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S1-1 カフ付き長期留置型中心静脈カテーテ
ル挿入術の工夫―超音波ガイド下鎖骨
上アプローチによる腕頭静脈 cannula-
tion―

1）宮崎大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター
2）鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野
3）宮崎大学医学部 外科学講座

○中目 和彦1,2）、永井 太一朗2）、矢野 圭輔2）、
春松 敏夫2）、大西 峻2）、山田 耕嗣2）、
山田 和歌2）、桝屋 隆太2,3）、加治 建2）、
七島 篤志3）、家入 里志2）

【目的】中心静脈カテーテル（以下 CVC）挿入は安全性の面か
ら超音波ガイド下（以下 US 下）内頸静脈穿刺が推奨される．
しかし，US 下 CVC 挿入術においても CVC 挿入関連合併症
が多いことが報告されている．当科においては US 下内頸静
脈穿刺による大静脈損傷の経験を契機に 2011 年より静脈切
開による術式に変更したが静脈路喪失の回避と安全性の確保
の両立を目的に 2017 年 12 月から US 下鎖骨上アプローチ腕
頭静脈穿刺による CVC 挿入を導入した．短期成績について報
告する．

【対象と方法】2017 年より 2018 年に経験したカフ付き長期留
置型 CVC 挿入症例について患者背景，術式，手術時間，留置
期間について検討し，静脈切開法と US 下鎖骨上アプローチ
による挿入法について比較検討を加えた．

【結果】54 名に対し 57 件のカフ付き長期留置型 CVC 挿入術
が施行された．疾患は血液疾患が 31 例，固形悪性腫瘍は 23
例，その他 3 例であり，男女比は 11：7，手術時平均年齢は
5.63 歳であった．手術術式は静脈切開法 36 件｛外頸 26 件，内
頸 10 件（7 例は外頸静脈からの変更）｝，US 下内頸静脈穿刺 2
件，US 下鎖骨上アプローチは 19 件であった．静脈切開法と鎖
骨上アプローチを比較すると手術時平均年齢は 5.1 vs. 6.7 歳，
平均身長 106.3 vs. 114.5cm，平均体重 21.9 vs. 24.4kg と有意差
は認めず，平均手術時間は静脈切開法では 54.3 分，鎖骨上ア
プローチは 36.3 分と有意差を認めた．術中合併症はカテーテ
ル挿入困難を静脈切開法 7 例，血管損傷出血を静脈切開法 1
例に認めた．カテーテル留置期間は静脈切開法 200.6 日，鎖骨
上アプローチは 206.2 日と有意差を認めなかった．

【結語】US 下鎖骨上アプローチによる腕頭静脈への CVC 挿
入は US 下に穿刺針全体を長軸方向に容易かつ確実に描出す
ることができ，CVC 穿刺に伴う合併症を回避できる有用な術
式と考えられる．

S1-2 在宅静脈栄養患者におけるカテーテル
関連血流感染症の検討

東北大学病院 小児外科

○安藤 亮、和田 基、福澤 太一、工藤 博典、
中村 恵美、田中 拡、山木 聡史、大久保 龍二

【目的】在宅静脈栄養（以下 HPN）患者におけるカテーテル
関連血流感染症（以下 CRBSI）の頻度や起炎菌を検討する。

【対象と方法】2009 年 11 月～2019 年 6 月の当科で管理した
HPN 患者は、計 19 例で、このうち経過中に小腸移植が施行
された 3 例を除外した 16 例（短腸症候群、SB：9 例、腸管
運動障害、MD：7 例）を対象とした。発熱を認め、中心静脈
カテーテルからの血液培養で細菌が検出された場合を
CRBSI とし、年齢や原疾患による頻度の差を検討した。また
起炎菌によるカテーテル温存の可否なども検討した。【結果】
16 例の観察期間は 645 日から 3529 日、平均 1424 日であっ
た。13 例で CRBSI を計 74 回認め、3 例では観察期間中に
CRBSI を認めなかった。CRBSI の頻度は 308 日に 1 回で
あった。回数の多い症例では 101 日に 1 回であり、症例間で
の差が大きかった。入院時の平均年齢は 9 歳 0 か月であっ
た。年齢による CRBSI の頻度差はみとめなかった。SB 症例
では 265 日に 1 回、MD 症例では 432 日に 1 回の頻度で認め
た。起炎菌としては Staphylococcus sp が最も多く、74 回中
48 回（65％）で検出された。Candida sp が 19 回（26％）Kleb-
siella sp が 13 回（18％）で検出された。頻回の感染や治療に
反応しないためにカテーテル抜去が必要となった割合は全
体で 22％（16/74）であり、起炎菌別では Candida sp で 42％

