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はじめに 
• 近年、栄養の生理作用と臨床への効果を  
示す報告が増えてきた。 

 

• 重症患者にとって、                 
栄養は単なる「サポート」ではなく、      
「治療」と考えられるようになってきた。 

 いわゆる「医食同源」である！ 

 

• どの栄養素を、どうやって、いつ、どれだけ 
投与するべきかが、はっきりしていない。 

 

 



immunonutrition (immune-enhancing diet) 

  1990年代〜、スイス Novartis 社製 Impact、日本では味の素ファルマ販売 

  待機手術患者で、術後感染性合併症の減少、在院日数の短縮、医療費の削減 

  ところが、重症患者の予後改善効果なく、むしろ悪化！ 

  アルギニンがやり玉！・・・すでに全身の炎症反応が高まった状態へのアルギニン 

                   強化は炎症反応をさらに悪化させる懸念！ 

Immune-modulating diet 

  1997年発売の Abbott 社製 Oxepa 

  過剰な炎症を抑えるω -3脂肪酸、γ リノレン酸、抗酸化物質を強化 

Pharmaconutrition 

  代謝的な要求に応える以上の量の特定の栄養素を栄養剤とは別に投与 

  よって、栄養剤が投与不可能な状態の患者でも pharmaconutrition 可能 

  個々の患者の病態に応じて、必要な栄養素を必要なだけ必要なときに投与する 

  テーラーメイドだ！ 



代表的なpharmaconutrient 

• グルタミン      
 感染防御能維持、腸管バリア機能維持1) 

• アルギニン      
 非侵襲下で創傷治癒を高める 

• 脂肪酸       
 免疫反応や炎症反応に変化を及ぼす2) 

• 抗酸化物質      
 過剰な酸化ストレスによる組織障害を防ぐ 

1) Fukatsu K. Nutirition and gut immunity. Surg Clin North Am 
2) Wanten GJA. Parenteral lipids in nutritional support and immune modulation.  
       Clin Nutr 2009 ; 4 :13-7 



脂肪酸 

• ω-3 系脂肪酸          

炎症惹起作用が弱く、免疫能を増強する
 docosahexaenoic acid (DHA) 
 eicosapentaenoic acid (EPA) 

 

• ω-6 系脂肪酸           
炎症反応を惹起し、免疫能を低下させる 
 (γ-linolenic acid)     
 Arachidonic acid     



ω-3、ω-6系脂肪酸は共通の代謝経路を持っている 

→それぞれの割合で作用は調節される 

Dietary Therapy for Preventing and Treating Coronary Artery Disease 
Am Fam Physician.1998 Mar 15;57(6):1299-1306. 



抗酸化物質 

• ビタミンC、ビタミンE     
 外傷患者への経静脈投与で、多臓器不全の

 発生率の減少、人工呼吸管理期間と 
 ICU在室日数の短縮１） 

 

• セレン、亜鉛、マンガン、鉄など  
 感染性合併症発生率は変わらないが、 

 死亡率の有意な改善を認めた2） 

1) Nathens AB. Ann Surg 2002 ; 236 : 814-22 
2) Heyland DK. Intensive Care Med 2005 ; 31 : 327-37 



Should immunonutrition become routine in critically ill 
patients? A systematic review of the evidence. 

JAMA. 2001 Aug 22-29;286(8):944-53. 

いくつかの栄養素は、ヒトの免疫と炎症反応に影響を及ぼすことが示されている。  
これらの効果は、重症患者の臨床転帰の改善につながるかどうかは依然として不明である。 

目的：重症患者に対して、免疫増強栄養素を補足した経腸栄養と感染性合併症と 
       死亡率との関係を検討 

方法：1990年から2000年のMEDLINE、EMBASE、BIOSIS、およびCINAHLのデータベースを検索 
   326タイトルを抽出、内22の無作為化試験、合計2419人の手術後や重症患者に対して、 
   標準的な経腸栄養群と免疫栄養群との比較 

結果：・研究間の有意な異質性があったので、いくつかのサブグループ分析を検討 
   ・高アルギニン含有の栄養剤を用いた研究では、感染性合併症が有意に減少、 
    他の免疫増強食に比べて低い死亡率 
   ・手術患者の研究は、重症患者の調査と比較して感染性合併症発生率の有意な減少 
   ・重症患者の研究では、高品質スコアの研究は低品質スコアの研究に比べて、 
    死亡率の増加と感染性合併症発生率の有意な減少に関連していた 
 
