚥下機能の改善に
寄与したと考えられる。

【背景と目的】浸潤性膵管癌は切除治療後であって
も予後不良な悪性疾患の一つであり、さらなる検討
が必要である。近年 neutrophil/lymphocyte ratio

（NLR）、platelet/lymphocyte ratio（PLR）、
lymphocyte/monocyte ratio（LMR）は悪性腫瘍に
おける診断や予後予測に重要な役割を果たしている
と報告されている。今回の検討では浸潤性膵管癌に
おける NLR、PLR、LMR と予後との関連を検討す
ることを目的とした。
【方法】北海道消化器科病院外科で 2010 年から
2016 年までに外科的切除され、病理学的に浸潤性
膵管癌と診断された 101 症例を対象とし、術前に血
球分画を測定していなかった 6 例を除外した。NLR、
PLR、LMR を測定し disease-free survival（DFS）
との関連を検討した。カットオフ値は過去の報告か
らそれぞれ 5、150、3 とした。臨床病理学的因子と
しては性別、年齢、局在、組織型、リンパ管侵襲、
静脈侵襲、神経周囲浸潤、TNM 分類（UICC 第 8 版）
を含めて検討した。
【結果】DFS において単変量解析では、性別（Ｐ＝
0.008）、組織型（Ｐ＝0.025）、リンパ管侵襲（Ｐ＝
0.019）、静脈侵襲（Ｐ＝0.020）、神経周囲浸潤（Ｐ
＝0.028）、Ｔ因子（Ｐ＝0.008）、Ｎ因子（Ｐ＜0.001）、
Ｍ因子（Ｐ＝0.008）、LMR（Ｐ＝0.044）が有意差
を持った予後因子であった。Cox 比例ハザードモデ
ルを用いた多変量解析においては、組織型（Ｐ＝
0.006）、Ｎ因子（Ｐ＝0.007）、Ｍ因子（Ｐ＝0.025）、
LMR（Ｐ＝0.026）が独立した予後規定因子であった。
【結論】LMR は浸潤性膵管癌患者の予後予測因子の
可能性が示唆された。
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Purpose：Surgical site infection（SSI）is a 
hospital-acquired infection（HAI）associated with 
increased mortality, length of hospital stay, and 
cost of hospitalization. The aim of this study was 
to identify the value of albumin as an indicator of 
the nutritional status, postoperative C-reactive 
protein（CRP）、 and white blood cell（WBC）
levels in predicting an outbreak of SSI and SSI-
related epidemiology after colorectal surgery and 
identifying the risk factors for SSI.
Materials and Methods：A total of 198 patients, 
who  underwent  co l o rec ta l  surgery  f rom 
September 1, 2015 to December 31, 2016, were 
included in the study. The patient identity, 
operation characteristics, and SSI data were 
analyzed retrospectively by a chart review and 
national SSI reporting sheet. The relationship of 
the SSI and clinical data was analyzed statistically, 
and the SSI detection time and post-operative 
inflammatory laboratory findings were analyzed 
individually using cumulative incidence analysis 
and cause-specific hazard model.
Results：The incidence of SSI post colorectal 
surgery was 15.7%（31 out of 198 cases）. Chronic 
renal failure（CRF）、 open surgery, long operation 
time, and stoma were identified as significant risk 
factors for SSI using univariate analysis. The CRF, 
long operation time, and stoma were significant 
risk factors according to multivariate analysis. The 
decrease in albumin on post-operative day（POD）
#3 and CRP elevation on POD#4 were related to 
the early detection of SSI.
Conclusion：The actual incidence of SSI might be 
higher than expected, particularly in cases where 
patients have several clinical and operative factors. 
In addition, the albumin level and multiple 
postoperative inflammation tests can be employed 
as an early predictors of SSI.

【背景】近年、敗血症に代表される重症患者において、
ICU 入室 1 週間以内に筋量が低下することが明ら
かとなり（Puthucheary ZA, et al. JAMA. 2013）、
3 か月後には筋力が低下することも報告されている

（Kiriella JB, et al. Phys Ther. 2018）。 重 症 患 者 の
筋量、筋力低下の要因として炎症とベッドレストに
よる廃用が考えられるが、それぞれがどの程度影響
しているのかは明らかになっていない。本研究では、
グ ラ ム 陰 性 桿 菌 の 外 膜 成 分 で あ る
Lipopolysaccharide（LPS）を持続投与することに
よる炎症、後肢懸垂（Hind limb unloading；HU）
による廃用、及び炎症と廃用の組み合わせが筋量・
筋力に対してどの程度影響するかを検討した。
【方法】14 週齢の F344/N ラットの右外頸静脈にカ
テーテルを留置し、3 号維持液で 48 時間、その後
末梢静脈栄養輸液で 72 時間維持した。群構成は 4
群とし、Sham 群、HU 群、LPS を 0.015 mg/kg/h
で 48 時間カテーテルから持続投与する LPS 群、
LPS と HU を組み合わせた LPS/HU 群を設定した。
生存率は、瀕死に陥った個体を死亡例とみなして評
価した。筋量は、体重あたりの下肢骨格筋（ヒラメ
筋、腓腹筋、足底筋、長趾伸筋）の重量を測定した。
筋力は、右後肢腓腹筋に経皮的電気刺激（30 V, 
100 Hz）を行い、それに伴い発生するアイソメト
リック運動力を筋力として評価した。
【結果】120 時間の生存率は、Sham 群、HU 群、
LPS 群、LPS/HU 群でそれぞれ、100（4/4）、100（8/8）、
87.5（7/8）、62.5（5/8）% であった。HU 処置によっ
て、sham 群に比較してヒラメ筋重量が有意に低下
したが、腓腹筋、足底筋、長趾伸筋重量は低下せず、
筋力低下も統計学的有意ではなかった。一方、LPS
投与によって、sham 群に比較してヒラメ筋、腓腹筋、
足底筋、長趾伸筋重量と筋力が有意に低下した。
LPS と HU の組み合わせによって、HU 群に比較し
て腓腹筋、足底筋、長趾伸筋重量と筋力が有意に低
下したが、LPS 群に比較して有意に低下した項目
はなかった。
【結語】炎症性病態における早期の筋量、筋力低下
に対する廃用の影響は限定的であり、炎症の影響が
大きいと示唆される。
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【背景・目的】小児外科領域において敗血症は主た
る死因の一つであるが、死亡率を改善させる有効な
治療法は確立されていない。近年、敗血症の重症化
における遅発性の致死性メディエーターとして、 
high mobility group box 1（以下 HMGB1）が同定
され、終末糖化産物受容体（Receptor of AGE：以
下 RAGE）が HMGB1 や S100 蛋白などの炎症性リ
ガンドを認識し、炎症反応を強く惹起し広範囲な臓
器障害を引き起こすことが明らかとなった。一方わ
れわれは、RAGE- リガンド結合部位に特異的に結
合するアンタゴニスティックアプタマー（以下 
RAGE アプタマー）を作製し、動物モデルにおい
て RAGE アプタマーが RAGE を阻害することによ
り、糖尿病性腎症やがんの増殖、転移を抑制するこ
とを示してきた。その過程で、急性疾患である敗血
症においても、 RAGE を標的として阻害できれば
RAGE を介する炎症反応を抑制し、包括的に敗血
症の重症化を抑制できるのではないか、と着想する
に至った。予後不良の疾患である敗血症に対して治
療手段を開発するため、 RAGE アプタマーを用いて、
敗血症モデル動物における予後の検討を行う。
【方法】敗血症モデルは 8 週齢の雄性 BALB/c に
Lipopolysaccharides E.coli 0111：B4（ 以 下 LPS）
を腹腔内投与（15mg/kg、20mg/kg、30mg/kg　
各群 n＝10）し、敗血症スコアと生存率に及ぼす影
響について検討した。ついで LPS 20mg/kg 投与下
の敗血症モデル動物に 40pml/L の RAGE アプタ
マーあるいはコントロールアプタマーを腹腔内投与
し（各 n＝10）、敗血症スコアと生存率の検討を行っ
た。
【結果】LPS 20mg/kg 投与群で LPS 投与後 8 時間
時点のマウス用敗血症スコアと生存期間が負の相関
となった。LPS 20mg/kg＋RAGE アプタマー 40pmol/
L 投与時の生存曲線において、RAGE アプタマー群
がコントロールアプタマー群と比し、有意に敗血症
スコアと生存率が改善した。
【結語】RAGE アプタマーの投与により、 LPS 投与
敗血症モデル動物の敗血症スコアと生存率が改善さ
れた。RAGE アプタマーが RAGE 介する炎症反応
と RAGE を標的とした障害の進展を抑制し、包括
的に敗血症の重症化を抑制した可能性が示唆される。
従来の抗体医薬と比して RAGE アプタマーは安価
かつ簡便に作成でき、免疫原性も低い。当該アプタ
マーを用いることにより新しい敗血症治療薬の開発
にも道が開けると考える。