（8/19）、 Staphylococcus aureus で 35％（6/17）と高かった。
HPN 開始後またはカテーテル交換後の初回感染を除いた
56 回の CRBSI のうち、77％（43/56）では前回に検出されな
かった菌が検出された。【結論】CRBSI の頻度は年齢による
差はなく、特定の症例で頻度が高かった。その理由として、
家庭環境や個人の手技による影響が大きいと考えられた。
Candida sp や Staphylococcus Aureus 感染の際はカテーテ
ル抜去を必要とする割合が高いこと、CRBSI の際に前回と
異なる菌が検出される頻度が高いことなどを抗菌薬選択の
際には留意する必要があると思われた。
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S1-3 ブロビアックカテーテル接続部の監視
培養が有効であった 1例

長崎大学病院 小児外科

○吉田 拓哉、大関 圭祐、山根 裕介、
田浦 康明、小坂 太一郎、江口 晋、永安 武

【はじめに】
中心静脈カテーテル（CVC）は、小腸機能不全の患児や、化
学療法を必要とする患児にとって必要不可欠なものである。
一方で、カテーテル関連血流感染症（CRBSI）がしばしば起
こりうる。CRBSI に対する治療として、エタノールロック療
法（ELT）が行われ、良好な成績を得ているが、カテーテル
温存率は、67％ とされる。
今回我々は、ブロビアックカテーテル（BC）の CRBSI に対
し監視培養を行うことで早期に治療介入でき、入院を回避で
きた 1 例を経験したので報告する。

【症例】
2 歳、男児。出生直後から腹部膨満、嘔吐がみられ、腸管全
層生検の結果、ヒルシュスプルング病類縁疾患の診断に至っ
た。小腸ストーマ造設と BC 留置を行い、在宅中心静脈栄養
の導入により在宅移行が可能となった。しかし、退院後から
CRBSI を繰り返し、頻回の入退院を必要とした。当院は完全
看護ではないため、ADL の自立していない小児の入院時に
は保護者の付き添いが必要となるが、患児の母が妊娠・出産
し、家庭事情により入院が困難な状況となった。そのため週
に 1 回外来通院し、BC 内部のプラグ接続部の拭い液を監視
培養として提出する方針とした。発熱を主訴に救急外来受診
した際、カテーテル接続部の拭い液から Klebsiella pneumo-
niae が検出されていたため、外来でリペアーキットを用い
て BC のリペアーを行い、CTRX 投与、ELT を施行した。外
来には連日 5 日間通院し治療継続したところ、初診時の血液
培養で Klebsiella pneumoniae が分離同定されていたが、治
療後には血液培養・カテーテル接続部の拭い液のいずれで
も菌が検出されず入院を回避し治療可能であった。

