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ERASとは？ 

ヨーロッパ静脈経腸栄養学会（ESPEN）
を中心としたグループが提唱 

 

術後回復に役立つ管理のうち、エビデン
スがあるものを組み合わせ、さらに迅速
な回復を目指したプロトコル 
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前日 当日 POD1 POD3 POD4 

絶飲食！午前中に
ニフレック・・ 

管がたくさん 

やっと流動食。 
通常食はPOD５ 

 退院はPOD 7－10。 

当院結腸切除のクリニカルパス 



従来の周術期管理では、患者にとって重
い負担が生じていた。 

 

患者の負担を減らし、早期回復、入院期
間の短縮を目指せないか？ 

 

 

 

      新しい管理の模索 



Is Early Oral Feeding Safe After Elective Colorectal Surgery? 
A Prospective Randomized Trial         

                  Ann Surg 1995; 222: 73-77. 

 開腹術後、早期経口摂取をすることは安全か？ 
• Single center (America Cleveland Clinic) 

• prospectively randomized , 1992〜1994年 

• 開腹結腸切除を受ける161名  

            early feeding群 (POD1で飲水、続く24-48時間後に通常食) 

          regular feeding群 (排ガスまで絶飲食、その後飲水)          を比較  

早期経口摂取をしても、 
合併症・入院期間などに差なし 



A Clinical Pathway to Accelerate Recovery After 
Colonic Resection           

                                                  Ann Surg 2000; 232: 51–57 

 周術期ケアプログラムを行うと、早期退院は可能になるか？ 

• Single center (Denmark Hvidovre University Hospital) 

• Prospective Observational Study , 1998年 

• 開腹結腸切除を受ける60名 

• 特別な周術期ケアプログラムを行い、早期退院(48時間)を目指す 

Ｖ Ｖ 

Ｖ 

Ｖ 

ASAⅢ－Ⅳが多い 



ASAⅢ－Ⅳの患者でも 
合併症の頻度は変わらず 
早期退院が可能であった 

ケアプログラム 
術前：情報提供 
   蛋白質含有水の摂取 
   緩下薬の投与 
術後：2時間で体を起こす 
   飲水開始 
   十分な鎮痛 
   通常食の摂取 
   尿道カテの抜去 
       …など  



Functional Recovery After Open Versus Laparoscopic 
Colonic Resection 
A Randomized, Blinded Study          
                                                                                                              Ann Surg 2005; 241: 416-423 

 術式によって機能回復・入院期間に差はあるか？ 

• Single center (Denmark Copenhargen University Hospital) 

• Randomized, Blinded Study, 1999〜2001年 

• 結腸切除を受ける60名 ⇒ 開腹群と腹腔鏡群に振り分け 

• 両群ともに、周術期ケアプログラムを施行して機能回復、早期退院を目指す 

Ｖ Ｖ 



ケアプログラムを行うと、 
術式によらず機能回復し、 
早期退院可能であった 

消化管・運動・肺機能など：差なし 
睡眠のみ差あり 

Ｖ 

実線：開腹群 
破線：腹腔鏡群 

動作 睡眠 

入院期間：差なし 



経口摂取を早期に開始しても問題ない 

術式によらない 

周術期ケアプログラムを行えば、ASAⅢ
－Ⅳの患者でも早期退院が可能 

早期機能回復が期待できる 

 

 

 

   ERASプロトコルの発表 



 目的：結腸手術患者の早期回復力強化 

 術前、術中、術後にわたり17要素の介入について,コンセンサスを示した 
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術前①：腸管処置 

経口腸管洗浄剤 

• Polyethylene glycol (PEG) 

• 腸管での電解質組成と等張 

• 1日2-4 Lを摂取 

 健康な12人の男性（平均60歳）に飲ませてみると・・・ 

• 耐運動能が平均9％低下。体重が1.2㎏減少。血漿浸透圧が上昇。 

• 血中Ca、Kが低下。 

                                            Physiologic effects of bowel preparation.     

                                                 Dis Colon Rectum. 2004; 47: 1397-1402 



Efficacy of mechanical bowel preparation with polyethylene 
glycol in prevention of postoperative complications in elective 
colorectal surgery: a meta-analysis        
                                                               Br J Surg  2002; 89: 446-53. 

