
月刊ナーシング　Vol.33 No.2 2013.2　99 

脳卒中の栄養管理
2012年11月6〜7日，茨城県つくば市で第43回日本看護学会 成人看護Ⅱ学術集会が開催さ
れた．「決してあきらめない　看護の知と技への挑戦」をテーマに，小惑星探査機「はやぶさ」
のプロジェクトマネージャ川口淳一郎氏による特別講演や，高齢者研究に長らく取り組ん
できた東京大学高齢社会総合研究機構の秋山弘子氏による教育講演，慢性疾患領域でのチ
ャレンジをテーマにした特定看護師（仮称）業務試行事業実施施設による報告とパネルディ
スカッションなど，看護の役割と可能性を改めて問う，有意義な学術集会となった．
ランチョンセミナー「脳卒中の栄養管理」（協賛：株式会社 明治）では，脳外科医・脳卒中医で
ある三原千惠氏が，脳卒中の病態から栄養管理方法までを楽しくわかりやすく解説し，反
響をよんでいた．当日の講演内容のダイジェストを紹介する．

脳卒中とは，脳・卒（突然，卒然）・中（中
風，中気＝邪気，邪風）という意味で，大
きく出血性脳卒中と虚血性脳卒中に分類
される（図 1 ）と三原氏は解説する．出血
性脳卒中は，脳出血とクモ膜下出血に分

かれる．一方，虚血性脳卒中のなかの脳
梗塞は血管がつまることを意味し，大き
な血管がつまるタイプの脳塞栓症と，小
さな血管がつまるタイプの脳血栓症があ
るという．

脳出血，くも膜下出血，脳梗塞は 3 大
脳卒中といわれるが，発症数は経時的に
変化している．戦後間もない時期は脳出
血の発症が多く，高度経済成長期に脳出
血と脳梗塞の発症数が同等になり，その
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図1　脳卒中の分類と治療

◦ 大きな出血：全身麻酔による開
頭，血腫除去術

◦ 中くらいの出血：局所麻酔によ
る定位脳手術（吸引）

◦ 基本的な保存的療法：血圧コン
トロールなどで経過観察
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外科的治療＝再出血の予防
・開頭手術（クリッピング術）
・血管内治療（コイル塞栓術）

保存的療法
・ 再出血の予防 
（安静，血圧コントロール）

・ 脳血管攣縮の予防，治療 
（薬剤，循環血液量の維持など）
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急性期の治療（1〜2週間）
①脳に血液が行かなくなり細胞が死滅する
　→ 数分で死滅するため，間に合わないことがある
②積極的な血栓溶解（t-PA）
　→4.5時間以内，最適な条件が必要
③周囲の弱った細胞を助ける
　→ 一般的に6時間以内なら間に合う
④特殊な治療
　→ 血流確保のための血行再建術，後出血の危険

慢性期の治療（再発予防）
①血栓予防薬（内服）
・ 抗血小板薬（アスピリン，チクロピジン塩酸塩， 

シロスタゾール，クロピドグレル塩酸塩）
・抗凝固薬（ワーファリン）
②血行再建術
・頸動脈内膜切除術（CEA）
・バイパス術（STA-MCA吻合）
③危険因子の治療，検査
・高血圧，糖尿病，脂質異常症，肥満など
・不整脈
・身内（三親等内）に脳卒中の家族歴がある場合は要注意

脳梗塞の
治療

比較的太い血管が詰まる
心臓（不整脈）や頸動脈から血栓が飛ぶ

そのほか
無症候性脳梗塞など

比較的細い血管が詰まる
動脈硬化によって起こる
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後は徐々に脳出血が減少し，脳梗塞が増
加する傾向にあるという．
「脂質代謝異常などが起こると脳梗塞が

増えます．しかし，くも膜下出血の場合，
原因のほとんどが脳動脈瘤という血管の
異常ですから，食事や血圧にあまり左右
されません．CT検査やMR検査の普及に
より発見率がすこし上がっていますが，
全体の発症率はあまり変わらないという
のが一般的な見方です」

亜急性期からの栄養強化が重要

三原氏は，脳卒中の怖さは後遺症にあ
ると改めて指摘する．完全自立まで回復
するのは約 4 割で，それ以外は装具や車
椅子を必要としたり，寝たきりとなるこ
ともある．栄養管理に関係する後遺症（表

