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「 胃瘻をご存じでしょうか？」
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●笠院長連載シリーズ

『無礼印』りゅうの戯言
̶ その 17、酒（さけ）̶
病院長／

僕が小学５年生、兄が中１の時だったと思います。

伸年

うようになったのでしょうか？大学 3 年の時、夜寝よ

大晦日の昼過ぎに 2 人で相談して高良山の山頂で初日

うと布団に入ったものの急にどうしても酒が飲みたく

の出を拝もうということになりました。兄曰く「朝早

なり、居ても立っても居られず行き着けの焼鳥屋に一

く起きるには昼寝ばせんといかん！今から寝るには酒

人で駆け付けたことがありました。酒が美味いと認識

ば飲まにゃ眠れんたい！伸ちゃん、台所から日本酒を

し始めたのはその頃だったように思います。

持って来て！」ということになって、モーニングカッ

なぜ人間は酒を求めるのでしょうか？アルコールは

プ２杯の日本酒をくすねてきました。子供部屋でこっ

成長や生存に必要な栄養素ではなく、逆に飲み過ぎる

そり酒を飲んで昼寝をして、僕は夕方に普通に目が覚

と肝臓を悪くしたり依存症になって脳が壊れたり、高

めました。母親に「夕食だから兄ちゃんを起こしてき

濃度のものは新型コロナさえも死滅させる、言わば生

て」と頼まれて起こしにいくと、兄は酒臭い息を吐き

物にとっては毒物です。なぜ大多数の大人は酒を欲し

ながら「おお！おまえは弟か」と絡んで来ました。酔っ

がるのか、ひどい 2 日酔いでもう 2 度と酒なんか飲ま

ぱらった兄を初めて見てビックリした覚えがありま

ん！と誓っても次の日には飲みたくなるのはどういう

す。私が初めて酔っ払ったのは高校 2 年の秋です。運

メカニズムなのか、人間の脳と酒との関係は本当に不

動会の打ち上げで同級生数十名を自宅に集めて宴会を

思議で奥深いものだと思います。

しました（飲み屋に繰り出した他の組の連中はかなり

人類は紀元前 4000 年頃には酒を飲んでいたそうで

の割合で補導されたようです）。宴会が終わって大多

す。最初の酒は果実酒、ワインの様なものでメソポタ

数は帰ったのですが数人が泊まることになり２階の自

ミア地方で飲まれていたとのこと。最初の酒が出来た

分の部屋に上がりました。私はみんなの世話をしてい

のは偶然の産物でしょうが、人類はそれを美味いと感

て全く酔っていなかったので「飲み直そうぜ」と言っ

じて約 6000 年の間ずっと飲み続け、多種多様な酒類

たのですが誰も付き合ってくれません。仕方なく一人

を造って来ました。酒は人類の大きな文化、財産だと

でウィスキーを飲ん でいると段々記憶が無くなっ

言えるでしょう。しかしながら生物学的に酒が本当に

て・・・。その後暫くは同級生から“酒乱の笠”と呼ば

人類に有益なのか、絶滅の危機をもたらす毒物である

れていました。もちろん未成年の飲酒は法律で禁じら

のかを判定するには、ホモ・サピエンスの 20 数万年

れていますが流石にもう時効でしょう。時代も今より

の歴史の中の直近のたった 6000 年という期間は短す

大らかだったように思います。高校卒業後１年間福岡

ぎるのかもしれません。

の予備校に通ったのですが、親不孝通りで友人と朝ま

新型コロナ禍で飲みに行けず

で飲んだことは懐かしくも楽しい思い出です。大学で

ストレスが溜まっている方も多

長崎に来て一人暮らしを始めると飲酒の機会は更に増

いのではないでしょうか？私も

えました。

早く感染が落ち着いて気兼ねな

子供の頃から興味本位で、また周囲の大人が喜ぶの

く銅座、思案橋で飲めるように

でたまに酒を飲んでいましたが、当然その頃はビール

なれば良いのにと心待ちにして

も日本酒も決して美味しいとは思いませんでした。オ

います。勿論人類滅亡に寄与し

レンジジュースやファンタグレープの方が断然美味し

ないように節度をもって飲むつ

いと思っていました。高校生や予備校生の頃、友人達

もりですが。

と飲むのは楽しかったのですがやはりさほど美味いと
は思っていませんでした。いつから酒が美味しいと思
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胃瘻をご存じでしょうか？
消化器内科／