結論：免疫栄養は感染合併症発生率が低下する場合があり、死亡率の優位性には関連なし 
    しかし、治療効果は、介入方法、患者特性、および研究の質によって異なった 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=ja&rurl=translate.google.co.jp&sl=en&tl=ja&twu=1&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11509059&usg=ALkJrhhgNYaMW8Z-M5mWDaRpb6UrCYge7g


Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, 
γ-linolenic acid, and antioxidants in patients with 

acute respiratory distress syndrome. 
Crit Care Med. 1999 ; 27 : 1409-1420 

Design : 前向き, 多施設間, 二重盲検, RCT 

 

Setting : 米国 5 つの大学病院の ICU 

 

Patients : sepsis/pneumonia, trauma, or aspiration injury が
 原因で ARDS となった 146 名 

 

Interventions :  持続投与、経腸栄養、最低 4-7 日間 

 介入群 ； EPA、GLA、抗酸化物質を含む経管栄養  

 対象群 ； 等カロリーの経管栄養 
 



Conclusions : 

酸素化の改善 

人工呼吸管理期間 短縮 

ICU 在室日数 短縮 

新しい臓器障害発生 減少 

生存率の改善は認めず 



Benefit of an enteral diet enriched with 
eicosapentaenoic acid and γ-linolenic acid in 

ventilated patients with acute lung injury.  
Crit Care Med 2006 ; 34 : 1033 - 8 

Design : 前向き、単施設、非盲検、RCT 

 

Setting : 大学病院の General intensive care unit 

  

Patients : acute lung injury の 100 名 

 

Interventions : 持続投与、経腸栄養、14 日間 

 介入群 ； EPA、GLA、抗酸化物質を含む経管栄養  

 対象群 ； ω-6 系脂肪酸を含む等カロリーの経管栄養 



Conclusions : 

酸素化の改善 

人工呼吸管理期間 短縮 

ICU 在室期間 変わらず 

生存の改善は認めず 

 

  



Effects of enteral feeding with eicosapentaenoic acid ,  
γ-linolenic acid, and antioxidants in mechanically 

ventilated patients with severe sepsis and septic shock.                            
Crit care med 2006 ; 34 : 2325 - 33 

Design : 前向き、二重盲検、RCT 

 

Setting:  3 施設（ブラジルの 3 次医療機関）の ICU 

 

Patients : severe sepsis and septic shock で人工呼吸管理を
 要する 165 名 

 

Interventions : 持続投与、経腸栄養、最低 4 日間 

 介入群 ; EPA、GLA、 抗酸化物質を含む経管栄養  

 対象群 ; ω-6 系脂肪酸を含む等カロリーの経管栄養 

  

 



Conclusions:  

酸素化の改善 

人工呼吸管理期間 短縮 

ICU 在室日数 短縮 

新しい臓器障害発生 減少 

有意な生存の改善 



ALI に対する Pharmaconutrition 

• ALI の病態には過剰な炎症性メディエータと
酸素フリーラジカルが関わる1)-3)  

• 高血糖や CO2 産生を避けるため、炭水化物

やたんぱく質以外のエネルギー源がよい4) 

 

→ω-3 系脂肪酸 や抗酸化物質の投与が有効？ 

 
1. Kollef MH, Schuster DP: N Engl J Med 1995; 332:27-37 
2. Hudson LD:. Chest 1995; 108:79S-91S 
3. Tate RM, Repine JE: Am Rev Respir Dis 1983; 128:552-559 
4. al-Saady NM : Intensive Care Med. 1989;15(5):290–295. 
   



ALIに対する各ガイドラインの立場 
                   ω-3 系脂肪酸 

CCPG                     benefit 

ESPEN                                 benefit (B) 

SCCM / ASPEN                                  benefit (A) 

                   抗酸化物質 

CCPG                                          no recommendation 

ESPEN                                        no recommendation 

SCCM / ASPEN                                   benefit (B) 

CCPG : Canadian Clinical Practice Guidelines(2009) 
ESPEN : European Society for Clinical Nutrition and Metabolism Guidelines(2006) 
SCCM / ASPEN : Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and  
 Enteral nutritional guidelines (2009) 
Immunonutrition and critical illness : an update Nutrition 26 (2010) 701-7 



Enteral Omega-3 Fatty Acid, γ -Linolenic Acid, 
and Antioxidant Supplementation 

in Acute Lung Injury 
 

JAMA. 2011;306(14):1574-1581 
 

• より多くの人数を対象に検討 
•投与法を変えて検討 

 