【はじめに】Bariatric Surgery のひとつである腹腔
鏡下スリーブ状胃切除術（LSG）は食欲刺激ホルモ
ンとして知られるグレリンの産生部位である穹窿部
を切除することにより、術後のグレリンが低下し食
欲調節に関係しているといわれている。しかし、な
かには術後食欲が低下せず、減量が不良な症例がみ
られる。
【目的】LSG 術前後における食欲変化と体重減少効
果について検討すること。
【対象と方法】2010 年から 2017 年に LSG を行った
症例のうち、術後 1 年後まで観察を行った 11 症例
を対象とした。術前および術後 1 年間の体重変化、
朝 / 昼 / 夕 食 時 別 の 食 欲 VAS（Visual Analog 
Scale）アンケートを用いて評価した（朝昼夕の
VAS の平均値を“平均 VAS”と定義する）。術前
後の食欲 VAS 変化と体重減少について検討を行っ
た。
【結果】全 11 症例の患者背景は、年齢中央値が 42
歳（36-53 歳）、性別が男 / 女＝2/9、初診時体重中
央値 115kg（87.3-148.9）、BMI 中央値 42.6（34.0-51.1）
であった。術前平均 VAS 中央値は 91.6mm（18.3-
100）であった。術後 7 日 /1/3/6/9 ケ月 /1 年目の
平均VASの中央値は 0.7/20.0/30.0/44.7/53.3/50.7mm
と術後経過に伴い術 9ヶ月目まで漸増し、術後 1 年
目ではやや低下する傾向を認めた。また、術前から
術後 1 年の全症例における VAS の低下率は、朝 /
昼 / 夕＝57.0/15.9/15.8% で あ り、 特 に 朝 食 時 の
VAS が大きく低下する傾向があった。術後 1 年の
平均 VAS 減少率（中央値 40.4%cutoff）を良好群（n
＝6）と不良群（n＝5）に分けて、術後超過体重減
少率（%EWL、BMI25）と比較検討すると、良好
群 の 術 後 1/3/6/9 ケ 月 /1 年 の %EWL 中 央 値 は
40.1/50.9/65.3/66.7/71.3 で あ り、 不 良 群 で は
26.9/36.5/50.5/59.5/60.5 であった。平均 VAS 減少
率の良好群の %EWL は不良群と比較し、術 1ヶ月
後において有意に術後超過体重減少率が高く（p＝
0.0211）、術 3 ケ月後でも高い傾向を認めた（p＝
0.0512）。
【結論】LSG 術後における食欲低下率が大きい群ほ
ど、術後 1 ケ月、3 ケ月の体重減少効果が大きい可
能性が示唆された。
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P-10
VASアンケートを用いた病的肥満患者に対す
るスリーブ状胃切除術前後の食欲変化と体重減
少効果の検討

○野間 俊樹 1）、宮崎 安弘 1）、田中 晃司 1）、牧野 知紀 1）、
高橋 剛 1）、黒川 幸典 1）、山崎 誠 1）、中島 清一 1）、
森 正樹 2）、土岐 祐一郎 1）

1）�大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科
2）九州大学大学院消化器・総合外科
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【はじめに】福井市内のＴ病院では、過去 20 年来、
褥瘡を有する症例に対し、硫酸亜鉛を院内製剤とし
て服用させてきた。その血清亜鉛濃度改善効果につ
いて検討した。
【症例】過去 1 年間で、褥瘡が有り、血清亜鉛値が
80μg/dl 以下の症例 18 例。終末期症例は除いた。
【方法】硫酸亜鉛 10% と乳糖 90％を混合して、院
内製剤 10% 硫酸亜鉛として作成した。亜鉛含有量は、
40mg/1g となる。この 2g または 3g を分 2 または
分 3 で内服させた。経管栄養症例では温湯に懸濁し
て投与した。褥瘡の改善度と血清亜鉛値の改善度に
ついて検討した。
【結果】硫酸亜鉛は無味無臭であり、服薬コンプラ
イアンスは良好であった。また、経管投与時の溶解
も良好でチューブ閉塞は経験していない。血清亜鉛
値の投与全平均は 51μg/dl（31-76μg/dl）であった。
投与日数の平均は 40 日。投与後は、肺炎による死
亡の 1 例を除いて増加しており、平均 110μg/dl

（80-230μg/dl）であった。貧血、銅欠乏症などは
認めなかった。褥瘡は死亡した 1 例を除いて全例治
癒することができた。
【考察】 硫酸亜鉛は、乳製品の添加物として用いら
れてきた。Neve 等は、硫酸亜鉛の吸収量を測定し、
75％であるとし、またその効果を報告している。

（Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 16：315-323
（1991））今回、20 年以上前から褥瘡対策として硫
酸亜鉛を院内製剤として（請求せず）投与してきた
施設において調査した結果、その有効性を確認する
ことができた。

【背景】近年、がん進展と代謝免疫の関係が明らか
になっており、特にがん抗原を特異的に認識し、が
ん細胞を直接殺傷する CD8T 細胞の機能と糖代謝
の関係が重要視されている。また、本研究では、胃
癌患者の末梢血中CD8T細胞のサイトカイン産生能、
表面分子の発現と細胞内代謝、および同患者血漿中
の代謝産物の解析を行った。
【方法】2015 年 8 月より、岡山大学消化器外科で手
術を行った胃癌患者で、当研究に同意された患者お
よび健康成人より末梢血を提供いただいた。末梢血
は一部を PBMC、残りを CD8T 細胞へ分離、精製し、
血漿と共に -80℃で保存した。精製した CD8T 細胞
で、the Seahorse XF Extracellular Flux Analyzer
を用いて細胞内代謝（ECAR（細胞外酸性化速度≒
解糖系）、OCR（酸素消費速度≒ミトコンドリア呼
吸））を解析した。PBMC でＴ細胞の刺激培養によっ
て産生されるサイトカイン（IFNγ、TNFα、IL-
2）の測定を行った。細胞内タンパク質輸送阻害薬
を添加した培養液に PMA/Ionomycin を加えＴ細
胞刺激を行った後、細胞膜透過処理試薬により細胞
固定、細胞膜処理を行い、抗体を用いて細胞内サイ
トカインを染色し、Flow cytometer によりＴ細胞
のサイトカイン産生能を解析した。さらに、CD8T
細胞の表現型マーカー（CD27（幼若マーカー）、
CD28（活性化マーカー）、CD57（老化マーカー））
を Flow cytometer により解析した。また、血漿中
のアミノ酸に着目し、その濃度を測定した。これら
の結果を、健康成人と、胃癌患者の Stage で群別し、
評価を行った。
【結果】末梢血中 CD8T 細胞の代謝を健康成人群と
胃癌患者群とで比較したところ、胃癌患者群で
ECAR、OCR が低下している傾向が認められた。
末梢血中 CD8T 細胞のサイトカイン産生能も胃癌
患者群で低下している傾向が認められた。 表現型
マーカーでは、健康成人群で CD27、28 が高く、胃
癌患者群で CD57 が高い傾向が認められた。血漿中
のアミノ酸濃度は多くの種類で胃癌患者群は低下し
ていた。
【考察】胃癌患者の末梢血中 CD8T 細胞は、健康成
人に比し、細胞内代謝の低下とサイトカイン産生能
の低下が認められた。これには、細胞の老化が関わっ
ていると思われ、その要因として血漿中アミノ酸濃
度の低下が示唆された。