 術前腸管処置は術後の合併症を予防しているのか？ 

• meta-analysis 

• MEDLINE,EMBASE,Cochrane Libraryからrandomized controlled trialsを収集 

• Polyethylene glycol (PEG) で術前処置をしたグループ 

   術前処置をしなかったグループ           を比較 

 5 RCTs  n= 1,147 



 腸管処置あり  腸管処置なし 

SSI 

リーク 

死亡率 

入院期間 

PEGによる腸管処置をしなくても、創感染・リーク発生・
死亡率・入院期間に差はなかった。 



術前①：腸管処置 

 

 Consensus 

• ルーチンの術前腸管処置をするべきではない。 



術前②：絶飲食 

 絶飲食時間を推奨するのみ。 

 炭水化物含有水の摂取については言及していない。 



 ERASプロトコルでは、術前に炭水化物含有水を摂取するようす
すめている。 

 

 「前夜に800ml,当日2-3時間前に400ml飲んだら、患者の飢餓
感、不安が減り、術後のインスリン抵抗性も減少した。」 

 

 

• A carbohydrate-rich drink reduces preoperative discomfort in 
elective surgery patients.  

 

 

• Preoperative oral carbohydrate treatment attenuates immediate 
postoperative insulin resistance.  

Am J physiol Endocrinol Metab. 2001; 280: E576-83. 

Anesth Analg. 2001; 93: 1344-50. 



 術前の経口炭水化物摂取(CHO)は効果があるのか？ 

• Meta‐analysis 

• PubMed, Cochrane Library, EMBASEなどからrandomized controlled 
trialsを収集 

• 22RCTs 

• Outcome：血糖の変化、血中インスリン濃度、インスリン感受性、胃pH、
入院期間、ICU滞在期間、術前の口渇感、不安、術後の嘔吐、誤嚥など 

 

 

 

 

 

 

 CHO群はプラセボ群と比較し、インスリン抵抗性が減少していた。 

 しかし、このMeta-analysisでは、十分な有効性が示されるまで
には至らなかった。 

 さらなるRCTが必要である。 

Preoperative carbohydrate loading for elective surgery: 
a systematic review and meta-analysis        
                                                                  Surg Today. 2012; 42: 613–624. 

  



術前②：絶飲食 

 Consensus 

• 手術2時間前までのクリアウォーターの摂取、6時間前

までの固形物の摂取をすすめる。 

• 経口で炭水化物含有の水を摂取するべきである。 

  （現在有効性ははっきり証明されていない。） 

 



Epidural local anaesthetics versus opioid-based analgesic 
regimens for postoperative gastrointestinal paralysis, PONV 
and pain after abdominal surgery (Review)       
                                                  The Cochrane Library Published Online: 8 OCT 2008 

 硬膜外麻酔と、オピオイドによる鎮痛が、腸管麻痺やPONVに
与える影響は？ 

• review 

• MEDLINE,EMBASEなどからrandomized controlled trialsを収集 

• 腹部手術を受ける患者 (胆嚢、胃、結腸、直腸、子宮など) 

• 局所麻酔薬による硬膜外麻酔の群 

   オピオイド (全身または硬膜外) を使用する群    を比較 

• Outcome:術後ガス排出までの時間、便排出までの時間、鎮痛薬の追加、
吐気、嘔吐、手術・麻酔に伴う合併症 

 

 

術中①：麻酔方法 



局所麻酔薬による硬膜外麻酔群は、オピオイド使用群より
も、術後の腸管機能改善が早い。 

局所麻酔薬のみ オピオイドあり 
排便までの時間 



局所麻酔薬とオピオイドを組み合わせた硬膜外麻酔は、術
後鎮痛として有効である。 

局所麻酔薬のみ 局所麻酔薬＋ 
オピオイド併用 VASスコア 



術中①：麻酔方法 

 Consensus 

• 長時間作用型のオピオイドの使用は避けるべきである。 

• 局所麻酔薬による硬膜外麻酔を用いると、腸管の機能

回復が早くなる。 

• 少量のオピオイドと局所麻酔の併用は、術後鎮痛とし

て有効である。 



術中②：輸液管理 
Effects of Intravenous Fluid Restriction on Postoperative 
Complications: Comparison of Two Perioperative  Fluid Regimens 
A Randomized Assessor-Blinded Multicenter Trial       
                                                                                      Ann Surg. 2003; 238: 641-648 

 周術期の輸液負荷は術後の合併症と関連があるか？ 
• Multi center (Denmark) 