1 ）には意識障害と神経障害があり，神経
障害の場合，意識はあっても嚥下障害，
片麻痺，同名半盲，失語症，失認などが
食事摂取に影響を及ぼす．
「そのため，私たち医師は脳を助けるた

めに，急性期の約 1 週間はさまざまな治
療を行います．とくに，発症後 4〜 5 時
間以内の治療がその後に大きく影響する
ため，たいへん重要です」

亜急性期を経て発症後約 1か月を経過
すると，療養病棟や在宅への移行時に，
PEGなどによる経腸栄養を検討するの
が，これまでの一般的な栄養管理の流れ

（図 2 ）だった．しかし，最近は急性期か
ら栄養管理について検討し，亜急性期の
リハビリ期間中に栄養強化を実践する傾
向にあるという．

栄養評価を経て，静脈栄養（末梢静脈栄
養，中心静脈栄養），経腸栄養（経鼻胃管，
胃瘻または腸瘻），経口摂取を選択するわ
けだが，末梢静脈栄養の場合，水，電解質，
糖質液が中心になるため十分な栄養を得
ることが難しいという．
「 1週間以上経過したら，中心静脈栄養

ですこし濃いめの高カロリー輸液を投与
することが推奨されます．アミノ酸，グ
ルコース，ビタミン，ミネラル，微量元
素もしっかり入れます．そうすると，浸
透圧が 700mOsm/kg以上でもなんとか
血管炎を起こすことなく投与できます．
ただし，長期間になるとカテーテル血流
感染のリスクがあります．やはりどんな
にがんばってきれいにケアしても，1〜3
か月経過すると，感染を防ぐことが難し
くなります．そのため，経腸栄養がよい
といわれています．胃腸を通る生理的な
ルートであることも大きなメリットです」

昨今，ヨーグルトの乳酸菌やビフィズ
ス菌などで腸内環境を整えることが一般
的にも注目されているように，腸管粘膜
における免疫機構の活用はとくに奨励さ
れているという．そのため，早期の経腸
栄養投与がASPEN，ESPEN，JSPEN
などにおいて世界的にも推奨されている．

表1　栄養管理に関係する後遺症

●意識障害
・遷延性（植物状態）
・一時的

●神経障害
・嚥下障害
・片麻痺
・同名半盲
・失語症
・失認

食べられない

食べることが難しい

食べられない，
食べることが難しい

誤嚥

図2　脳卒中における栄養管理方法の実際

↑※実際は5日目くらいから経腸栄養を開始する場合もある

発症 2，3日目 約1週間後 約1か月後

病期（時間の流れ）
急性期

（脳の治療）

糖質・電解質輸液中心
1,500〜2,000mL/日

脳圧降下薬
血栓溶解薬

脳保護薬　など
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（リハビリ）
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（リハビリ，臥床）

軽症
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重症

内服薬への移行

静脈栄養
（PPN）

脳の治療

栄養管理方法

静脈栄養（TPN） 経腸栄養

経口摂取またはPEG

経口摂取（徐々に形態をアップ）

経腸栄養

ASPEN：American Society for Parenteral and Enteral Nutrition，米国静脈経腸栄養学会
ESPEN：The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism，欧州静脈経腸栄養学会
JSPEN：Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition，日本静脈経腸栄養学会
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「経腸栄養は口を通さないため，嚥下障
害があっても使用可能です．腸疾患のあ
る脳卒中患者さんは非常に少ないので，
基本的に重症の消化管疾患を合併してい
なければすぐに使えます．“急性期は脳圧
が上がることがあり，吐いたりして危な
いからできない”といわれますが，いま
はよいカテーテルがあるので，十二指腸
か空腸まで進められれば，早期から投与
可能です．脳浮腫があっても，病状が落
ち着く 3 日目ころから少量ずつ経腸栄養
を開始することを推奨しています」

軽症の場合は 3 日目から経口摂取を，
中等度の場合は胃または腸管までカテー
テルを進めて経腸栄養を開始し，重症者
の場合はTPN5 日目くらいから積極的な
治療の開始が目安になるという．