各種報道で、PEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）ととも
によく耳にされるのではないでしょうか。様々な理由で
口から食事をとれなくなった患者さんに、経皮的に胃に
チューブを挿入し栄養を行う手技です。PEG は内視鏡を
使用した胃瘻造設法で 1979 年に欧米で開発されました。
外科的な造設法にくらべ簡単で侵
襲が少ないため、瞬く間に普及し
ました。日本でも 2000 年頃より広
まり、現在も長期人工的栄養療法
の第一選択となっています。（図 1）

馬渡

文弘

合併症 51 例中感染症が 39 例（合併症の 76.5％）で最も多
く を 占 め ま し た。PEG 施 行 患 者 の 1 年 後 の 生 存 率 は
66.8％、生存期間の中央値は 678 日でした。
（図２）

ボタン型チューブ

2010 年、日 本 で は、大 規 模 多 施 設 共 同 研 究 に よ り、
PEG の予後が良好であることが示されました。１）しかし
胃瘻や PEG という言葉のみが報道され、その機能や有効
性については十分な理解が得られてない印象を受けま
す。本来、胃瘻により恩恵を受ける人がその機会を逃す
ことが懸念されます。私たちは、胃瘻への理解が少しで
も深まるように、当院で行われた PEG について検討しま
した。当院では年間約 20 例の PEG を行っています。こ
れまで行ってきた PEG の安全性と造設後の生存率を調査
しました。（当院倫理委員会承認）。当院を退院された患
者さんは長崎市及び近傍の 80 を超える施設、病院、診療
所で経過観察を受けており、このデータは長崎市及び日
本の現状を表していると考えました。多くの方に結果を
知 っ て 頂 き た い と 考 え、日 本 臨 床 栄 養 代 謝 学 会
（JSPEN）のオフィシャルジャーナルである英文誌に投
稿し、今回掲載予定となりました。２）調査に御協力いた
だいた方々に深く感謝します。
論文の内容を簡単に示します。2005 年から 2017 年に
かけて十善会病院で行った 249 例の PEG 症例について検
討しています。造設時の平均年齢は 79.5 歳、男性が 130
例（52.2％）でした。51 例（20.5％）に PEG 関連の合併症
が発生しました。4 例（1.6%）で緊急手術が必要でした。

残念なことですが、9 人の患者さん（3.6％）が 30 日以
内に死亡されました。PEG に直接関連した死亡はありま
せんでした。性別（女性が良好）、手術時の年齢、および
術前の血清アルブミン値は、予後に大きく影響しました。
当院の検討では挿入方法の変更などにより、PEG はより
安全な治療法になっています。PEG による栄養補給は良
好な生存と関連していることがわかりました。
胃瘻の適応に関して、現在様々な意見があります。も
ちろん個人および御家族の意思が尊重されます。しかし
その前に胃瘻についてもっと理解していただくことが重
要だと考えます。欧米の結果が引用されることがありま
すが、制度の違い、考え方の違いな
どもあり、その結果は日本と大きく
異なります。日本またはお住まいの
地域の情報を参考にした方がいいと
思います。今回の報告を、胃瘻を理
解するツールとしてお役立て頂けれ
胃瘻栄養
ば幸いです。
１）Suzuki Y, Tamez S, Murakami A, Taira A , Mizuhara
A, Horiuchi A, et al. Survival of geriatric patients after
percutaneous endoscopic gastrostomy in Japan. World J
Gastroenterol. 2010 Oct;16（40）: 5084-91.
２）Fumihiro Mawatari, Hisamitsu Miyaaki, Tetsuhiko
Arima, Hiroyuki Ito, Kei Matsuki, Sachiko Fukuda, Yoshiko
Kita, Aiko Fukahori, Yoshito Ikematsu, and Kazuhiko
Nakao. Procedure-related Complications and Survival after
Gastrostomy : Results from a Japanese Cohort. Annals of
Nutrition and Metabolism. 2021（in press）
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『栄養学のイロハ』
外科