【結語】
ブロビアックカテーテル接続部の監視培養を行うことで、
CRBSI を予測できる可能性がある。

S1-4 脂肪製剤による中心静脈栄養カテーテ
ル閉塞に対し、エタノールにて開通を得
られた症例

自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児外科

○馬場 勝尚、小野 滋、堀内 俊男、廣畑 吉昭、
廣谷 太一、關根 沙知、辻 由貴、薄井 佳子

脂肪製剤にて閉塞した中心静脈カテーテル（CVC）に対
し、エタノールにて開通が得られた症例を経験したため報
告する。症例は 2 歳女児、在胎 37 週 4 日、体重 3190g で出
生。出生直後から腹部膨満を認め、生後 3 日に緊急で空腸
ストマをトライツ靭帯から 55cm の空腸に造設した。生後
21 日に生検を行い、hypoganglionosis と診断された。可能
な限り腸管を利用する方針とし、4 か月時に Santulli 型ス
トマに変更した。その後、腸管穿孔に対する横行結腸スト
マ造設術、胆汁うっ滞性肝障害に対する ω-3 系脂肪製剤
の投与を行い、1 歳 2 か月時に Bishop-Koop 型ストマに変
更した。1 歳 7 か月時から在宅中心静脈栄養に移行し、脂
肪製剤については外来で投与できないため、3 週間ごとに
1 週間の入院で CVC から投与している。現在までに CVC
感染に対しエタノールロック、カテーテル閉塞・破損に対
して fibrous sheath 法による入れ替えを行っている。現在
は左外経静脈から留置された 4.2Fr.ブロビアックカテー
テルを使用している。
2 歳 4 か月時、入院 5 日目で点滴の自然滴下が不良となっ
た。以前に CVC 接続部内腔の付着物質の分析で大豆由来
脂肪が検出されており、脂肪製剤による CVC 閉塞を疑っ
た。エタノールロックによる再開通を試みたが抵抗が強
く、1ml のシリンジにて慎重にポンピングしながら投与し
た。すると索状になった塞栓物が CVC 内腔からシリンジ
内に少しずつ排出された。塞栓物を可及的に回収し、途中
でシリンジの抵抗がなくなり、閉塞の解除を確認した。塞
栓物は大豆由来の脂肪であった。現在は閉塞予防のため脂
肪製剤投与終了後に生理食塩水をフラッシュしている。
CVC を温存する方法として感染に対するエタノールロッ
クは報告されているが、脂肪による閉塞を解除した報告は
ほとんどない。エタノールは脂肪製剤による閉塞を解除す
る有用な手段と考えられた。
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S2-1 術後栄養管理に難渋している先天性幽
門閉鎖症の 1例

1）長崎大学病院 初期臨床研修医
2）長崎大学病院 小児外科

○大野田 貴1）、山根 裕介2）、大関 圭祐2）、
吉田 拓哉2）、田浦 康明2）、小坂 太一郎2）、
江口 晋2）、永安 武2）

【背景】先天性幽門閉鎖症（本症）は極めてまれな疾患で、
その発生頻度は 100 万出生に 1 人といわれている。また本症
は 30％ 程度に先天性表皮水疱症（EB）などの合併奇形を有
し、その管理が予後を左右する。本症の病型によっては手術
後の栄養、呼吸管理に難渋する症例も存在する。今回 EB
を合併した本症に対し、腹腔鏡下胃十二指腸吻合を施行した
後、栄養管理に難渋している 1 例を経験したので報告する。

【症例】在胎 40 週 5 日、1912g で出生した女児。羊水過多を
指摘され、胎児 MRI で本症を疑われていた。出生後、上下
肢および体幹の広範囲な発赤病変を認めたことから、EB
を合併した本症と診断した。皮膚病変により末梢静脈路確保
困難で、臍帯動静脈より中心静脈カテーテルおよび動脈ライ
ンを留置した。皮膚障害に対して軟膏治療を開始し、感染コ
ントロールを行ったのち、日齢 3 に腹腔鏡手術を施行した。
幽門部は棒状閉鎖であり、閉鎖部の切除、胃十二指腸吻合を
施行した。術後、消化管造影で吻合部狭窄を認めなかったが、
胃食道逆流により経胃栄養を行うことができず、経鼻空腸
チューブによる栄養管理を行った。テープ固定では容易に表
皮剥離を起こすため、ヘッドバンドおよび糸による固定を
行っている。また併存する粘膜障害により十分な経腸栄養を
確立することが困難なだけでなく、皮膚障害による末梢静脈
路の確保も困難であったためブロビアックカテーテルを留
置した。留置術後 9 か月でダクロンカフがほぼ露出した状態
となったが、感染兆候なくカテーテル管理を行っている。現
在、生後 1 年 3 か月が経過するが、集学的治療により生存を
得られている。

【結語】本症は敗血症により予後が既定されることが多い。
治療のため栄養管理は重要であるが、EB は病型により皮膚
病変だけでなく嚥下障害や他の粘膜障害などを伴うことが
ある。児の全身状態だけでなく、皮膚障害の範囲・程度を考
慮した管理が重要であると思われた。

S2-2 中腸軸捻転解除後の温存腸管機能不全
のため術後栄養管理に苦慮した 2新生
児例

大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 小児外科

○金 聖和、牧野 克俊、安倍 孝俊、山道 拓、
田山 愛、正畠 和典、曹 英樹、臼井 規朗

中腸軸捻転を合併した腸回転異常症の手術において、小腸の広
範囲切除を避け、虚血腸管の温存を試みることはしばしば経験
する。しかし虚血・再灌流後の温存腸管の機能不全は、患者の術
後経過に少なからぬ影響を及ぼすことがある。今回我々は、中腸
軸捻転手術において、虚血腸管を温存して短腸症候群を回避し
たものの、温存腸管の機能不全のため、術後栄養管理に苦慮した
二症例を経験したので報告する。

