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脳神経疾患例に対する栄養介入
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Abstract
Purpose: Nutritional disorder is known as a cause of poor prognoses in central nervous system (CNS) diseases. And
dysphagia, a common symptom in CNS diseases, causes nutritional failure. Therefore we investigated dysphagic
patients with CNS diseases from a viewpoint of nutritional conditions in order to clarify the effect of nutritional
therapy.
Methods: 23 cases were referred to our dysphagia and nutrition support team. We estimated their total energy
expenditure (TEE) individually, and suggested suitable nutrition plans to their attending doctors. Then we analyzed
the change of nutritional status between before and after our inventions.
Results: More than 30% of patients were given insufficient meal which had less than 80% energy from their TEE. So
we calculated and suggested nutrition plans, and almost all patients’ energy administration amounts were corrected. Nutritional parameters of the patients did not change in general, but serum albumin concentration was elevated significantly.
Conclusions: Among various nutritional parameters, serum albumin is known as a significant prognostic factor in
cerebrovascular disorder which forms a major part of CNS diseases. So this results sugest that nutrition therapy
may lead better prognoses in CNS disease patients.
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はじめに

率 %IBW）、貯蔵エネルギー（年代性別標準の上腕三
頭筋部皮下脂肪厚に対する実測皮下脂肪厚の百分率

脳神経疾患では嚥下障碍をはじめ、意識障碍や認知機

%TSF）、貯蔵蛋白（年代性別標準の上腕部筋周長に対

能障碍などから摂食機能障碍を来たすことが多い。摂食

する実測筋周長の百分率 %AMCおよび同筋断面積に対

機能障碍を生じれば、栄養障碍は必発である。入院症例

する実測筋断面積の百分率 %AMA）、流通蛋白（血清ア

自体、健常者と比べ、栄養リスクが高まっていることが

ルブミン濃度 Alb）および細胞性免疫能（末梢血リンパ

知られているが、嚥下障碍例があればリスクは更に高ま

球数 TLC）の6項目によって行なった。入院時及び介入

るものと思われる。そのため、経静脈や経管による補助

終了時に計測を行ない、表1）の通り各項目の栄養リスク

栄養などを用いて適切に栄養管理を行なう必要がある。

を数値化し、数の大きい順に並べた2番目の値（443221

更に、脳神経疾患の中で最多である脳卒中では、栄養

ならば4、433211ならば3）をその症例のその時点の栄
養リスク指数とした。

状態の低下が生命予後や機能予後に影響するとの報告も

エネルギーの投与必要量についてはHarris-Benedict

あり、栄養管理の重要性が高い。

の式で求めた基礎代謝に活動係数1.0、ストレス係数1.2

我々は嚥下障碍を伴う脳神経疾患例に対し栄養介入を

を乗じて求め、実投与量との比較を行なった。

行ない、栄養リスクの低減を試みたので報告する。

介入前後でのエネルギー投与量と栄養状態の変化を調
対象と方法

べた。
統計にはJMP10を用い、危険率5%未満をもって有意
とした。

対象は脳神経疾患にてA病院に入院中、嚥下障碍の
ため4週以上嚥下および栄養について介入を行なった23

結

例。介入期間は29 〜 141日（平均68.6±35.4日）であっ

果

た。性別は男性15例、女性8例。年齢は55 〜 89歳（平
1. 介入によるエネルギー投与状況の変化

均74.8±10.6歳）
。原疾患は脳梗塞14例、脳内出血8例、

介入開始時点と終了時点でそれぞれエネルギー投与必

脳挫傷が1例であった。

要量を算出し、実投与量と比較した。その結果、エネル

STによる嚥下訓練を行ないつつ、栄養評価を行ない、

ギー投与量が必要量より20％以上不足していた、著明

栄養投与量の過不足を是正した。

投与不足例は開始時点では7例30.4％に上ったが、介入

栄 養 評 価 はprotein-energy malnutritionの リ ス ク 評
価と し て、 体 重（ 理想体重に対する実測体重の 百 分

終了時点では1例のみに減らすことが出来た。（図1）

表 栄養状態指標のリスク分類

図1	介入開始時と終了時におけるエネルギー投与量20％以
上不足例の割合
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2. 介入による栄養状態の変化
介入開始時と終了時の栄養指数を比較したところ、終
了時の栄養指数は開始時の栄養指数と有意に一致してお
り、介入前後での変化を認めなかった。
（Fisherの直接
法 p = 0.0006）
（図2 ）
栄養リスク指数を2以下の低リスク群と3以上の高リ
スク群に分けると、介入開始時、終了時のいずれにおい
ても、低リスク群で高リスク群に比べ、入院後介入開始
までの日数が有意に長いことがわかった。（Wilcoxon検

図4	介入終了時栄養低リスク群と高リスク群における入院後
介入開始までの日数
定 それぞれ p = 0.0284, p = 0.0305）（図3, 4）
3. 介入による血清アルブミンの変化
介入開始時と終了時の血清アルブミン濃度を調べたと
ころ、介入開始時より終了時で有意に血清アルブミン濃
度が上昇していた。（Wilcoxon検定 p = 0.0263）（図5）

図2

介入開始時と終了時における栄養リスク指数の変化

図5

介入開始時と終了時における血清アルブミン濃度

考

察

入院患者は健常例や通院例と比べて栄養リスクが高
図3	介入開始時栄養低リスク群と高リスク群における入院後
介入開始までの日数

まっている2）が、低栄養状態では疾病・傷病の治癒が阻
害され、合併症発生のリスクも高まる3）ことが知られて
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おり、近年栄養サポートチームの活動が全国的に盛んに

養投与の補正を行うことによって血清アルブミン濃度の

行われている。

上昇を認めたことから、嚥下障碍を伴う脳神経疾患例に

特に、
嚥下障碍例では経口摂取に支障をきたしており、
4）

低栄養が生じやすい 。その上、
「摂食非自立例では自

対する栄養介入が生命予後や機能予後の向上に寄与しう
る可能性が示唆されたものと思われた。

立例と比べ、入院9週目の精神活動、身体活動、移乗、
まとめ

失禁、一般状態が有意に不良」との報告5）もあり、栄養
状態の低下がひいては機能予後にも悪影響を与える可能
性が考えられている。

嚥下障碍を伴う脳神経疾患例に対し、嚥下リハビリ

そのため今回は、栄養介入のない状態での栄養投与の

テーションと同時に栄養介入を行なった。

現状と、
その補正が栄養状態にもたらす影響を調査した。
その結果、嚥下障碍例では3割以上の例で明らかに栄

介入開始時には3割以上の例で明らかな栄養投与不足
を認めたが、終了時点には投与不足例を1例のみに減ら

養投与が不足していることがわかった。嚥下障碍例では

すことができた。

経口のみで不足な栄養を補助栄養で補うことが必要だ

約2ヶ月程度の介入により、栄養状態の全体を改善す

が、その時々の喫食量は一定ではなく、きめの細かい観

ることは出来なかったが、血清アルブミン濃度は有意に

察に基づく頻回の栄養計画の見直しが要求される。栄養

上昇を認めた。

介入前はこれがなされていなかったものと思われた。栄

栄養状態不良例は良好例と比べて有意に入院後介入開

養介入により、栄養投与の是正を勧告したところ、ほと

始までの期間が延長しており、入院早期の栄養介入開始

んどの例で適正化が行われたことから、我々の栄養介入

が必要と考えられた。

が嚥下障碍例の栄養管理に有用であることが考えられ
文

た。
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