P-11
低亜鉛血症に対する経口硫酸亜鉛投与の効果

○片山 寛次 1）、廣野 靖夫 2）

1）�福井大学医学部がん専門医育成推進講座
2）福井大学医学部附属病院がん診療推進センター

P-12
胃癌患者における末梢血中CD8T細胞の多機
能性と代謝の解析

○木村 裕司 1，2）、榮川 伸吾 3）、藤原 俊義 2）

1）�国立病院機構岩国医療センター外科
2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学
3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科免疫学
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【はじめに】近年切除不能進行再発大腸癌患者の予
後は新規治療薬の開発により著明に延長しているが、
化学療法の効果がなく予後不良な症例も少なからず
経験することもあり、予後を予測することは非常に
重要である。また担癌患者は癌による異化亢進や化
学療法による食事摂取不良など栄養状態の悪化など
から筋力低下を認めることが多い。今回我々は化学
療法施行中の大腸癌肝転移患者における予後と骨格
筋量の指標の一つである腸腰筋面積（psoas muscle 
index, PMI）との関連性について検討を行った。
【方法】化学療法を施行した大腸癌肝転移癌患者 51
例を対象とし、化学療法施行前と化学療法施行後の
PMI 値を CT より算出し、前後の変化と臨床病理
学的背景との関連性を検討した。
【結果】症例は男性 34 例、女性 17 例で年齢中央値
は 67 歳であった。直腸癌症例は 26 例、結腸癌症例
は 25 例で、再発症例が 11 例、同時性症例 40 例で
あった。PMI は全症例において化学療法施行前後
で平均 6.47% の低下を認めた。PMI が化学療法前
後で 5% 以上低下した症例は 51 例中 27 例で、化学
療法の効果判定は PR 7 例、SD 9 例、PD 8 例、判
定不能　3 例であった。PMI が化学療法前後で 5%
以上低下しなかった症例は 51 例中 24 例で、CR 1 例、
PR 13 例、SD 7 例、PD 3 例で、5% 以上低下した
症例に比して奏効率が高い傾向を認めた。また
PMI が 5% 以上低下した症例は非低下症例に比べ有
意に PFS および OSともに低下し、予後不良であった。
【考察】栄養評価の一つである骨格筋量の低下は癌
の進行に関連しており、栄養状態の維持、増加は重
要であると考えられた。大腸癌肝転移患者における
化学療法時の予後予測は非常に重要であり、PMI
の変化は予後予測マーカーの一つと考えられ、2 次
治療選択への手助けになると考えられた。

P-13
抗癌剤治療中の大腸癌肝転移患者における予後
と骨格筋量との関連性

○福岡 達成 1）、永原 央 1）、澁谷 雅常 1）、井関 康仁 1）、
松谷 慎治 1）、王 恩 1）、佐々木 麻帆 1）、南原 幹男 1）、
形部 憲 1）、田村 達郎 1）、豊川 貴弘 1）、田中 浩明 1）、
李 栄柱 1）、六車 一哉 2）、八代 正和 1）、前田 清 1）、
大平 雅一 1）

1）�大阪市立大学大学院消化器外科
2）大阪市立総合医療センター
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あ
相坂和貴子 RL4-2
相吉　　翼 Ｏ1-2，Ｏ9-5
青井　貴之 SL-2
青木　武士 Ｏ5-3，Ｏ7-3
青木　　誠 Ｐ-04
青木　　優 Ｏ4-4，Ｏ4-2
青谷　望美 Ｏ8-2
青山　　徹 Ｏ4-3
青山　佳正 WS2-1-3，Ｏ9-3
赤塚　正幸 RL4-2
赤丸　祐介 WS2-1-6
秋田　裕史 Ｏ6-2
秋山　有史 WS3-4
新　　智英 Ｐ-07
浅岡　忠史 Ｏ6-2
浅場　幸子 MS1-4
芦立　嘉智 Ｐ-06
飛鳥井　慶 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ6-3，Ｏ9-3
東　　大輔 WS2-1-4，Ｏ3-3
阿部　　恵 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
荒木　一恵 Ｏ1-3
荒木　俊光 S1-1
嵐山　裕介 WS3-1，Ｏ10-3
有吉　朋丈 Ｏ5-3，Ｏ7-3
安藤　維洋 RL2-3

い
飯島　正平 WS1-7，MS1-1
家入　里志 RL3-2
池側　恭洋 WS1-3
池田　　聡 Ｏ7-2
池田　哲也 Ｏ7-4
猪崎　　愛 WS1-5，MS2-1
石井　　要 WS1-8
石井　信二 WS3-2，Ｏ1-1
石切山拓也 Ｏ2-1

石崎　陽一 WS2-1-4，Ｏ3-3
石田　　智 Ｏ9-4
石田優利亜 Ｏ10-3，WS3-1
石橋　生哉 EMS-2
井関　康仁 WS3-6，Ｐ-13
井田　　智 RL1-3
井谷　功典 Ｏ6-1
市薗　香澄 RL1-1
井出　正造 S1-1
伊藤　圭子 WS1-6，WS2-2-5，

Ｏ7-2
伊藤　　淳 RL4-5
伊藤　誓悟 Ｏ2-1
伊藤　壽記 Ｏ2-2
伊藤　善郎 EMS-1
稲木　紀幸 WS2-1-4，Ｏ3-3
稲葉　匠吾 Ｏ8-1，WS2-2-2
井上健太郎 WS2-1-6
井上　茂亮 S2-5，RL2-3
井上寿味子 WS3-1，Ｏ10-3
井下　春美 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
猪原　秀典 Ｏ2-2
茨　　　聡 RL3-3
今井正太郎 S2-4
今井　健晴 RL4-3，Ｏ5-2
今井　　寿 Ｏ5-2
今岡　泰憲 WS2-2-2，Ｏ8-1
今西　　勉 S1-6
今村　　裕 WS3-3
入江　理絵 RL3-1
岩上　佳史 Ｏ6-2
岩田　至紀 Ｏ5-2
岩谷　　岳 WS3-4

う
上田　真也 WS2-2-2，Ｏ8-1
上野　　峰 Ｐ-06
上野　豪久 RL3-4，Ｏ2-5

上野　秀樹 S1-2
上野　浩明 WS1-4
上村　　直 WS2-2-6
鵜澤　康二 BS-3
氏家　直人 WS2-1-2
牛久　秀樹 Ｏ6-5
牛込　　創 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-3
牛山　　明 BS-3
牛山　　綾 Ｏ9-5
内田洋一朗 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
内田　龍制 Ｐ-05
内仲　　英 Ｏ5-4
内山　里美 WS1-2，S2-3，

WS2-2-1
内山美枝子 S2-1
宇山　一朗 Ｏ2-4
浦谷　　亮 S1-1
瓜田　泰久 Ｏ1-2，Ｏ9-5
海野　倫明 WS2-1-2

え
榮川　伸吾 Ｐ-12
李　　昇州 Ｐ-07
江口　英利 Ｏ6-2
遠藤　史隆 WS3-4

お
王　　　恩 WS3-6，Ｐ-13
王堂　　哲 Ｏ10-1
大井　正貴 S1-1
大岩　　優 Ｏ8-2
大植　孝治 Ｏ1-3
大植　雅之 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ6-3，Ｏ9-2，
Ｏ9-3

大内　昌和 WS2-1-4，Ｏ3-3
大北　喜基 S1-1

人 名 索 引

演題番号太字：筆頭演者
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大久保友貴 WS2-1-5，WS2-1-7，
MS1-3，Ｏ10-4

大久保正彦 Ｏ7-4
大澤　俊亮 RL3-1
大嶋　清宏 Ｐ-04
大島　　拓 S2-4
大島　秀紀 Ｏ3-2
大塚　幸喜 WS3-4
大塚　耕司 Ｏ5-3，Ｏ7-3
大塚　知博 WS2-1-4，Ｏ3-3
大塚　将之 WS2-2-4，RL2-2，

Ｏ4-2，Ｏ4-4，
Ｏ9-1

大西　　峻 RL3-2
大野　雄康 S2-5
大橋　和貴 S2-1
大橋　宏史 RL3-3
大橋　　学 RL1-3
大原　寛之 Ｏ2-4，Ｏ6-1
大東　弘明 EMS-1
大平　雅一 WS3-5，WS3-6，

Ｐ-13
大洞佳代子 WS1-5
大村　悠介 S1-1
大村　仁昭 Ｏ4-5
大森　　健 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-2，Ｏ9-3
尾形　高士 Ｏ4-3
岡村　明彦 WS3-3
岡本　宏史 WS2-1-2
小川　　仁 WS2-2-3
小川　　了 WS2-1-5，WS2-1-7，