【症例 1】
在胎 40 週 1 日、2966g で出生した男児。腸回転異常症・中腸軸捻
転に対して日齢 3 に緊急手術。捻転解除後も虚血所見の残る腸
管は広範囲に渡り、短小腸を回避するため、明らかな壊死腸管の
みを切除し、虚血箇所を含めた口側小腸 60cm・肛門側小腸 45
cm を温存して腸瘻造設とした。術後経腸栄養開始するも、腸瘻
からは水様便の排泄が続き、肛門側腸瘻からの注入開始後には、
腸炎・敗血症を発症した。術後 48 日腸瘻閉鎖後も、下痢症状が
軽快せず、残存腸管の機能不全による吸収障害が疑われた。短腸
症候群に準じた栄養管理を行い、初回手術から約 6 ヶ月後に経
静脈栄養を離脱した。

【症例 2】
在胎 39 週 0 日、2804g で出生した男児。腸回転異常症・中腸軸捻
転に対して日齢 1 に緊急手術。捻転解除後も小腸起始部から 110
cm に渡り虚血性変化が残存したが、壊死腸管は認めず、残る小
腸 60cm は色調良好であった。翌日 second look 手術を行うも、腸
管壊死の進行はなく、最終的に全小腸を温存した。術後、吸収障
害を疑う所見はなかったものの、鬱滞性腸炎を繰り返したため、
経腸栄養管理に難渋したが、成分栄養剤の少量持続経腸投与を
漸増する方法が奏功し、術後 79 日で経静脈栄養を離脱した。

【まとめ】
温存された虚血腸管の機能不全により、術後の栄養管理に苦慮
する二症例を経験した。しかしいずれの症例も、長期的には腸管
機能は回復し、経静脈栄養を離脱することができた。
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S2-3 1 型糖尿病を合併した腸閉塞の周術期
管理における Free Style リブレの使用
経験

1）埼玉医科大学病院 小児外科
2）埼玉医科大学 小児科

○広原 和樹1）、尾花 和子1）、花田 学1）、
江村 隆起1）、山田 明子1）、渕上 裕司1）、
川名 宏2）、武者 育麻2）、菊池 透2）、古村 眞1）

症例は 8 歳女児．在胎 33 週 3 日 1215g で出生．胎便関連イ
レウスによる回腸穿孔に対し日齢 4 に人工肛門造設術施
行，2 ヵ月時に人工肛門閉鎖術の既往あり．5 歳時に癒着性
イレウス発症するも，イレウス管による保存療法にて軽快
した．3 歳時に多飲多尿認め当院小児科受診，1 型糖尿病と
診断されインスリン導入となった．SAP（Sensor Aug-
mented Pump）療法にてコントロールしていたが，小学校
入学に伴いポンプの管理に難渋したため 6 歳時にフラッ
シュグルコースモニタリングシステム（Free style リブレ，
以下リブレ）が導入された．今回は腹痛，嘔吐に対し当院小
児科受診，前日に下痢を認めていたことから胃腸炎に伴う
sick day として小児科管理で入院となるも，第 2 病日に腹
部単純レントゲンにてイレウス像を認め当科紹介となっ
た．術後癒着性イレウスの診断でイレウス管挿入，保存的加
療試みたが奏功せず第 7 病日に開腹術を行なった．術中所
見では癒着による索状物形成と同部位を起点とした小腸軸
捻を認めたが，これらを解除したところ腸管血流は問題な
く腸切除は不要であった．術後麻痺性イレウスを呈し絶食
期間は 2 週間に及んだ．周術期の血糖管理として，術前は糖
含有の維持液による輸液管理に対しインスリンの持続投与
を併用，モニタリング方法としてリブレを活用した．術直後
は観血的な血糖測定を行っていたが，PICC からの高カロ
リー輸液開始に伴いリブレを再開．重篤な合併症なく管理
が可能であった．リブレは 2017 年に保険収載された間質液
中グルコース濃度測定器であり，外来血糖コントロールに
非常に有用であるが，実測値との乖離を生じる場合もあり，
その程度は個人差や機械差に依るところがある．本症例は
絶食，手術により体液バランスが通常とは異なり，リブレの
結果の安定性について懸念されたが，実測値とのある程度
の乖離はあるが傾向は一定しており，有用に使用できた．実
際の使用法につき，若干の文献的考察を交えて報告する．