経鼻胃管は不快感が強い

経腸栄養は，経鼻胃管と胃瘻に分かれ
るが，嚥下が難しい場合は間欠的口腔食
道栄養法（IOE）や，首から食道にルート
をとる経皮経食道的胃管挿入法（PTEG）
という方法もある．胃が使用できない場
合，腸瘻（PEJ）やPEGを介して腸にチュ
ーブを挿入するPEG-J，JETPEGも選択
できるという．

経鼻胃管の場合は挿入留置が比較的容
易で，家族の同意も得られやすいこと，
チューブも低価格で使いやすいことなど
のメリットがあるが，意識のある患者に
は，嚥下しづらく不快感が強いため，自
己抜去の頻度が高い．また，長期間の留
置で鼻咽腔に潰瘍が形成されたり，逆に
逆流性食道炎や誤嚥性肺炎を起こすリス
クもあり，介護老人保健施設や長期療養
型の施設で受け入れられないことも多い．

一方，PEGは局所麻酔下で造設ができ，
患者の不快感も少なく自己抜去しにくい
こと，また，誤嚥や逆流も少ないなどの
メリットがある．さらに，経鼻胃管はカ
テーテルを 2 週間に 1 回入れ替えるが，

PEGの場合は内部ストッパーがバンパー
型であれば年に 2〜 3 回ですむというメ
リットもあげられるという．

栄養剤は
水と電解質のバランスが重要

栄養剤は医薬品と食品に分けられるが，
組成にそれほど違いはない．消化吸収は
成分栄養剤が最もよく，次に消化態栄養

剤，半消化態栄養剤と続き，一般に 8〜
9 割使われているのが半消化態栄養剤だ
という．また，一般的な組成の栄養剤以
外にも，病態別栄養剤がある．栄養剤の
投与において注意すべきは脱水や電解質
異常といった代謝性合併症だ．
「脳卒中の高齢患者さんの大半に片麻痺

があり，片麻痺の場合は廃用性の筋萎縮
がみられます．また，骨格筋が非常に早

表2　「明治メイバランスR」の組成と組み合わせ例

熱量（kcal） 300 300 400

水分（mL） 400 500 500

ナトリウム（mg） 591 787 787

Na（mEq/L） 57.5 62.5 60.9

食塩換算量（g） 1.5 2.0 2.0

総量 447mL
（0.67kcal/mL）

547mL
（0.55kcal/mL）

562 mL
（0.71kcal/mL）

GREEN
（E300・W400）

BLUE
（E300・W500）

YELLOW
（E400・W500）

組み合わせ例

熱量
（kcal）

水分
（mL）

ナトリウム
（mg）

食塩換算量
（g）

タンパク質
（g） 1日の組み合わせ例

800 1,000 1,574 4.0 32

900

1,200 1,773 4.5 36

1,300 1,969 5.0 36

1,400 2,165 5.5 36

1,500 2,361 6.0 36

1,000

1,300 1,969 5.0 40

1,400 2,165 5.5 40

1,500 2,361 6.0 40

1,100
1,400 2,165 5.5 44

1,500 2,361 6.0 44

1,200 1,500 2,361 6.0 48

YELLOW YELLOW

GREEN GREEN GREEN

GREEN GREEN BLUE

GREEN BLUEBLUE

BLUEBLUEBLUE

YELLOWGREEN GREEN

BLUEBLUE YELLOW

BLUE YELLOWYELLOW

YELLOWYELLOWYELLOW

BLUE YELLOWGREEN

YELLOWYELLOWGREEN

IOE：intemittent oro-esophageal tube feeding，間欠的口腔食道栄養法
PTEG：percutaneous trans esophageal gastrotubing，経皮経食道的胃管挿入法
PEG-J： PEG jejunostomy，経内視鏡的胃瘻腸瘻造設
JETPEG：jejunal tube through the PEG，経胃瘻的腸瘻
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く萎縮してしまうサルコペニアも高齢患
者さんによくみられます．片麻痺により
体動も少なくなるので，なおのこと筋萎
縮が進み，必要熱量は非常に少なくなり
ます」

三原氏は，体重 40kgの患者に必要な
エネルギー量の目安が 900〜 1,000kcal
であることを示し，通常の栄養剤にはナ
トリウムの含量が少ないため，低ナトリ
ウム血症を引き起こす危険があることを
指摘した．また，寝たきりの場合，排泄
が過剰になることが多いため，さらに塩
分が必要とされるという．
「臨床現場では，ナトリウムを追加する