MS1-3，Ｏ10-4
沖田　憲司 Ｏ3-2
荻野　崇之 Ｐ-01
沖村　駿平 EMS-1
奥川　喜永 S1-1
奥山　宏臣 RL3-4，Ｏ2-5
尾崎　裕介 RL1-2
小塩　英典 Ｏ3-1
織田　成人 S1-4，S2-4
小田　道夫 WS1-3

小野健太郎 Ｏ2-3，Ｏ1-2，
Ｏ9-5

尾山　勝信 WS1-8

か
海堀　昌樹 EMS-2
加賀あかり Ｏ7-4
賀川　真吾 RL2-2，Ｏ4-2，

Ｏ4-4，Ｏ9-1
賀川　義規 Ｏ4-5
垣内　真子 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
垣花　泰之 S1-4
加木屋奈津美 Ｏ8-2
掛地　吉弘 RL2-3
加治　　建 RL3-2
加治佐めぐみ RL3-3
柏原　秀也 WS2-1-1，Ｏ8-2
柏木　宏彦 MS2-2，Ｏ10-2
数馬　　聡 RL4-2
片山　寛次 Ｐ-11，Ｏ8-5
片山　外大 Ｏ8-5
片山　洋一 RL4-2
片寄　　友 WS2-2-3
桂　　長門 S1-3，Ｏ2-4，

Ｏ6-1
桂　　宜輝 Ｏ4-5
加藤　明彦 RL1-2
加藤　泰子 WS3-1，Ｏ10-3
加藤　　礼 Ｏ5-3，Ｏ7-3
金塚　浩子 WS1-4
蟹江　孝樹 Ｏ2-4
神谷　欣志 RL1-2
亀井　　尚 WS2-1-2
亀井　武志 S1-6
亀井　康富 AS-2
河合　賢二 Ｏ4-5
河合　雅彦 Ｏ3-1，Ｐ-02
川崎　　俊 Ｏ2-4，Ｏ6-1
川尻　真菜 Ｏ3-1
川瀬　朋乃 WS2-1-6
川田三四郎 RL1-2
川田　純司 WS2-1-6

河津　絢子 WS1-4
川野　晋也 RL3-1
川端　良平 WS2-1-6
川見　明央 Ｏ9-5
寒川　賢治 Ｏ1-3
神田　光郎 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
菅野はるな S2-4

き
菊井　聡子 Ｏ8-2
菊池謙一郎 RL4-2
菊池奈穂子 Ｏ6-5
菊池　寛利 RL1-2
菊池　裕子 S2-1
岸　健太郎 WS2-1-6
北川　克彦 WS1-3
北川　博之 WS2-2-6
北口　剛吉 MS1-4
北出　順子 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
北野　睦三 Ｏ4-6
北村亜紀子 Ｏ4-6
北村　龍彦 RL1-4
北山　可奈 Ｏ8-1
木下　　功 WS3-1，Ｏ10-3
木下　　学 Ｏ2-1
金　　県喜 Ｐ-07
木村　俊一 WS2-2-3
木村　聡元 WS3-4
木村　裕司 Ｐ-12
木村　　豊 WS2-1-6
京　　　悟 Ｏ4-1
行田　　悠 WS2-1-4
形部　　憲 WS3-5，Ｐ-13
金原　寛子 WS1-8

く
楠木　晴香 WS2-2-2，Ｏ8-1
楠　　正人 S1-1
工藤　雄洋 RL1-1
國枝　克行 Ｏ3-1
國松　尚子 WS1-4
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久保　朋美 RL3-3
久保　尚士 WS3-5
久保美佐子 RL3-3
久保　祐人 Ｏ9-2
久保木　知 WS2-2-4，RL2-2，

Ｏ4-2，Ｏ4-4，
Ｏ9-1

熊谷　厚志 RL1-3
熊倉　　啓 MS2-1
鞍田　三貴 Ｏ4-6
呉林　秀崇 Ｏ8-5
黒川　幸典 Ｏ6-6，Ｏ9-4，

Ｐ-03，Ｐ-10

こ
五井　孝憲 Ｏ8-5
小池　聖彦 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
小岩井和樹 Ｏ2-1
上月亮太郎 WS3-3
河野　武弘 BS-2
河野　友輔 RL1-5
広本　昌裕 Ｏ5-3，Ｏ7-3
肥田　圭介 WS3-4
古賀　義法 Ｐ-09，Ｏ1-1
小薗　祐喜 MS1-2
古田島　太 WS1-1
小谷　穣治 S2-5，RL2-3
児玉　　匡 Ｏ2-5
小寺　泰弘 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
後藤　邦仁 Ｏ6-2
五藤　　哲 Ｏ5-3，Ｏ7-3
五藤　　周 Ｏ1-2，Ｏ9-5
後藤　洋康 Ｏ2-1
後藤　祐也 RL4-2
小練　研司 Ｏ8-5
小濱信太郎 WS2-1-4，Ｏ3-3
小林　沙織 WS1-8
小林　省吾 Ｏ6-2
小林　大介 Ｏ6-4，Ｏ8-4，

Ｏ8-3
小松　優香 RL1-4

小宮洋平太 RL4-5
小森　充嗣 Ｐ-02，Ｏ3-1
小山　　勇 WS1-1
児山　　香 WS2-2-3
小山　　諭 S2-1
近藤　　哲 S1-1
今野　卓朗 WS2-1-2
今野　弘之 RL1-2

さ
齊賀　桐子 Ｐ-04
七種　伸行 WS3-2，Ｏ1-1
斎藤　　祥 Ｏ7-3，Ｏ5-3
齋藤康一郎 Ｏ7-4
齋藤　英昭 Ｏ7-4
齋藤　博昭 RL1-5
齋藤　雅史 RL2-3
斉藤　雅史 S2-5
齋藤　恭代 Ｐ-04
齋藤　　裕 Ｏ8-2
阪　　龍太 RL3-4，Ｏ2-5
坂井さゆり S2-1
酒井　尚美 WS1-8
酒井　　望 RL2-2，Ｏ4-2，

Ｏ4-4，Ｏ9-1
阪上　　浩 S1-5
坂口　孝宣 RL1-2
坂本　一博 Ｏ3-3
坂本　早希 Ｏ1-1
阪本　卓也 Ｏ4-5
坂本　照尚 Ｏ5-4
佐川　弘之 WS2-1-5，WS2-1-7，

Ｏ10-4
櫻井　克宣 WS3-5
櫻井　敬子 RL4-5
櫻井　　直 WS2-1-2
櫻井　洋一 Ｏ10-1
櫻谷美貴子 Ｏ6-5
左近　賢人 Ｏ5-1，Ｏ6-3
佐々木　章 WS3-4
佐々木慶太 WS1-4
佐々木理人 Ｏ1-2，Ｏ2-3，

Ｏ9-5

佐々木雄彦 Ｏ7-1
佐々木麻帆 WS3-6，Ｐ-13
佐々木理恵 RL3-3
佐瀬　友彦 WS2-2-3
佐藤　千晃 WS2-1-2
佐藤　　勉 Ｏ4-3
佐藤　菜緒 S2-4
佐藤　　弘 WS1-1，EMS-2，

Ｐ-05
佐藤　正人 MS1-2，MS2-1
佐藤　満雄 Ｏ4-6
佐藤　悠太 Ｏ3-1
佐藤　由美 S2-4
佐藤　義明 WS3-1，Ｏ10-3
眞田　雄市 RL4-1
澤田健太郎 WS2-2-3
澤谷　鉄央 Ｏ5-3

し
宍戸　裕二 RL1-5
柴田　　近 WS2-2-3
柴田　裕紀 WS3-1，Ｏ10-3
澁谷　雅常 WS3-6，Ｐ-13
島田　光生 Ｏ8-2，WS2-1-1
島野　　仁 Ｏ1-2，Ｏ2-3
清水　翔太 RL1-5
下川　敏雄 WS2-1-6
下川　敏弘 RL4-1
下村　清夏 WS1-6
下村　　誠 WS2-2-2，Ｏ8-1
正見　勇太 WS2-2-2，Ｏ8-1
白井　祐佳 RL1-2
白戸由香子 WS1-4
白根　和樹 Ｏ1-2，Ｏ9-5
新開　統子 Ｏ1-2，Ｏ9-5
真貝　竜史 EMS-1，EMS-2
新野　直樹 Ｏ9-3，WS2-1-3，