S2-4 新生児の消化管穿孔、腸瘻造設後に外胆
嚢瘻が必要となった 2例

東邦大学医療センター大森病院 小児外科

○長島 俊介、小梛 地洋、山﨑 信人、
島田 脩平、酒井 正人、黒岩 実

【はじめに】今回、我々は腸管穿孔、腸瘻造設を行い、腸
管不全を伴う胆汁鬱滞に対して外胆嚢瘻造設を行い、原
因は不明であるが鬱滞所見が自然軽快した 2 症例を経験
したため報告する。

【症例 1】在胎 25 週 3 日、682g で出生した女児。日齢 5
に消化管穿孔を疑われ当院に搬送され、緊急手術となっ
た。壊死性腸炎を認め腸瘻造設術施行、日齢 88 に腸瘻閉
鎖を施行した。生後 4 ヶ月ごろより D-bil 優位の高ビ血
症が進行し、胆砂、胆泥を認めたため日齢 217 に開腹下に
外胆嚢瘻造設、肝生検を行った。肝組織の病理診断は経静
脈栄養関連胆汁鬱滞であった。胆道洗浄を反復し経過を
追ったところ胆汁鬱滞は自然に軽快し、日齢 251 にドレ
ナージチューブを抜去でき、日齢 276 に退院した。

【症例 2】在胎 23 週 3 日、体重 607g で出生した男児。母
体要因で緊急帝王切開にて出生したが、日齢 6 に free air
を認め緊急手術となった。新生児特発性腸穿孔の診断で、
穿孔部を exteriorize し、日齢 13 で腸管を切除して腸瘻
とした。日齢 90 頃より腸瘻脱出を頻回に認め、日齢 98
で閉鎖を行った。術後 D-bil 優位の高ビ血症が進行し、胆
道系の拡張も認めたため、日齢 112 に開腹下に外胆嚢瘻
造設、肝生検を施行した。総胆管拡張、胆汁鬱滞所見に改
善はなかったが、月齢 5 頃から原因不明だが総ビリルビ
ンが低下した。日齢 158 でドレナージチューブは抜去さ
れたが、良好に経過し日齢 226 に退院となった。退院時に
も総胆管拡張は存続していた。

【まとめ】腸管不全によると思われる胆汁欝滞に対し適応
を限定して外胆嚢瘻を造設した。いずれの症例も短期間
での効果はなかったが、造影や洗浄を繰り返すことで総
ビリルビンは低下して良好な経過をとった。明確な理由
は不明であるが、胆道に閉塞を疑う所見を有する例には
一考する価値があると考える。
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S2-5 高位空腸閉鎖術後腸管鬱滞全加療中に
メトヘモグロビン血症を来したGrac-
ile bone dysplasia 疑いの 1例

1）福山医療センター 小児外科
2）福山医療センター 小児科

○黒田 征加1）、猪谷 元浩2）、井深 奏司1）、
長谷川 利路1）、岩瀬 瑞恵2）、荒木 徹2）

メトヘモグロビン血症はチアノーゼを来す疾患で，後天性
では、腸内細菌による増殖あるいは薬剤などをきっかけに生
じるとされている。今回、高位鎖肛術後、腸管鬱滞の加療中に
メトヘモグロビン血症を来した症例を経験したので報告す
る。
【症例】1 歳 4 ヶ月男児。35 週 5 日 1284g にて出生。頭蓋奇

形短肢症より Gracile bone dysplasia が疑われた。多発奇形が
あり、3 日齢に高位空腸閉鎖に対し、Bishopchoop 型腸瘻造設
術、低位鎖肛に対して cutback が施行された。術後十二指腸の
拡張と吻合部通過障害があり、経腸栄養は停滞した。4 ヶ月齢
時、腸瘻閉鎖、狭窄腸管の形成術を施行した。術後も通過障害
は遷延。胃管よりの経腸栄養を何とか確立させ 10 ヶ月齢時退
院となった。外来フォローも、十二指腸の拡張と、嘔吐は継続。
1 歳 3 ヶ月齢時、吻合部通過障害に対し腸管切除後 Rehbein
法にて端端吻合を施行、さらに胃瘻造設術を行った。ED
チューブを遠位空腸に留置して経腸栄養を行いつつ、胃瘻か
らの経腸栄養への移行を試みた。拡張十二指腸での鬱滞と嘔
吐が続いた。術後 45 日目に、突然顔色不良をきたすようにな
り、酸素投与でも改善が得られなかった。血液ガス検査にて、
MetHb が 12.3％ と高値を呈しメトヘモグロビン血症と診断。
胃液の喪失によるアルカローシス、腸内細菌増殖が原因と考
え、腸洗浄施行し、経腸を中止、胃管排液は、遠位腸管へ注入
とした。これにより症状は軽快し、術後 47 日目には MetHb
値は正常化（2.6％）した。同日、ED チューブを透視下に遠位
腸管へ再挿入した。術後 48 日目に、チアノーゼが再燃。血液
検査にて MetHb は 34.6％ と高値を呈した。造影剤が契機で
再燃したと思われ、メチレンブルーの投与を準備。腸管洗浄を
行ったところ、MetHb 値は改善傾向を示したため、経過観察。
以後再燃は認めなかった。

