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残存小腸が短い短腸症候群に対しては高カロリー輸液が適応となるが，症例により残存小腸
の長さが異なり，経口摂取における吸収率も異なるため栄養管理が複雑となり不適切な栄養管
理となっている症例もある．症例は 45 歳の男性で，上腸間膜動脈の血栓症に対して手術施行さ
れ短腸症候群となった．残存小腸はトライツ靭帯から 20cmの空腸と回腸末端から 7cmの回腸
となった．経口摂取可能となったものの，高カロリー輸液を減らすと栄養指標が悪化するため，
栄養評価をして高カロリー輸液の至適輸液量を決定し，同時に社会復帰のため cyclic TPNを導
入し在宅中心静脈栄養（home parenteral nutrition；HPN）に移行した症例を経験したので報告
する．

はじめに
短腸症候群では，残存小腸が短い場合には長期

のTPNが余儀なくされるが，長期のTPNには問
題も多く，肝機能障害，肝腫大，必須脂肪酸欠乏
や非生理的な生体内ホルモン変化等が指摘されて
いる．このような長期TPNの欠点を補うための
研究が進み，1976 年Maini ら１）が間欠的高カロ
リー輸液（cyclic total parenteral nutrition；以下，
cyclic TPN）という方法を提唱した．元々は，アミ
ノ酸輸液と脂肪輸液を一定の周期で投与すること
に始まったが，さらに開発が進み，24 時間持続輸
液に対してある一定時間輸液を中断する，つまり
輸液管理から解放する時間を設ける間欠的投与法
が導入された．これにより，患者は昼間社会復帰
が可能となり，大きな恩恵を受けることになった．
一方，経口摂取が可能な症例の場合の短腸症候群
では症例ごとに残存小腸の長さが異なるため，高
カロリー輸液の輸液内容の決定や，間欠的高カロ
リー輸液の導入に関しての具体的な方法に関する
報告は極めて少ない．
今回，経口摂取が可能な短腸症候群の 1例に対

して，栄養評価をして高カロリー輸液量の至適投
与量を決定し，さらに cyclic TPNを導入し在宅中
心静脈栄養（home parenteral nutrition；以下，
HPN）に移行した症例を経験したので報告する．

症 例
患者は 45 歳の男性で，2004 年 10 月某医にて上

腸間膜動脈の血栓症に対して空腸，回腸切除術，
空腸回腸吻合術を受け，残存小腸はトライツ靭帯
から 20cmの空腸と回腸末端から 10cmの回腸と
なった．術後 1か月から経口摂取開始したものの，
術後 3か月目に空腸回腸吻合部に穿孔を認め，吻
合部を含む 3cmの小腸切除術，空腸回腸吻合術が
施行された．輸液に関しては術後 2か月目に右鎖
骨下静脈からMRI ポートを挿入し高カロリー輸
液を続けた．経口摂取に関しては 2005 年 2 月下旬
より徐々に開始されていた．在宅中心静脈栄養導
入のため 2005 年 5 月当院に紹介転院となった．転
院時，全粥を全量摂取していた．
入院時身体所見：身長 182cm，体重 70.7kg ，

BMI 21.3．
入院時検査所見：総蛋白 7.6g�dl ，アルブミン

3.6g�dl ，総コレステロール 78mg�dl ，中性脂肪 76
mg�dl ，GOT 90I.U ，GPT 94I.U であった．
入院後経過：転院時，フルカリック 2号Ⓡ 1,003
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Fig. 1 Changes of serum total protein and albumin levels of the case with 

amount of daily infusion.

Fig. 2 Blood sugar levels 2hours after infusion and lockout of cyclic TPN 

was gradually converged.

ml を 2 本�日で輸液されていた．年齢も 45 歳と若
く，社会復帰を念頭におき間欠的高カロリー輸液
を導入する方針とした．転院時の肝機能が軽度上
昇していることと，間欠的高カロリー輸液では滴
下時の速度が速くなるため，輸液量を減量できな
いか検討した．短腸症候群においては経口摂取に

おける吸収率が不明であるため，PNツイン 3号Ⓡ

1,200ml を 1 本�日，20％イントラリポスⓇ 250ml
を 1 本�週投与し，総蛋白，アルブミン，プレアル
ブミン，トランスフェリンの変化を検討した．3
週後の時点で総蛋白 6.0g�dl ，アルブミン 3.2g�dl
と低下を認めた．プレアルブミン 18.4mg�dl（22～
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Fig. 3 Infusion pattern of the patient.

Fig. 4 Body weight of the patient was gradually 

increased.

Table 1 Components of infusion

1,200mlPN TWIN No.3○R 

200ml50% Glucose

200mlAmizet BR

100mgZantacR

1VNeolamin multi VR

2mlElemenmic○R 

40），トランスフェリン 201mg�dl（190～320），で
あった．全粥全量摂取していたものの総エネル
ギー量，窒素吸収量が不足しているものと考え，
50％ブドウ糖 200ml とアミゼットBⓇ 200ml を追
加した．さらに，3週後では総蛋白 6.6g�dl ，アル
ブミン 3.6g�dl に回復し（Fig. 1），プレアルブミン
21.2mg�dl ，トランスフェリン 227mg�dl となっ
た．また，肝機能はGOT55I.U ，GPT75I.U となっ
た．間欠的高カロリー輸液の移行に関しては，PN
ツイン 3号Ⓡ 1,200ml を 1 本�日に減量し，2週間
投与した後に輸液ポンプを用いて日中のみの 12