Ｏ5-1，Ｏ9-2

す
末次　智成 RL4-3
杉田　光士郎 RL3-3
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杉村啓二郎 WS2-1-3，Ｏ5-1，
Ｏ9-2，Ｏ9-3

杉本　琢哉 Ｏ3-1
杉山　彰英 RL3-1
鈴木恵美子 RL3-3
鈴木信太郎 RL4-2
鈴木　大亮 WS2-2-4，RL2-2，

Ｏ4-2，Ｏ4-4，
Ｏ9-1

鈴木　優太 Ｏ8-1
鈴木　佳子 Ｏ8-2

せ
関　　修司 Ｏ2-1
銭谷　昌弘 Ｏ1-3

そ
西　　海燕 Ｐ-07
園原　史訓 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4

た
峠田　彩乃 Ｏ10-2，MS2-2
高木　敏之 Ｐ-05
高木　麻里 WS2-1-6
高須　千絵 WS2-1-1
高野　重紹 RL2-2，Ｏ4-2，

Ｏ4-4，Ｏ9-1
高橋　慶太 WS3-3
高橋　孝夫 RL4-3，Ｏ5-2
高橋　　剛 Ｏ6-6，Ｏ9-4，

Ｐ-03，Ｐ-10
高橋　直樹 WS1-4
高橋　秀和 Ｐ-01
高橋　秀寿 Ｐ-05
高橋　秀典 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ6-3，Ｏ9-3
高橋　広城 WS2-1-7
高橋　佑典 Ｏ5-1，Ｏ9-3
高橋　善明 RL1-2
高原　武志 WS3-4
高見　一弘 WS2-2-3

高見　秀樹 Ｏ6-4，Ｏ8-3，
Ｏ8-4

高屋　　快 WS2-1-2
高屋敷　吏 WS2-2-4，RL2-2，

Ｏ4-2，Ｏ4-4，
Ｏ9-1

高安　　肇 Ｏ1-2，Ｏ9-5
高山　　治 EMS-1
瀧口　修司 WS2-1-5，WS2-1-7，

MS1-3，Ｏ10-4
滝口　伸浩 WS1-4
滝沢　未来 Ｐ-05
竹内　純子 S2-4
武内　海歌 Ｏ4-6
武田　　和 Ｐ-01
竹田　利弥 WS1-8
武田　　裕 Ｏ4-5
竹野　　淳 Ｏ4-5
嵩原　一裕 Ｏ3-3，WS2-1-4
竹政伊知朗 Ｏ3-2
武村　裕之 WS2-2-2，Ｏ8-1
武山　大輔 WS2-2-3
立石　　渉 Ｐ-04
田附　裕子 RL3-4，Ｏ2-5
巽　　博臣 RL4-2
伊達　博三 05-3，Ｏ7-3
田中健太郎 S2-3，WS2-2-1
田中　晃司 Ｏ6-6，Ｏ9-4，

Ｐ-03，Ｐ-10
田中　孝平 MS2-2，Ｏ10-2
田中　達也 Ｏ10-4，WS2-1-5，

WS2-1-7，Ｏ10-2
田中　千恵 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
田中　千弘 Ｏ3-1
田中　浩明 WS3-5，Ｐ-13
田中　保成 Ｏ1-2，Ｏ9-5
田中　洋輔 RL1-4
田中　芳明 WS3-2，Ｏ1-1，

Ｐ-09
田中　善宏 RL4-3，Ｏ5-2
棚橋　利行 Ｏ5-2
谷口　英喜 RL1-1，EMS-2

谷口　嘉毅 EMS-1
谷村　真優 Ｏ8-2
谷山　裕亮 WS2-1-2
田平　一行 WS2-2-2
田部　大樹 S2-3，WS2-2-1，

RL1-4
玉木　雅人 Ｏ8-5
田村　茂行 WS2-1-6
田村　達郎 WS3-5，Ｐ-13
田本　英司 Ｐ-06

ち
近澤　　明 WS1-8
近谷　仁志 WS1-5
近森　正幸 S2-3，WS1-2，

WS2-2-1，RL1-4
千葉　史子 Ｏ9-5，Ｏ1-2
千葉　正博 RL3-1
長　　晴彦 Ｏ4-3
長東　菜穂 WS1-8

つ
塚田　　暁 RL1-4，S2-3，

WS2-2-1
辻本　貴江 Ｏ2-2
津田　　祥 WS2-2-6
津田　　晋 RL1-4
蔦保　暁生 Ｐ-06
都築　則正 Ｏ6-1
堤　　理恵 S1-5
常川　勝彦 Ｐ-04
坪井香保里 RL1-4
鶴岡　裕太 S2-4
鶴久士保利 Ｏ1-1

て
寺嶋　宏明 WS1-5
天白　陽介 Ｏ8-1

と
土井　勝美 Ｏ4-6
問端　　輔 WS3-3
問山　裕二 S1-1
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當山　千巌 Ｏ2-5
遠山　真弥 Ｏ2-1
土岐祐一郎 Ｏ6-2，Ｏ6-6，

Ｏ9-4，Ｐ-01，
Ｐ-03，Ｐ-10

徳永　卓哉 WS2-1-1
徳安　成郎 Ｏ5-4
富　　謙伸 MS2-1
豊川　貴弘 WS3-5，Ｐ-13

な
内藤　　敦 Ｏ4-5
内藤　　剛 WS2-1-2
長尾　成敏 Ｏ3-1
長尾　宗紀 WS2-2-3
永仮　邦彦 WS2-1-4，Ｏ3-3
中川　清仁 WS1-8
中川　暢彦 Ｏ8-3
中川　　嘉 Ｏ1-2
長澤　孝志 AS-3
中島　正裕 Ｏ2-1
中島　清一 Ｏ6-6，Ｏ9-4，

Ｐ-3，Ｐ-10
永田　早紀 WS1-1，Ｐ-05
中台　英里 RL2-2，Ｏ4-2，

Ｏ4-4，Ｏ9-1
中西　信人 S1-5
中西　広樹 Ｏ7-1
中野明日香 WS1-8
中野　　徹 WS2-2-3
中橋　央棋 WS2-2-2，Ｏ8-1
永原　　央 WS3-6，Ｐ-13
中平　光彦 WS1-1
長嶺　　歩 Ｐ-04
中村　謙一 Ｏ2-4
中村　謙介 S2-2
中村　誠志 Ｏ3-2
中村　吉博 WS2-1-5，MS1-3
中目　和彦 RL3-2
中本　博之 WS1-3
中屋　誠一 WS2-1-7，WS2-1-5，

Ｏ10-4
中山健太郎 Ｏ4-1

中山　吾郎 Ｏ6-4，Ｏ8-3，
Ｏ8-4

中山　真美 Ｏ4-1
中山　智理 RL3-1
鍋谷　圭宏 WS1-4，EMS-2
並川　　努 WS2-2-6
成瀬　貴之 Ｏ8-5
難波　秀行 Ｏ10-1
南原　幹男 WS3-5，Ｐ-13

に
印　　命運 Ｐ-07
新原　正大 Ｏ6-5
二階　春香 WS3-4
西　　正暁 WS2-1-1
西川　和宏 WS2-1-6
西田　　修 SL-1，S1-4
西田　久史 EMS-1
西舘　敏彦 Ｏ3-2
西村　潤一 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-3
仁田　豊生 Ｏ3-1
新田　浩幸 WS3-4

ぬ
布部　創也 RL1-3

ね
根本　悠里 Ｏ9-5

の
野口　耕右 S1-6
野口　啓幸 RL3-3
野口　　緑 S1-2，RL2-1
野島　広之 RL2-2，Ｏ4-2，

Ｏ4-4，Ｏ9-1
野瀬　聡子 Ｏ1-3
野田　剛広 Ｏ6-2
野々垣知行 Ｏ10-3
野々垣知之 WS3-1
信岡　隆幸 RL4-2
延原　　浩 Ｏ7-2，WS1-6，