腸管鬱滞の管理に際しては、腸液の鬱滞、造影剤等の薬品が
メトヘモグロビン血症をきたすことに留意する必要がある。
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S3-1 先天性小腸閉鎖症の腸管閉鎖部位から
みた短期予後の検討

大阪大学大学院 医学系研究科 小児成育外科

○田附 裕子、阪 龍太、上野 豪久、野村 元成、
渡邊 美穂、出口 幸一

先天性小腸閉鎖症における治療経過の違いを小腸閉鎖部位
により検討した。
対象および方法：2012～2018 年末に当院で手術を経験した
小腸閉鎖症 14 例。空腸（J 群：7 例）・回腸（I 群：5 例）・多
発（M 群：2 例）の 3 群に分類し、周産期情報（週数、体重、
分娩方法、臍帯潰瘍の有無）、初回手術情報（手術時間、trans-
anastomotic tube（TA）留置の有無、残存腸管長、バウヒン
弁の有無）、術後経過（経腸栄養開始時期、経腸確立時期、3
週間以上の術後消化管減圧の必要性、入院期間）、現在の栄養
状態を後方視的に検討した。
結果：胎児腹水を I 群、臍帯潰瘍を M 群に各 1 例認めた。分
娩週数・出生体重で 3 群間に差を認めなかったが、36 週の分
娩が大半を占め、半数以上で帝王切開が選択されていた。全
例生存。手術時間は M 群＞J 群＞I 群、TA tube 留置数は M
群（100％）＞J 群（86％）＞I 群（60％）、残存腸管長の中央
値は I 群 135cm＞J 群 100cm＞M 群 63cm であった。バウヒ
ン弁の温存不可は I 群の 1 例のみであった。残存腸管＜100
cm の症例は J 群 2 例、M 群 2 例、他は腸管切除の有無に関わ
らず 1m 程度の腸管が温存されていた。術後経過はそれぞれ

（J 群/I 群/M 群）、経腸栄養開始時期（8.5/8.5/17.5 日）、経腸
確立（25/24.5/112 日）、入院期間（39/46/160 日）であり、全
体として M 群に長い傾向があった。消化管減圧は J 群で必
要で J 群の 43％ で必要とした。在宅静脈栄養を 3 例に導入
したが継続は M 群の 1 例（残存腸管 30cm：短腸症）である。
M 群の 2 例では胃瘻を造設し経腸栄養管理を併用している。
退院後の各群（J 群/I 群/M 群）の成長発育は、身長 SD（-1.5/-
1.1/-2.7）、体重 SD（-0.4/-1.5/-1.3）ともに低値であり、本疾患
における遷延する栄養障害の存在が懸念された。
まとめ：先天性小腸閉鎖症では小腸閉鎖部位による特徴を
認めた。長期的な成長発育障害を認める症例も多く、短腸症
と同じく長期的な栄養管理が必要と思われる。

S3-2 小児慢性腎臓病患者における腎移植前
後の基礎代謝量

1）東邦大学医学部 腎臓学講座
2）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 栄養・代謝
研究部
3）大阪大学大学院 基礎工学研究科機能創成専攻生体工学領域

○高橋 雄介1）、中江 悟司3）、宍戸 清一郎1）、
田中 茂穂2）、酒井 謙1）

【目的】
臓器毎にエネルギー消費量（kcal/kg）や全身への寄
与率は異なり、成人の場合、腎臓は基礎代謝量

（BMR）の 8％ を占めるとされている。腎機能低下
時および腎移植後腎機能回復時に BMR が変化す
るか検討した。

【対象・方法】
当科で腎移植を受けた 15 歳以下の小児慢性腎臓病

（CKD）患者で、腎移植前および腎移植後 1 ヶ月前後
の安定期に QUARK RMRⓇで BMR の測定が可能
であった 7 例に対し、移植前後の BMR を各々「日
本人の食事摂取基準（2015 年版）」に記載されている
基礎代謝基準値で除した割合（％BMR）、呼吸商