• Randomized Assessor-Blinded Trial, 1999〜2001年 

• 結腸切除を受ける172名 

• 周術期輸液を2つのレジメン(R/S)に分けて管理 

• Primary outcome:合併症  Secondary outcome:死亡率、副作用 





 ↑：輸液量、体重増加が多くなると、合併
症の頻度が増加した。 

 

 ↓：標準群(S)に比較し、制限群(R)では
術後の合併症(縫合不全、心合併症)が減少
した。 

 

合併症頻度 輸液量 

体重変化 



術中②：輸液管理 

 Consensus 

• 輸液が過剰であると、術後の合併症が増加する。 

• 経口飲水ができるようになれば、早期に点滴は

中止する。 



術後①：術後鎮痛 
 「硬膜外麻酔を用いると、肺合併症を減らすことができるが、

他の合併症を減らしたり、入院期間には影響しない。」 

 

• The comparative effects of postoperative analgesic therapies on 
pulmonary outcome: cumulative meta-analyses of randomized, 
controlled trials. 

 

 

 「小手術においては、NSAIDｓとアセトアミノフェンを組み合
わせると有効な鎮痛となる。」 

 

• Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in 
postoperative pain management: a qualitative review. 

Anesth  Analg. 1998; 86: 598-612. 

Br J Anaesth. 2002; 88: 199-214. 



術後①：術後鎮痛 

 Consensus 

• 胸部硬膜外麻酔を２日継続する。 

• アセトアミノフェン (4g/day) を使用するとよい。 

• 硬膜外麻酔を抜去した後は、NSAIDsを使用する

とよい。 



術後②：栄養管理 
Early enteral feeding versus “nil by mouth” after gastrointestinal 
surgery: systematic review and：metaanalysis of controlled trials       
                                                                  BMJ. 2001 ; 323: 773.  

 絶食と早期経口摂取を比較すると、術後経過で差はあるか？ 
• Meta-analysis 

• Cochrane,Pubmedなどからrandomized controlled trialsを収集 

• 消化管手術患者   11 RCTs     n=837 

• Outcome：縫合不全、創部感染症、肺炎、腹部膿瘍、入院期間、死亡率 

• 早期経口摂取で入院期間が減少した。 

• 縫合不全、死亡率、肺炎などは有意差
がなかった。 

 

• 絶食にしておいても有益なことはない。 



Randomized clinical trial of the effects of preoperative 
and postoperative oral nutritional supplements 
on clinical course and cost of care       
                                                                  BJS 2004; 91: 983–990.  

 経口補助栄養 (ONS) を摂取すると利点はあるか？ 

• Multi center (United Kingdom) 

• randomized clinical trial, 2001年 

• 下部消化管手術を受ける患者152人 

• 術前、術後それぞれにONS投与を受けるか、4グループに分けて比較 
• Outcome：体重変化、合併症、入院期間、栄養摂取、身体計測、QOL、医療費 



• ONSを術前から摂取していると、
体重減少が抑えられた。 

 

• ONSを術後摂取していると、
minorな合併症が減少した。 

• ONSの摂取の有無で、majorな
合併症や入院期間などには差は
みられない。 

• 医療費には差はみられない。 

• ONS 
SS：術前○ 術後○ 
SC：術前○ 術後× 
CS：術前× 術後○ 
CC：術前× 術後× 



術後②：栄養管理 

 Consensus 

• 術後早期に経口摂取を始めるべきである。 

• 通常の食事が達成されるまで、経口補助栄養

(ONS)を併用することが推奨される。 
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The enhanced recovery after surgery (ERAS) pathway for patients 
undergoing major elective open colorectal surgery: A meta-analysis 
of randomized controlled trials      
                                                             Clinical Nutrition 2010; 29: 434–440 

 ERASプロトコルは実際に有効か？ 
• Meta-analysis 

• MEDLINE、Embaseなどから、randomized controlled trialsを収集 

• 6RCTｓ n=452 

• ERASプロトコルと、通常の周術期ケアを比較 

• Outcome：入院期間、合併症、再入院、死亡率 

 ERASプロトコル17要素のうち、施行していたのは4－12要素。平均9要素。 



入院期間 

合併症 

ERAS群 通常群 



死亡率 

ERASプロトコルを行うと、入院期間、合併症は減少した。
再入院率と死亡率は変化なかった。 

再入院率 

ERAS群 通常群 



Adherence to the Enhanced Recovery after Surgery Protocol and 
Outcomes after Colorectal Cancer Surgery      
                                                            ARCH SUR. 2011; 146: 571-577. 