時間投与とした．投与開始時と終了時の 1時間は
60ml�hr で投与し，間の 10 時間は 120ml�hr で投
与した．投与開始後 2時間と投与終了後 2時間で
の血糖を測定したが徐々に血糖の変動は小さく
なった（Fig. 2）．日中での滴下でポンプ操作に習
熟したところで，夜間のみの 12 時間投与に移行し
た．この際は，栄養指標などのモニターより基本
高カロリー輸液の PNツイン 3号Ⓡ 1,200ml に
50％ブドウ糖 200ml とアミゼットBⓇ 200ml が追
加されていたので，投与開始時と終了時の 1時間
は 75ml�hr で投与し，間の 10 時間は 150ml�hr
で投与した（Fig. 3）．体重に関しては，一時期減
少したものの徐々に増加した（Fig. 4）．試験外泊
の後に退院となった．外来では週 1回，20％イン
トラリポスⓇ 250ml 投与している．高カロリー輸
液に添加するビタミン剤は毎日混注し，微量元素
製剤は週 2回の混注とし，薬剤師が作成し週 2回
患者に渡している（Table 1）．

考 察
短腸症候群に対する栄養管理法は一般的に広

まっているとは言い難く，不適切な栄養管理によ
り低栄養となり不自由な生活を余儀なくされてい
る患者も多い．井上ら２）は短腸症候群に対する
HPNの意義と必要性について再確認が必要なこ
とを報告している．一方，残存小腸とTPNの離脱
の可能性の関係については，和佐３）が成人の短腸症
候群では残存小腸が 50cmより短い場合，TPN
から離脱困難であることを報告している．TPN
離脱困難な患者ではHPNが考慮され，さらに社
会復帰をめざし cyclic TPNを導入することが望
ましいが，短腸症候群に対する栄養素の投与量と
cyclic TPNの具体的な導入法について述べた報
告は少ない．医学中央雑誌で，「cyclic TPN」「短腸
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症候群」をキーワードとして 1983 年 1 月から
2005 年 1 月までについて検索してみても，数例の
報告のみで，成人の短腸症候群症例に対し具体的
導入法に関して記述した論文は認めなかった．
Soga ら４）は 29 歳，女性の短腸症候群症例に対し，
cyclic TPNを導入し社会復帰した 1例を報告し
ている．そもそも，短腸症候群においては症例ご
とに残存小腸の長さが異なることと，経口摂取に
おける吸収率に差があることより，栄養管理が症
例により異なり複雑になる．将来的にはTPNか
ら離脱できない短腸症候群の患者に対しては小腸
移植が増加すると予想されるが，現時点では移植
後の 1年生存率は 65％程度であり，短腸症候群で
TPN施行困難な場合に小腸移植が考慮されるべ
きとGrant ら５）が報告しており，当面はTPNが必
要不可欠である．短腸症候群の患者では脂肪吸収
は低下するが，炭水化物，蛋白質の吸収性に関し
ての影響は少ないとされる．しかしながら，本症
例の場合，全粥を全量摂取していたにもかかわら
ず，PNツイン 3号Ⓡ 1,200ml を 1 本�日では総蛋
白，アルブミン，プレアルブミンの低下を来した
ことより，経口摂取による炭水化物，蛋白質の吸
収率が低下していたことは明らかである．本症例
の総エネルギー投与量はHarris-Benedict の式に
基づいて計算すると 1,962kcal となる．一般的に
は，短腸症候群の経口摂取開始時にはグルタミン
を含んだ経腸栄養剤が推奨されるが，本症例の場
合，転院時すでに全粥摂取が可能であり，嗜好も
合わなかったので，経腸栄養剤主体の栄養コント
ロールは勧めなかった．また，TPNに伴う肝障害
には，投与カロリーの過剰も一因として考えられ
るため，本症例は転院後に投与カロリーを減らし
た．Fein ら６）は，長期TPNでは肝胆道系の障害に
より肝不全に至ることもあるため注意が必要なこ
とを報告している．カロリー源としての脂肪製剤
については，Garnacho ら７）がラットの敗血症モデ
ルで脂肪投与により感染症が増悪したことを報告

しており，長期TPN患者はカテーテル関連感染
症の可能性を潜在的に有することもあり，脂肪製
剤の投与量に関しては問題が残る．よって，本症
例では脂肪製剤はカロリー源としてよりむしろ必
須脂肪酸欠乏症の予防目的に最小限の投与量にと
どめた．血糖に関しては，開始後の高血糖と終了
後の低血糖が問題となるが，本症例の場合，終始
安定していたため，間欠的高カロリー輸液の移行
にともないTPN管理の患者教育を余裕を持って
行えた．HPN管理に関しては杉本ら８）がクリニッ
ク，訪問看護ステーション，家族，薬剤師の協力
で円滑に行うことができると報告しているが，今
回，我々も退院近くに入院看護士と外来看護士，
薬剤師とでミーティングを重ねることにより円滑
に外来での cyclic TPNに移行ができた．
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A Case of Short Bowel Syndrome Fed by Cyclic TPN

Wataru Sano, Takeshi Chiku, Yoshiaki Okamoto,
Hiroyuki Nojima and Tsuguhiko Tashiro

Department of Surgery, Kamitsuga General Hospital

Total parenteral nutrition（TPN）is usually applied for severe short bowel syndrome. Nutritional support is
different among patients according to the length of the residual intestine. A 45-year old man underwent a
massive intestinal resection at a local hospital due to thrombosis of the superior mesenteric artery and was re-
ferred to our hospital. The residual intestine was 27cm . The patient could feed by mouth, but his nutritional
index deteriorated following reduction of parenteral nutrition. Following a nutritional assessment, the patient
was placed on cyclic TPN which he tolerated well, and was able to return to normal social life.
Key words：cyclic total parenteral nutrition, home parenteral nutrition, short bowel syndrome
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