必要がある患者さんが結構いらっしゃい
ます．その場合，分包した食塩を白湯に
溶いて薬や経腸栄養剤と混ぜずに単独で
投与するなど，手間がかかります．そこで，
そうしなくてもよいような，水と電解質
のバランスが非常によい栄養剤がありま
す」

三原氏が紹介した栄養剤は『明治メイバ
ランスR』で，水分・ナトリウム含量が多
めに設定されており，注水やナトリウム
添加の手間を軽減できるという．また，
エネルギー，水分，ナトリウムの分量が
異なる 3 タイプがあり，組み合わせて使
用することで 1 日あたりの必要エネルギ
ーとそれに応じた水分・ナトリウム管理を

行うことができるという（表2 ）．

口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防

嚥下障害は加齢による嚥下機能の低下
によっても起こるが，脳卒中では中枢性
神経疾患なども原因になるという（表3 ）．
日本人の死因として，肺炎が毎年上位に
あがっているが，9 割が嚥下機能や呼吸
機能，免疫機能の低下した高齢者といわ
れているという．

三原氏が勤務する日比野病院（広島市）
では，医師，看護師，歯科衛生士，言語
聴覚士，理学療法士，作業療法士の嚥下
チームで反復唾液嚥下テストや改訂水飲
みテスト，フードテストなどによる機能
評価を行っており，その様子を動画で紹
介した．
「むせない不顕性誤嚥はわかりにくく，

嚥下反射と咳嗽反射がない場合は要注意
です．また，誤嚥性肺炎を予防する口腔
ケアが大切です．食べていない人のほう
が唾液が少ないので口腔内が汚れている
のです．口腔ケアは従来， “自分でできな
いからやってあげる”という口腔清掃の
意味合いが大きかったのですが，最近は
口腔機能の維持・向上・回復を含め，広く
口の健康をみることとなっています」

続いて，同院の嚥下造影検査（VF）の
様子を紹介した．患者の家族にも説明し，

NSTとともに別室で誤嚥と咳嗽反射を
“見守る”といい，患者や家族もチームの
一員であるという考え方を示した．

食べるためのPEG

「昨今，PEGによる延命治療の是非が
問われていますが，PEGを造設したら食
べられないということではありません．
経口摂取の不足分を補うためにPEGをつ
くる患者さん，あるいは一度PEGをつく
ってもそこから訓練をして経口摂取を目
指す患者さんは非常に多いのです」と三原
氏は実情を語る．延命治療のためのPEG
でなく，経口摂取とPEGを併用する“食
べるためのPEG”の実施を推奨した（表
4 ）．
「PEG造設時には必ず嚥下機能検査をし

て食べられるか食べられないかをみます．
その後，嚥下リハビリを行って再検査を
します．すこしでも食べられるようにな
るために，PEGも躊躇せずに早めにつく
って，早く嚥下リハビリして，食べられ
たら抜きましょうという方針で実施して
います．早期にリハビリを進めて経口摂
取をスムーズにし，十分なエネルギーを
とるという意味での“食べるためのPEG”
は，医療者だからこそ実践できることな
のです．それぞれの専門知識を活かしな
がら，ぜひ進めてほしいと思います」

表4　経腸栄養におけるPEGの利用

1．完全経腸栄養症例（長期間経口摂取不可能）

・遷延性意識障害，下位脳神経障害，頸髄損傷
・頭頸部疾患，食道疾患

生きるための
PEG！（延命）

2．経腸栄養（PEG）と経口摂取の併用例

・経口摂取が不十分な症例
　　誤嚥性肺炎の危険性が高い
　　PEGから水分，栄養分を補う

・経口摂取訓練中の栄養投与
　　誤嚥の危険性が高いものはPEGから入れる

食べるための
PEG！

表3　嚥下障害を起こす病態

①器質的疾患
　口腔〜食道入口部までの腫瘍など

②機能的疾患
・中枢性神経疾患（脳血管障害，脳腫瘍，

頭部外傷，上部脊髄疾患など）
・末梢性神経疾患（下位脳神経障害，反

回神経麻痺など）
・変性疾患（アルツハイマー病，パーキ

ンソン病など）

③加齢による嚥下機能障害（高齢者）