WS2-2-5

野間　俊樹 Ｐ-10
野村　元成 RL3-4
野本　　潤 WS2-1-4，Ｏ3-3

は
ハイランドダーレン RL4-4
朴　　秀賢 Ｐ-07
土師　誠二 S1-6
橋爪　　裕 WS2-2-2，Ｏ8-1
橋詰　直樹 WS3-2，Ｏ1-1
橋本　直佳 Ｏ6-6
長谷川慎一郎 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ6-3，Ｏ9-3
畑　　泰司 Ｐ-01
服部　公博 Ｏ3-1
服部　憲史 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
花木　武彦 Ｏ5-4
花㟢　和弘 WS2-2-6
羽田　綾馬 RL1-2
馬場　誠朗 WS3-4
馬場　徳朗 RL3-2，RL3-3
馬場　　恵 RL1-2
濱崎友紀子 WS3-1，Ｏ10-3
濵田　康弘 WS2-1-1，Ｏ8-2
早川　俊輔 WS2-1-5，WS2-1-7，

Ｏ10-4
早坂　朋恵 WS2-2-3
林　　海斗 Ｏ7-1
林　　　勉 Ｏ4-3
林　　弘賢 Ｏ3-1
林　　真路 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
羽山美奈子 WS1-4
速水　康介 Ｏ4-6
原口　直紹 Ｐ-01
原田　大輔 Ｐ-08
原田　宏輝 Ｏ6-5
春木　祐司 WS2-2-2，Ｏ8-1
春松　敏夫 RL3-2
春山美咲子 S2-4
韓　　　蝶 Ｐ-07
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ハンサニアベイウィックレマ 
S2-1

坂野　慎哉 RL4-3

ひ
日景　　允 WS2-1-2
東口　髙志 S1-3，Ｏ2-4，

Ｏ6-1
東口　公哉 Ｏ6-2
東島　　潤 WS2-1-1
東園　和哉 S1-2，RL2-1
東舘　成希 Ｏ1-1
東別府直紀 RL4-4
比企　直樹 RL1-3，Ｏ6-5
樋口　陽子 WS1-8
平松　良浩 RL1-2
廣　純一郎 S1-1
廣瀬　桃子 WS2-2-2，Ｏ8-1
廣津　　周 RL1-2
廣野　靖夫 Ｏ8-5，Ｐ-11

ふ
深田　唯史 EMS-1
深柄　和彦 BS-1，EMS-2，

S1-2，RL2-1
深堀　　優 Ｏ1-1
深谷　文香 RL1-2
福岡　達成 Ｐ-13，WS3-6
福崎　孝幸 EMS-1
福島　正之 Ｐ-06
福島　亮治 BS-1
福永　正氣 Ｏ3-3
福本　　巧 RL2-3
福本　陽二 RL1-5
藤井　千賀 WS2-1-6
藤井　　渉 Ｏ5-1
藤川　裕之 S1-1
藤田　翔一 WS3-1，Ｏ10-3
藤田　美芳 Ｐ-06
藤浪　好寿 S2-5
藤幡　士郎 WS2-1-5，WS2-1-7，

Ｏ10-4
藤政浩一郎 Ｏ5-3，Ｏ7-3

藤原　俊義 Ｐ-12
藤原　直人 Ｐ-05
藤原　道隆 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
藤原　有史 WS3-5
藤原　義之 RL1-5，Ｏ5-4
藤原　良平 Ｏ4-6
二村　昭彦 Ｏ6-1
古川　勝規 RL2-2，WS2-2-4，

Ｏ4-2，Ｏ4-4，
Ｏ9-1

古川誠一郎 S2-4

へ
蛇口　　琢 Ｏ7-1

ほ
北條　茂幸 EMS-1
細田　　桂 Ｏ6-5
細田　洋司 Ｏ1-3
本家　淳子 RL1-2
本庶　祥子 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
本庄　薫平 WS2-1-4
本城総一郎 Ｏ5-4
本田　憲胤 MS2-1

ま
前田　恵理 WS1-4
前田　　清 Ｐ-13
前田　圭介 WS3-1，Ｏ10-3
前田　健一 Ｏ3-1，Ｐ-02
牧田　　茂 Ｐ-05
牧野　知紀 Ｏ6-6，Ｏ9-4，

Ｐ-03，Ｐ-10
牧本　泰子 WS1-8
牧山　由美 MS1-2
升井　大介 Ｏ1-1，WS3-2
益澤　　徹 Ｏ4-5
升田　好樹 RL4-2
増本　幸二 Ｏ1-2，Ｏ2-3，

Ｏ9-5
桝屋　隆太 RL3-2

兆　　警対 Ｐ-07
兆　　京分 Ｐ-07
兆　　声優 Ｐ-07
町頭　成郎 RL3-2
松井　　聡 Ｏ5-2
松井　孝憲 Ｐ-09
松井　俊樹 WS2-2-2，Ｏ8-1
松井　亮太 EMS-2，WS2-1-4，

Ｏ3-3
松尾　洋一 WS2-1-7，Ｏ10-4
松岡　　森 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
松岡　美緒 MS1-1，WS1-7
眞次　康弘 WS2-2-5，EMS-2，

MS1-6，Ｏ7-2
松久保　眞 RL3-3
松坂　　賢 Ｏ2-3
松田　剛明 Ｏ7-4
松田　　宙 Ｐ-01
松谷　慎治 WS3-6，Ｐ-13
松永　知之 RL1-5
松橋　延壽 RL4-3，Ｏ5-2
松原　奈緒 Ｏ10-3
松村　晃子 Ｏ8-2
松本　　忍 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
松本　知拓 RL1-2
松山　　仁 WS2-1-6
間野　政行 Ｐ-05
丸山　　元 Ｐ-05

み
三島　　敬 Ｏ9-1，RL2-2，

Ｏ4-2，Ｏ4-4
水島　恒和 Ｐ-01
御石　絢子 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
三井　範基 Ｏ3-1
水戸部優太 S2-1
南村　智史 RL1-1
峯　　真司 WS3-3
宮内由利子 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
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宮崎　安弘 Ｐ-03，Ｏ6-6，
Ｏ9-4，Ｐ-10

宮島　　功 S2-3，WS1-2，
WS2-2-1

宮田　　剛 EMS-2
宮田　博志 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-2，Ｏ9-3，
宮谷　幸造 RL1-5
宮谷　知彦 WS2-1-1
宮森理英子 WS1-5，MS1-2，

MS2-1
宮脇　　豊 Ｐ-05
三吉　範克 Ｐ-01
三輪　高嗣 Ｏ6-4，Ｏ8-4

む
向井　　基 RL3-2
六車　一哉 WS3-5，Ｐ-13
武藤　　充 RL3-3
宗景　絵里 WS2-2-6
宗景　匡哉 WS2-2-6
村井　美代 Ｏ6-1，S1-3，

Ｏ2-4
村上　剛平 Ｏ4-5
村上　智洋 RL1-2
村上　弘大 Ｏ6-3
村上　　真 Ｏ8-5
村上　雅一 RL3-2
村上　雅彦 Ｏ5-3，Ｏ7-3
村上　裕樹 RL1-5
村越　　智 S1-2，RL2-1
村田　幸平 Ｏ4-5
村田　久枝 MS1-4
文　　陽起 Ｏ4-2，Ｏ4-4

も
茂木健太郎 Ｏ5-3，Ｏ7-3
森　　直治 WS3-1，Ｏ10-3
森　ひろみ WS1-1，Ｐ-05
森　　正樹 Ｏ6-2，Ｏ6-6，

Ｏ9-4，Ｐ-01，
Ｐ-03，Ｐ-10

森井真也子 Ｏ7-1

盛岡万里子 RL4-5
守川　恵助 WS2-2-2，Ｏ8-1
森川　充洋 Ｏ8-5
森下慎一郎 S2-1
森田　高行 Ｐ-06
森田　剛文 RL1-2
森本　昌樹 Ｏ5-4
森谷　宏光 Ｏ6-5
森山　久美 Ｏ7-4

や
八木　　健 RL1-4
八木　雅夫 WS1-8
八木　　實 Ｐ-09
八木　　実 WS3-2，Ｏ1-1
柳生 拓輝 Ｏ5-4
八代　正和 WS3-5，Ｐ-13
安井富美子 Ｏ1-3
安井　昌義 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-3
安井真理香 Ｐ-05
安枝明日香 Ｐ-01
安田　裕美 S1-1
安原　　洋 RL2-1，S1-2
安福　　至 Ｏ5-2
安本　明弘 WS2-2-3
矢田部智昭 AS-1
矢内　敬子 Ｐ-05
柳本　喜智 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-2
矢野　圭輔 RL3-2
矢野　雅彦 WS1-7，WS2-1-3，