（RQ）について比較した。
【結果】
対象患者の移植時年齢の中央値は 9.2 歳（5.3～14.6
歳）、男児 5 例であった。移植時の身長 SD の中央値
は-2.1（-5.5～-1.2）、体重 SD の中央値は-2.1（-4.2～-
0.6）であった。移植前透析を行なっていたのは 2
例であった。％BMR は移植前が 105.1±12.3 に対し
移植後が 108.7±13.2 と有意差を認めなかった（p=
0.447）が、RQ は移植前が 0.89±0.05 に対し移植後が
1.01±0.05 と移植後で有意に高かった（p＜0.001）。

【結語】
小児 CKD 患者の BMR に関しては、移植前後共に、
食事摂取基準に示されている基礎代謝基準値と大
きな差を認めなかった。RQ は、移植前からすでに通
常に比べ高いが、移植後有意に上昇しており、今後
RQ に影響するパラメータの検討が必要である。
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S3-3 当院における「胃ろう・栄養外来」の取
り組み

愛知県医療療育総合センター中央病院 小児外科

○毛利 純子、加藤 純爾、新美 教弘、
田中 修一、飯尾 賢治

＜目的＞重症心身障がい児者（以下重症児者）の栄養管理につ
いては、喉頭機能不全の程度、代謝に左右される肥満やるい
痩、困難な満足感の把握、体重コントロールなど考慮すべき要
素が多いが、呼吸やてんかんなど他の病態に比べて、相談でき
る場所が少ない現状がある。家族が試行錯誤で取り組んでい
ることや留意されない間に重度の低栄養となっていることも
少なくない。このため、我々は 2017 年から「胃ろう・栄養外
来（以下本外来）」を開設し、相談にあたっているためその取
り組みを報告する。
＜方法＞2017 年 1 月から 2019 年 6 月までに本外来を受診し
た患者について診療録を後方視的に検討した。
＜結果＞合計 58 名（延べ 95 名：複数回受診あり）が本外来を
受診した。初診時年齢は中央値 12 歳（0－49 歳）であり全例
で何らかの基礎疾患を有していた。外来は月に 1 回、小児外科
医と管理栄養士が担当した。主訴は胃瘻造設希望 26 名、胃瘻
に関する合併症の相談 1 名、栄養相談 20 名、ミキサー食など
の調理に関する相談 14 名、その他 7 名（重複あり）であった。
しかし主訴と異なる対応を必要とすることもあり、胃瘻造設
希望者のうち 5 名は様々な理由により不要と判断され造設さ
れず、栄養相談を希望された 20 名のうち 3 名は経口摂取によ
る体格維持の限界と判断され胃瘻造設となり、他の 1 名は呼
吸器の積極的導入で対応された。小児外科医と管理栄養士が
それぞれの専門分野について同時に説明できることで、術後
や退院後まで栄養学的フォローが一貫して行えることや幅広
い質問に対応可能であると実感することも多かった半面、リ
ハビリや倫理的な問題に直面し本外来を契機に多職種カン
ファレンスで検討を必要とした事例が 4 例あった。
＜考察＞重症児者の食事や栄養についての問題点は多岐にわ
たっており、さらに不安を感じている家族は少なくない。年齢
や病状に応じての栄養学的問題点を相談できる窓口のニーズ
は高いと思われる。

S3-4 トリアムシノロンアセトニド局注療法
の副腎機能・成長への影響についての
検討

静岡県立こども病院 小児外科

○関岡 明憲、福本 弘二、三宅 啓、仲谷 健吾、
野村 明芳、山田 進、金井 理紗、漆原 直人

【はじめに】
当科では，気管切開からの離脱困難な声門下狭窄症に
対して，侵襲を伴う手術は 5 歳前後に行う方針として
いる．それまでに，狭窄の程度を軽減させ，発声状況
を改善し手術侵襲を軽減させる目的で，トリアムシノ
ロンアセトニド水溶懸濁液（TA）の局所注射を行って
いる．

【対象】
2017 年 4 月から 2019 年 1 月までに声門下 TA 局注
療法を施行した 4 例を後方視的に検討した．

【結果】
男児 2 例，女児 2 例，治療開始時平均年齢は 4.4 歳（4.0-
5.4 歳），平均在胎週数 26.5 週（22-29 週），平均出生体
重 593g（408-734g），Myer-Cotton 分類で grade II-III，
両側声帯麻痺を合併， 狭窄は声帯から連続していた．
平均合計 TA 投与量 8.7 mg/kg（3.8-13.3 mg/kg）で
あった．治療終了後平均フォローアップ期間は 1.5 年