第５話

本当の栄養学イロハ

副院長／

池松

禎人

われますが、その評価項目で大きなウェイトを占める
のが体重変化です。ダイエットで意図的に減量した以

これまで高齢者筋トレ、肥満問題、がんの栄養と話

外、覚えのない体重減少が直近 1～6 ヶ月間に 5kg 以

をつないできました。今回こそは栄養学イロハ（基本）

上あるなら何らかの栄養リスクありと判定されます。

を学んでみたいと思います。成長期を過ぎた大人では

この体重減少が短期間で起きるほどリスクが高いと考

食事と消費のカロリーバランスが取れた結果、日々の

えます。急激な体重減少を放置しておくと免疫や抵抗

体重増減はほとんどありません。インは三大栄養素（炭

力の低下につながり、結果として合併症の増加、在院

水化物、脂質、タンパク質）、アウトは基礎代謝（脳代謝、

期間の延長などになりかねません。これに対し管理栄

体温維持、心肺機能維持）に身体運動と食物消化で使

養士を中心とした栄養サポートチームが介入し、医療

うエネルギーです。基礎代謝は身長と体重から推定さ

と栄養が両輪になって患者さんの回復力を維持・増進

れ日々の変化はありません。健康成人の栄養問題はほ

していくことが重要です。また入院中も体重計測は少

とんどの場合、バランス超過（肥満）が問題ですので

なくとも週 1 回継続され、介入した栄養療法の効果を

対策はイン（食事量）を少なくするかアウト（運動量）

判定します（アセスメント）。このスクリーニングと

を増やすかです（図１）。ところで食物消化エネルギー

アセスメントは入院患者さんの栄養評価になくてはな

はピンとこないかも知れません。同じ 100kcal を食べ

らないものです。体重以外の栄養評価項目として血液

たとしてもケーキなど吸収の早い糖質では速やかにほ

生化学的指標（血清アルブミン値や CRP、リンパ球数

ぼ全量吸収されますが、ステーキ肉では食いちぎって

など）や身体測定項目（上腕周囲長、肩甲骨皮下脂肪

噛んで飲み込み、消化液と胃腸でこなされて吸収され

厚など）がありますが自分で簡便に、お金をかけず、

るのに時間とエネルギーを使用するため差し引き７割

短時間で何回も測れる項目として体重測定に勝るもの

程度しか身に付きません。このように吸収されやすい

はありません。自分の平常値を知り、少なくとも週 1

食物指標としてグリセミック指数があります
ਦ̏
Φϋϩάʖώϧϱη （表 1）。
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回、毎回同じ条件で測り続ける事が肝要です。
それではなぜ病気になると体重が減少するのでしょ
うか？

食道や胃の病気で食事が入らなくなることも

ありますが、多くの場合、免疫細胞と病気との駆け引
きで産生されるサイトカインに原因があります。皆さ
んがインフルエンザにかかった時、食欲がなくなって
筋肉痛や体重減少を経験したことはないでしょうか。
これは気管粘膜に感染したウィルスに対し防御反応で

න̏エネルギーバランス
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表１ グリセミック指数（GI）

病気の場合はこれと反対に体重減少が問題になりま
す。入院時には必ず栄養評価（スクリーニング）が行
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集合したリンパ球やマクロファージなどから IL-6 や
TNFαと呼ばれるサイトカインが分泌され、全身に
信号を発しているためです。サイトカインは他の免疫
細胞を呼び寄せる働きとともに、食欲中枢を麻痺させ、
骨格筋を分解（筋肉痛の原因）したアミノ酸からブド
ウ糖を作ります（糖新生）。そのため食欲がないにも
関わらず血糖値が上昇しさらに食欲が低下するという
悪循環に陥ります。入院していると検査や手術の前後
に絶飲食を強いることもこの悪循環に輪をかけます。

手術に際してこれらのダメージから患者さんを守りい

しか補充されないことになります（塩おにぎり２個分

ち早い回復を目指す試みを ERAS（術後早期回復プロ

のカロリーです、図３）。50 歳男性、身長 160cm、体

ਦ̐
(5$6
グラム）
と呼び多くの施設で取り入れています（図２）。
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重 50kg の方は基礎代謝 1,242kcal ですので必要量の