Ｏ5-1，Ｏ6-3，
Ｏ9-2，Ｏ9-3

山形　健基 Ｏ7-1
山城　春華 WS1-5
山岸　昌一 Ｐ-09
山口　和也 RL4-3，Ｏ5-2
山口みさき WS2-2-2，Ｏ8-1
山崎　公靖 Ｏ5-3
山崎　　誠 Ｏ6-6，Ｏ9-4，

Ｐ-03

山崎みどり WS1-5，MS1-2，
MS2-1

山崎　公靖 Ｏ7-3
山崎　　誠 Ｐ-10
山下　公大 RL2-3
山下　継史 Ｏ6-5
山下　剛史 Ｏ5-3，Ｏ7-3
山下　勇人 Ｐ-08
山下　通教 Ｏ2-4，Ｏ6-1
山田　　勇 RL2-3
山田　悦子 S2-1
山田　耕嗣 RL3-2
山田　　豪 Ｏ6-4，Ｏ8-3，

Ｏ8-4
山田　苑子 Ｏ8-2
山田　大作 Ｏ5-1，Ｏ6-3，

Ｏ9-3，WS2-1-3
山田　貴允 Ｏ4-3
山田　知輝 MS1-4，MS2-2，

Ｏ10-2
山田　信子 MS1-2，WS1-5，

MS2-1
山田　正信 Ｐ-04
山田　悠史 MS1-3，WS2-1-5
山中　英治 WS1-3
山本　　晃 S1-1
山本　和義 WS2-1-3，Ｏ5-1，

Ｏ9-2，Ｏ9-3
山本久仁治 WS2-2-3
山本しおり Ｐ-05
山本　智子 S1-5
山本　浩文 Ｐ-01

ゆ
尹　　相鉄 Ｐ-07

よ
横井　繁周 Ｏ8-5
横江　　毅 S1-1
吉岡　節子 EMS-1
吉川　幸造 WS2-1-1
吉川征一郎 Ｏ3-3
吉川　貴己 Ｏ4-3
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吉川　徹二 S1-6
吉田　和弘 RL4-3，Ｏ5-2
吉田　聖子 Ｐ-04
吉田　　都 MS2-1，WS1-5，

MS1-2
吉富　秀幸 WS2-2-4，RL2-2，

Ｏ4-2，Ｏ4-4，
Ｏ9-1

吉野　裕顕 Ｏ7-1
吉村　寛志 RL4-1
萬　　知子 Ｏ7-4

り
李　　栄柱 WS3-5，Ｐ-13

わ
若林　秀隆 EMS-2
和佐　勝史 RL3-4，Ｏ2-2
鷲尾真理愛 Ｏ6-5
鷲澤　尚宏 EMS-2
和田　　晃 Ｐ-08
和田　浩志 Ｏ5-1，WS2-1-3，

Ｏ6-3，Ｏ9-3
渡邉　栄三 S1-4
渡邉　浩司 RL1-2
渡邊　淨司 Ｏ5-4
渡邊　智記 S1-2
渡邊　雅之 WS3-3
渡部　　亮 Ｏ7-1
渡井　　有 RL3-1
Watkins 彩子 RL2-1，S1-2

アルファベット
Do Joong Park  TG-1
Han-Yu Wu  TG-2
Ho-Seong Han  KS-2
Hyung-Ho Kim  KG-1
Jeong-Min Seo  KS-4
Ming-Tsan Lin  TG-2
Norio Sato  KS-3
Paul Wales  RL3-3
Po-Da Chen  TG-2
Sa-Hong Min  TG-1
Sang-Hoon Ahn TG-1
Shigeaki Inoue 	 KS-1
Young Suk Park	 TG-1
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協賛一覧

アイドゥ株式会社
旭化成ファーマ株式会社
アステラス製薬株式会社

アバノス・メディカル・ジャパン・インク
アボット ジャパン株式会社
イーエヌ大塚製薬株式会社

株式会社インボディ・ジャパン
SB バイオサイエンス株式会社 ( 旧 DS ファーマバイオメディカル株式会社 )

エドワーズライフサイエンス株式会社
株式会社大塚製薬工場

科研製薬株式会社
株式会社クリニコ

コヴィディエンジャパン株式会社
シャイアー・ジャパン株式会社

真興交易株式会社
株式会社神陵文庫

スミスアンドネフュー株式会社
株式会社ダテ・メディカルサービス

株式会社ツムラ
テルモ株式会社

東レ ･ メディカル株式会社
公益財団法人 中内力コンベンション振興財団

一般社団法人日本血液製剤機構
ニプロ株式会社

日本イーライリリー株式会社
日本光電工業株式会社

日本ビーシージー製造株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
ニュートリー株式会社

ネスレ日本株式会社　ネスレヘルスサイエンス　カンパニー
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

宮野医療器株式会社
ミヤリサン製薬株式会社

株式会社 明治
株式会社名優

持田製薬株式会社
株式会社やよい

五十音順
（2019 年 5 月 25 日現在）

本学術集会の開催にあたり、皆様より多数のご協力を賜りました。
ここに深甚なる感謝の意を表します。

日本外科代謝栄養学会第 56 回学術集会
会長　　　小谷　穣治



 

IntelliVue X3

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.の
商標または登録商標です。　
© 2018 Philips Japan, Ltd. 

販売名：生体情報モニタ　IntellilVue X3/MX100
医療機器認証番号：230ADBZX00064000
特定保守管理医療機器/高度管理医療機器

IntelliVue X3
生体情報モニタ

新たな「3つの強さ」を携えて
安心のX3と、どこへでも

There’s always a way to make life better

Monitoring 
on the move



「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。」

アクアファン MD100 は、糖質（マルトデキスト
リン）やナトリウム、カリウムなどミネラルおよび
ビタミン B₁ を配合した 100kcal の飲料です。

 りんご
風 味

 りんご
風 味
無果汁無果汁

kcal
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg

エネルギー
蛋白質
脂質

炭水化物
水分

ナトリウム
カリウム

マグネシウム
ビタミンB₁

100
0
0
25
182
160
156
2.2
0.5

059-329-6920
アイドゥ株式会社

〒510-0943 三重県四日市市西日野町256
HP： http//www.ai-do.jp  

▼サンプル依頼およびお問い合わせは

059-329-6917
info@ai-do.jpemail アイドゥ

Ameba
ブログ

こちらもチェック！こちらもチェック！こちらもチェック！

アクアファンアクアファン
TM

栄養機能食品（ビタミンB₁）

ESPEN ガイドライン
（術後早期回復プログラム）

に沿った
12.5％炭水化物含有飲料

ESPEN ガイドライン
（術後早期回復プログラム）

に沿った
12.5％炭水化物含有飲料

栄養成分表示 1パック200mlあたり

さまざまな場面に！さまざまな場面に！

     電　解　質
Na+ 35mEq/L

K+ 20mEq/L

Cl- 35mEq/L

浸透圧 203mOsm/L 

ガイドラインに準拠し、エネルギー、水分、
電解質が美味しく補給できます。

１２.５％１２.５％

糖質









RMS（Respiratory & Monitoring Solutions）事業部
Tel : 0120-998-971
medtronic.co.jp

コヴィディエンジャパン株式会社
製造販売元

EVERY BREATH
IS PRECIOUS.