 ERASプロトコルの要素を取り入れていくと入院期間、合併症が
減少する。 

 

 ERASの要素をなるべく多く遵守すると予後を改善するか？ 

 

 

• Single center (Ersta Hospital, Sweden) 

• prospective cohort study  

• 大腸癌手術を受けた患者953人 

• 前半 464人:2002-2004年  

   後半  489人:2005-2007年 (遵守率をup)  の２群間を比較 

• Outcome:合併症、入院期間、死亡率、再入院率 

 



 ←後半の群では、ほとんどの項
目で遵守率を上げている。 

 

 後半の群では、有症状率が低下し、
早期退院が多くなっている。 

 



遵守項目が多い後半群ほど、イレウスや心合併症が減少。 
罹患率、再入院率も有意差がみられた。  



 ERASプロトコルで管理された患者の満足度はどうか？ 
•  Medline, Embase and PubMed databases and the Cochrane 

• From 1990 to February 2009 

 

 

 「ERASプロトコルを行った群と、従来の術後ケアを受けた群で
満足度を比較した。痛みや、疲労感についてはERASプロトコル
群で満足度が高くなった。その他は大きな違いはみられなかっ
た。」 

                                                  

Quality of life and patient satisfaction with enhanced recovery 
protocols   
                            Col Dis. 2010; 12: 1175-82. 

ERASを行うことは、患者にとって不利益とならない。 



 ERASプロトコルを取り入れると医療コストはどうなるか？ 
• Single center (New Zealand) 

• 結腸切除の患者50名, 2005-2007年 

• 上記をERASプロトコルで管理し、従来管理の50名(2004-2005年) と比較 

• Outcome：コスト 

 

 「ERAS群 16052.35NZ$    control群 22929.74NZ$であっ
た。」 

                                                  

ERASプロトコルをすると、医療コストは減少した。 

A programme of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) is a cost-
effective intervention in elective colonic surgery  
                                                             New Zealand medical journal. 2010; 123: 61-70 
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ガイドラインの修正・追加 

 新たな項目として、 

• preoprerative optimisation:嗜好品の中止 

     飲酒、喫煙を手術4週間前から中止する 

• postoperative analgesia:術後鎮痛 

     腹腔鏡手術でTAPブロックの言及 

• postoperative glucose control:高血糖予防 

     インスリン注射を含めた血糖コントロールの推奨 

 

 

 各項目について、エビデンスレベルをhigh、moderate、low、very 
lowの4段階で評価、推奨度をStrong、Weakの2段階で示している。 



 膵頭十二指腸切除術、直腸/骨盤内手術についてのERASプロト
コルをあらたに発表した。 

 

 

 Guidelines for Perioperative Care for 
Pancreaticoduodenectomy: Enhanced Recovery After 
Surgery (ERAS®) Society Recommendations 

 

 Guidelines for Perioperative Care in Elective Rectal/Pelvic 
Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) 
Society Recommendations 

 

 



ERASの広がり 
 ガイドラインに示された以外に、上部消化管（胃・食道）、産

婦人科領域、整形領域、血管外科などで、早期退院を目指し、
それぞれのERASプロトコルが模索されている。 

 

 アメリカにおいて、心臓血管外科手術を中心に広まったfast 
track surgeryの考え方とほぼ同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhanced recovery after vascular surgery: protocol for a 
systematic review      
                                                           Syst Rev. 2012; 1: 52. 

 心臓血管外科領域においても、ERASプロトコルを導入すると？ 

• EMBASE,Cochrane からコントロールトライアルを収集(2012年6月まで) 

• Primary outcome ：入院期間、合併症の減少率、患者の満足度 

• 現在研究がすすめられている。 



ERASの問題点 

ヨーロッパと日本の医療事情が異なる。 

 

早期経口摂取や、早期退院を目指すことで、
患者に負担を生じたり、満足度が損なわれる
可能性がある。 

 

周術期を管理する集中治療、麻酔科、外科、
看護、リハビリテーションなど多部門の協力
が必要不可欠である。 

 



まとめ 

ERASプロトコルが浸透し、大規模なスタ
ディーにおいて良好な結果が得られている。 

 

日本でもこれから広まっていくと考えられ、
周術期管理に携わるものとして、念頭におい
ておく必要がある。 

 

 

 

 