գ༎ӹյඈ

घढ़಼࣪ՅԻ ఁ৷ऽघढ़
χϪʖϱྲྀ

図２ ERAS

に高価な抗菌薬を投与されても肺炎に打ち勝つことは
困難です。入院当初は体内の蓄えもあって何とかなり
ますがこのまま一週間を越えるとみるみる痩せていき
ます。しかし手の血管から高カロリー輸液を入れると
浸透圧が高すぎて血管が潰れてしまいます。そこで中
心静脈と呼ばれる心臓に近い大きな血管までカテーテ
ル先端を届かせる方法を取ることがあります。これは

三大栄養素のうち炭水化物は本誌第 65 号で「甘い

腸が使えない患者さんに使う方法です。消化管、特に

話」として糖質、糖類、炭水化物の違いを軸に説明し

小腸にはヒト最大のリンパ組織があります。腸を休ま

ました。ざっくり言えば炭水化物は短期エネルギー源

せておくとこの組織も痩せてしまい腸内から悪玉菌や

（3 日以内）、脂質は中長期利用エネルギー源（５日目

毒素が体内に侵入します（バクテリアルトランスロ

以降）、タンパク質は筋肉や組織の構成成分と考えて

ケーション）。そこで腸の使える方は点滴よりも胃腸

もらえるとよいでしょう。アスリートが試合直前や途

内に食物を届ける経腸栄養が最善の栄養治療です。口

中で補充するエネルギー源は糖質が最も適していま

から食べられるのならそれが一番、何らかの理由で咀

す。しかし過剰に摂取された糖質は肝臓や筋肉内グリ

嚼や嚥下に問題があれば経鼻胃管、長期化するなら胃

コーゲンに収まりきれないと高血糖防止のため脂肪に

瘻や腸瘻を積極的に利用します。栄養学イロハ究極の

変換されて内臓脂肪や皮下脂肪に運ばれ貯蔵されま

目標は普段と同じ栄養（食）生活を目指すと言うこと

す。一旦貯蔵された脂肪細胞から脂肪が溶け出し利用
されるには３～５日間の飢餓に近い状態が必要です。

ਦ̑です。
ң఼࣍థ̒ຌΩϫϨʖ

例えば登山に出かけて遭難し食料が尽き水だけでも約
3 ヶ月間は生存可能と言われています。遭難直後 24 時
間はグリコーゲンが、その後３日間は筋肉由来のアミ

ʻ

ノ酸がブドウ糖を産生しますが、5 日過ぎると筋肉利
用が手控えられここで初めて脂肪由来の脂肪酸がエネ
ルギーとして利用されます。ただしこれは健康人の場
合であって怪我や病気で前述のようにサイトカインが
放出されて状態だと水だけでは約３週間しか生存でき

図３ 維持点滴４本カロリー

ません。
肺炎で入院すると酸素投与とともに抗菌薬が投与さ
れます。大きな点滴バッグを見ると○○○３号輸液
500 の文字。しかしこの点滴は水電解質補充が主目的
で栄養補給には不十分です。ブドウ糖を 21.5g 含有し
ますので一日４本点滴しても 21.5×4=86g（344kcal）
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当院での新型コロナウイルス感染症の
現状と対策
看護部長／

馬渡

いつ子

【はじめに】
これまでもホームページ等でお伝えしてきましたが、当院のこれまでの入院患者様及び職員の新型コロナウイルス感
染の発生により、地域の患者様、ご家族様、近隣医療機関の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深
くお詫び申し上げます。一連の新型コロナ感染発生の経過や、今後の対策を以下に述べさせていただきます。
最初に 2020 年 12 月 26 日に職員の新型コロナ感染陽性が判明し、それに関連して入退院の停止、職員の PCR 検査など
を行う事態となりました。また 2021 年 1 月 3 日以降、最初の事例と関連がない職員同士のクラスターが発生したことで、
外来診療・新規入院の停止、検査・手術の延期など、さらなる院内感染対策を講じておりました。2021 年 1 月 8 日には、
発熱された入院患者様 1 名より新型コロナ陽性が判明し、当該病棟の隔離対策、関連する患者様と職員の定期的な PCR
検査を進めていきました。しかし最終的に 2 月 5 日の院内収束までの間、当該病棟関連の入院患者様及び職員でそれぞれ
数名の陽性が判明する結果となりました。
これらの院内感染を振り返って、
①新型コロナウイルスの感染経路が飛沫、接触感染であることから、人と人との距離を 2m 以上とること、特にマ
スクを外す食事時は感染リスクが高まるため対面にならないよう注意すること。
②職員が患者様への対応で濃厚接触となる場合には、接触前後のアルコール手指衛生の徹底、用途に応じた個人防
護具を適切に装着すること。
が大切であることを改めて痛感いたしました。