Design : 前向き、多施設、二重盲検、RCT 

 

Setting : 44 病院  

 (National Heart, Lung, and Blood Institute 
 ARDS Clinical Trials Network) 

 

Patients : 48 時間以内に ALI を発症し、 
 人工呼吸器管理を必要とした成人 272 名 



Inclusion Criteria 
Acute onset (for ≤ 28 days ) of: 
1. PaO2 / FiO2 ≤ 300. If altitude > 1000m, then PaO2 / FiO2 ≤ 300 x (PB/760) 
2. Bilateral infiltrates consistent with pulmonary edema on frontal chest radiograph. 
The 
infiltrates could be patchy, diffuse, homogeneous, or asymmetric 
3. Requirement for positive pressure ventilation via endotracheal tube, and 
4. No clinical evidence of left-sided cardiac failure to account for bilateral pulmonary 
infiltrates. 
5. Intention of primary medical team to provide enteral nutrition to the patient 
 

Exclusion Criteria 
1) Age < 13 years 
2) Greater than 48 hours since all inclusion criteria met 
3) Neuromuscular disease that impairs ability to ventilate without assistance 
4) Pregnant or breast-feeding 
5) Severe chronic respiratory disease 
6) Burns greater than 40% total body surface area 
7) Malignancy or other irreversible disease or condition for which 6-month mortality is 
estimated to be greater than 50%: 
8) Allogeneic bone marrow transplant in the last 5 years 
・・・・・・・・ 



 



Interventions : 

投与期間：21 日間、  
 吹き流し 48 時間、抜管、
 いずれか最も早い時まで 

投与量：1回120mlで1日2回 
 12時間間隔 

介入群 ; EPA、DHA、GLA 、  
 抗酸化物質 含む栄養剤  

対象群 ; 等カロリーの栄養剤 

  

消化器症状出現時、胃残量が2回、
400ccを超えていた時に経腸を  
止めるか減速する。 



• Ventilator Procedures 

  Tidal Volume (Vt) Goal: 6 ml / kg  

  Any mode of ventilation 

  Pplat to ≤ 30 cm H20 

  55 mmHg < PaO2 < 80 mm Hg or 88% < SpO2 < 95% 

  Minimum PEEP = 5 cm H20 

• Weaning 

 FiO2 ≤ 0.40 and PEEP ≤ 8 cm 

 前日よりFiO2, PEEPともに改善 

 吸気努力を認める 

  Systolic arterial pressure ≥ 90 mm Hg 

 → Spontaneous Breathing Trial を行う 



Outcome Measure:  

day 28 における人工呼吸管理期間 

Results : 介入群 143 名、対照群 129 名 

無益であるため、中止 

• 有益か無益かの可能性を複数回検討 

• 人工呼吸管理期間の短縮を認めなかったこと、   
に加えて生存率にも変化がなかった 

 

 

 



血中 IL-6, IL-8, 尿中酸化ストレスマーカーは、 
Study 前後、control 群との比較でも差はなかった 

血中のEPA は上昇していたにも関わらず、、 



PEEP, Plateau Pressure,  PaO2:FIO2 Ratio に 
有意差はなかった  



酸素化の改善なし  
人工呼吸管理期間 延長 
ICU 在室期間 延長 
 新たな臓器障害の発生 増加 
生存率 変化なし 

下痢 (28.7% vs 20.9%; P = .001) 



なぜ、                                              
これまでと正反対の結論になったか。 

• 規模の違い 

• メーカー関与の可能性 

 Oxypa Pulmocare 

• Continuous delivery vs bolus delivery 

  投与方法の違い、バイアスの可能性 

• Control群に使用した製剤の組成が異なる 
 n-6 and n-9 fatty acids vs Carbohydrates and protein 

• study 全体の死亡率が異なる 

 今回は以前の studyに比較して低い   



ALIの栄養療法に関して、 
いま言えること 

• 炭水化物やタンパクの可能性 

• ω-3 系脂肪酸は ω-6、ω-9 系脂肪酸よりも悪く
ないかも。 

• 抗酸化物質は悪くないかも。 

• 各栄養素の適切な投与量、投与方法は 
 今のところはっきりしない。 

→抗酸化物質の投与は継続、 

 ω-6、 ω-9 系脂肪酸は控えて、 

 ω-3系脂肪酸は今後のさらなる study を待つ！ 

 

 