販売名 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム
医療機器認証番号 223AABZX00011000

販売名 マックスファスト
医療機器届出番号 13B1X00069PS005A

販売名 TaperGuard  気管チューブ
医療機器認証番号 221AABZX00145000

販売名 McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡
医療機器認証番号 224AABZX00112000

INVOS™

Nellcor™

TaperGuard™

McGRATH™ MAC



四校

真興交易㈱医書出版部〒106-0047 東京都港区南麻布 ２ 丁目 ８ 番1８号
電話（03）379８-3315　FAX（03）379８-3096

URL : http://www.sshinko.com
E-mail : info@sshinko.com

The Japanese Clinical Practice Guidelines 
for Management of Sepsis and Septic Shock 2016
　 ダイジェスト版
一般社団法人日本集中治療医学会
一般社団法人日本救急医学会 ISBN 978-4-88003-915-2

● B 5 判 204 頁／定価（本体 2,500 円＋税）

電子版ダウンロード
　　無料サービス付き！

日本版 敗血症診療ガイドライン 2016
（J-SSCG 2016）

Japanese Guidelines for Nutrition Support Therapy in the Adult 
and Pediatric Critically Ill Patients : General and Disease-Specific 
Nutrition Support Therapy
　 ダイジェスト版
一般社団法人日本集中治療医学会 ISBN 978-4-88003-919-0

● B 5 判 160 頁／定価（本体 2,400 円＋税）

電子版ダウンロード
　　無料サービス付き！

日本版 重症患者の栄養療法ガイドライン
総論 2016 ＆ 病態別 2017

（J-CCNTG）

A 5 判・120 頁・定価（本体 2,300 円＋税）
ISBN 978-4-88003-908-4

臨床で役立つ

丸 山 道 生 （田無病院 院長）
上 坂 英 二 （田無病院 研究・教育担当）

経腸栄養アドバンスコース

経腸栄養の構造

A 5 判・116 頁・定価（本体 2,400 円＋税）
ISBN 978-4-88003-911-4

編集／北 村 享 之
（東邦大学医療センター佐倉病院麻酔科 教授）

周術期糖代謝管理
重要な転機を

左右する
栄養療法

好評
発売中！

対象と目的，作成の厳密さ，エビデンスの質，推奨度，実臨床に即したCQ…等々 ぜひ臨床で活用して欲しい評価の高いガイドラインです．

好評発売中�

好評発売中�
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© 2019 BD。BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが所有します。 

血液培養の在り方を変える

“1秒でも早く”、それをこれからのスタンダードに

Satellite Blood Cuture

bd.com/jp/

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス　　0120-8555-90  FAX：024-593-3281

製造販売元

販売名：BD バクテック FX40 システム
製造販売届出番号：07B1X00003000143

専用のシステム “BD EpiCenter™ システム” が検査室を中心に病
院内の各所に設置された血液培養装置をネットワークで繋ぎ、

常に培養状況をモニタリングします。

採取された検体の速やかなハンドリングプロセスの改善と、

一刻も早い適切な治療をサポートします。

08_I-Oビジュアル_B5ハーフ_モノクロ（枠有り）　　150x110

2018年3月作成

未来をひらくがん免疫療法

患者さん自らが持つ免疫力を、

がん治療に大きく生かすことはできないだろうか　   　。

小野薬品とブリストル・マイヤーズ スクイブは、

従来のがん治療とは異なる

「新たながん免疫療法」の研究・開発に取り組んでいます。

私
の
免
疫
力
に
、

が
ん
と
闘
う
力
を
。



健康と科学に奉仕する

本 社 〒650-8677 神 戸 市 中 央 区 楠 町 5 丁目 4 － 8 ☎（078）371－2121（ダイヤルイン）

大 倉 山 別 館 〒650-8677 神 戸市中央区楠町 2丁目3－1 1 ☎（078）371－2121（ダイヤルイン）
M S C
ポートアイランド60 〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目6－1 ☎（078）302－7001（代表）

MSCウエスト 〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2丁目12－1 ☎（078）797－2072（代表）
神戸西営業所 〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2丁目12－1 ☎（078）797－2072（代表）
姫 路 営 業 所 〒670-0940 姫 路市三左衛門堀西の町 7番地 ☎（079）281－0880（代表）
明 石 営 業 所 〒674-0083 明 石市魚住町住吉 2丁目1－3 3 ☎（078）947－3237（代表）
中兵庫営業所 〒669-3304 丹 波 市 柏 原 町 上 小 倉 1 5 2 － 1 ☎（0795）72－2288（代表）
北兵庫営業所 〒668-0063 豊 岡 市 正 法 寺 4 6 － 2 ☎（0796）24－1170（代表）
阪 神 営 業 所 〒661-0026 尼 崎 市 水 堂 町 3 丁 目 1 5 － 1 4 ☎（06）6436－5678（代表）
大 阪 支 社 〒564-0002 吹 田 市 岸 部 中 2 丁 目 2 － 1 3 ☎（06）6821－7171（代表）
大阪北営業所 〒564-0002 吹 田 市 岸 部 中 2 丁 目 2 － 1 3 ☎（06）6821－7171（代表）
大阪中央営業所 〒553-0006 大 阪 市 福 島 区 吉 野 5 丁目 5 － 8 ☎（06）6468－3701（代表）
大阪東営業所 〒578-0948 東 大 阪 市 菱屋東 2 丁目1 4－ 2 0 ☎（06）4308－6160（代表）
大阪南営業所 〒593-8316 堺 市 西 区 山 田 2 丁 2 7 － 2 ☎（072）271－3801（代表）
和歌山営業所 〒640-8322 和 歌 山 市 秋 月 4 1 2 番 地 の 1 ☎（073）475－2365（代表）
京 都 営 業 所 〒601-8188 京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 ☎（075）692－3921（代表）
舞 鶴 出 張 所 〒624-0906 舞 鶴 市 字 倉 谷 1 5 5 5 番 地 の 4 ☎（0773）78－2881（代表）
奈良営 業 所 〒630-8453 奈 良 市 西 九 条 町 2 丁 目 1 0 － 6 ☎（0742）64－4500（代表）
奈良中和営業所 〒634-0072 橿 原 市 醍 醐 町 1 3 2 番 地 1 1 ☎（0744）20－0505（代表）
岡 山 営 業 所 〒700-0945 岡 山 市 南 区 新 保 1 3 0 7 － 1 ☎（086）805－0211（代表）
広 島 営 業 所 〒733-0842 広 島 市 西 区井口 5 丁目2 3－ 1 5 ☎（082）270－0530（代表）
福 山 営 業 所 〒721-0973 福 山 市 南 蔵王町 3 丁目1 2－ 1 3 ☎（084）973－1080（代表）
鳥 取 営 業 所 〒680-0902 鳥 取 市 秋 里 1 3 5 6 番 地 ☎（0857）26－6771（代表）
米 子 営 業 所 〒689-3547 米 子 市 流 通 町 1 5 8 － 1 9 ☎（0859）37－1610（代表）
出 雲 営 業 所 〒693-0024 出 雲 市 塩 冶 神 前３丁 目 8 － 6 ☎（0853）20－0566（代表）
高 松 営 業 所 〒760-0080 高 松 市 木 太 町 5 0 9 9 － 5 ☎（087）815－0377（代表）
名古屋営業所 〒465-0024 名古屋市名東区本郷１丁目１番地 ☎（052）776－5151（代表）
東 京 営 業 所 〒113-0034 東 京都文京区湯島 2丁目1 6－７ ☎（03）3816－4575（代表）
神奈川営業所 〒244-0815 横浜市戸塚区下倉田町828番地335 ☎（045）869－5150（代表）
埼玉営業所 〒362-0805 埼玉県北足立郡伊奈町栄6丁目84番 ☎（048）720－1161（代表）
福岡営業所 〒811-1323 福 岡市南区弥永 5丁目2 6 番 3号 ☎（092）571－2993（代表）
北九州営業所 〒802-0832 北九州市小倉南区下石田3丁目5番24号 ☎（093）963－6161（代表）
熊本営業所 〒861-8035 熊 本市東区御領 6丁目3番 3 4 号 ☎（096）389－8833（代表）
鹿児島出張所 〒891-0114 鹿 児 島 市 小松原 2 丁目1 0－ 5 5 ☎（099）269－5410（代表）
モイヤン神戸店 〒650-8677 神 戸 市 中 央 区 楠 町 5 丁目 4 － 8 ☎（078）371－2130（代表）
モイヤン姫路店 〒670-0940 姫 路市三左衛門堀西の町 7番地 ☎（079）283－2061（代表）
モイヤン阪神店 〒661-0026 尼 崎 市 水 堂 町 3 丁 目 1 5 － 1 4 ☎（06）6434－5711（代表）
モイヤン大阪店 〒553-0006 大 阪 市 福 島 区 吉 野 5 丁目５－８ ☎（06）6468－2220（代表）
モイヤン鳥取店 〒680-0902 鳥 取 市 秋 里 1 3 5 6 番 地 ☎（0857）26－6771（代表）
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