【当院の感染対策】
①消毒薬（アルコール、次亜塩素酸液など）を用いて、院内環境を定期的、また
必要時にクリーンアップしています。
②外来待合などは、患者様同士が一定の距離が保てるよう椅子に表示をしてい
ます。
③出入り口を時間帯に応じて 1 か所に集約し、サーモグラフィーや非接触型体
温計による検温を実施しています。また来院される方のマスク装着や手指衛
生を徹底しています。
④入院患者様への感染リスク低減のため、面会・外出・外泊の禁止または制限
を実施しています。
⑤職員は、毎日検温をはじめ自身の健康管理を行い、院内外の感染状況ステー
ジに応じて医療従事者として責任のある行動に努めています。
⑥患者様への対応に際し、飛沫・接触感染対策のため必要に応じて手袋・ガウン・
ゴーグル・フェイスシールドなどを装着いたします。

【最後に】
いよいよ 3 月後半より、新型コロナワクチン接種が始まります。当院においても職員をはじめ地域の方々への接種を
安全かつスムーズに実施できるよう努めていきます。ワクチン接種により重症化リスクを減らすことはできますが、発
症や感染防止の効果は明確になっていない現状です。したがって、今後も感染対策を続行していく必要がありますので、
地域の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
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2020.09
外装は 6 階部分の立上り工事が行われており、内
装工事もボード張りなど順調に進んでおります。

2020.10
外装は屋上の立上り工事が行われております。ま
た、内装の工事も進んでおり今月はエレベーター
の設置工事も行われております。

2020.11
外装は外壁工事も終わり足場の解体作業が進んで
います。内装はエレベーター工事が終わり、床張
り等の作業が始まっております。

2020.12
外装は足場の解体作業も終わり、エアコンの室外
機等の据付が行われております。内装工事も遅れ
ることなく順調に進んでおります。

2021.01
内装工事はクロス張り等順調に進んでおり、今月
から厨房機器の設置が行われております。
また、駐車場へのアスファルト舗装工事が始まって
おります。

十善会病院理念
社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、「救急から在宅まで」
を目標に、患者さんが満足し、職員も満足する病院づくりを実現することにより、地域住民の
保健･医療･福祉の向上に貢献する。

運営の基本方針
「顧客満足（CS）」に基づく病院運営（CSM）
1) 患者さんに満足される医療の提供
2) 患者サービス向上のための教育･研修
3) 職員の資質向上･能力開発のための研修
4) アメニティーの向上
5) 職員及びその家族の幸福な生活の実現

関連事業の拡大

一般診療、救急医療、
在宅医療の充実

健診、人間ドック、
脳ドック等

完成イメージ 外観

無料低額診療事業

たら…
医療費に困っ
ください！
談
ぜひ、ご相

経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることの
ないように、
〈医療費の免除〉を行う制度です
◆ ご相談窓口 ◆

TEL

（代表）

十善会病院 医療福祉相談室（当病院１階受付そば

095-821-1214 【平日 9:00～17:00】

番）

どなたでも、お気軽にご相談ください。

（無料）
2021 N o.75

なお、新病院（淵町）での一般外来診療の開始は 2021 年６月４日（金）を予定して
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

十善会病院広報誌／

なお、移転に伴い、一般外来診療は 2021 年５月 28 日（金）で終了となります。
５月 29 日（土）以降は、現在地（籠町）での診療はお受け出来ません。
何卒ご了承くださいませ。

十善会

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、周知の通り、2021 年６月１日（火）に病院を淵町に移転させて頂く事となり
ました。
これを機に職員一同、気持ちを新たに、より一層、地域医療に貢献する所存でござい
ます。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人

十善会病院移転に伴う外来診療ついてのご案内