（0.5-2.1 年），投与開始前・終了後にコルチゾール，
ACTH を計測し，明らかな低下を認めなかった（コル
チゾール 9.8→9.4µg/dl， ACTH 18.4→17.5 pg/ml）．
全例で明らかな成長障害を認めなかった（TA 投与前
身長：-2.2 SD，体重：-1.5 SD，TA 投与後終了後 身
長：-1.9 SD，体重：-1.2 SD）．4 例中 3 例で狭窄の程
度の改善を認めた．改善例のうち 1 例は気切カニュー
レから離脱，1 例は気切孔閉鎖訓練中，1 例は喉頭気管
形成術を予定している．改善を認めなかった 1 例は声
門上狭窄を合併しており，効果は限定的であった．

【結論】
TA 局注療法は，侵襲が少なく効果的な治療の 1 つで
あると考えられた．今後も症例を蓄積し，新たな知見
を報告したい．



第 49回日本小児外科代謝研究会

小
児
外
科
代
謝

― 198 ―

S4-1 当科における腹腔鏡補助下経皮内視鏡
的胃瘻造設術（LA-PEG）の工夫

1）産業医科大学病院 小児外科
2）産業医科大学 第一外科

○山内 健1）、是枝 侑希2）、田村 利尚2）、
平田 敬治2）

重症心身障害児（重症児）の胃瘻造設では、長期にわたる経
鼻胃管栄養による胃の萎縮や側弯症のため通常の経皮内視
鏡的胃瘻造設術（PEG）は困難なことが多く、腹腔鏡等を用
いた様々な術式が行われている。当科で行なっている腹腔
鏡補助下 PEG（LA-PEG）の方法と成績について示す。
当科では通常の PEG は 15Fr のバルーンカテーテルを用い
たイントロデューサー法により行っているが、副損傷を避
けるため付属のイントロデューサーではなく 16FrT ハン
ドルピールアウェイシースイントロデューサーⓇ（クリエー
トメディック）を使用している。具体的には鮒田針による左
右 2 針の胃壁固定後に 16G 留置針を刺入して 0.038inch の
ガイドワイヤーを胃内に挿入し、セルジンガー法によりカ
テーテルを留置している。腹腔鏡を使用する場合でも基本
的には PEG と同様である。臍と左下腹部（胃の牽引用）の
2 ポート（5mm）を用い、腹腔鏡と内視鏡の両方を確認しな
がら鮒田針により左→右の順に胃壁を固定し、以後は内視
鏡下に操作を行い、最後に腹腔鏡で確認する。術後に腹壁の
腫脹により胃壁固定糸が皮膚に食い込むことがあるため、
胃壁固定に用いる 2-0Nylon 糸は皮膚より約 2cm の余裕を
残して結紮し、この緩んだ Nylon 糸の上にさらに 2-0 絹糸
の結紮を加えて胃壁が腹膜に密着するように調節する。術
後は腹壁の腫脹に応じてこの絹糸の結紮部をスライドさせ
て緊張を解除している。胃壁固定糸は術後 6 日目に抜糸し
7 日目の退院を基本としている。その後外来にて術後 4 週
目に透視下に胃瘻ボタン（14Fr）に交換する。
過去 1 年間に重症児 4 例（5，6，6，11 歳）に本法を施行し
た。バクロフェンポンプのために臍を利用できなかった 1
例を除いた 3 例の手術時間は 43 分で出血量は全例でごく
少量であった。2 例に軽度の瘻孔感染を認めたが、外来にて
保存的に治療可能であった。本法は安全かつ簡便に施行で
き重症児の胃瘻造設法として有用な方法と思われた。

S4-2 当科における過去 3年間の経皮内視鏡
的胃瘻造設術についての検討

大阪府立病院機構大阪母子医療センター 小児外科

○田山 愛、牧野 克俊、安部 孝俊、金 聖和、
山道 拓、正畠 和典、曹 英樹、臼井 規朗

【目的】当科では他臓器損傷の予防と最適な胃瘻造設位
置決定のため，術中透視を用いた経皮内視鏡的胃瘻造
設術（以下 PEG）を行っている．術前にも透視下に評
価しているが，術中透視を用いることで，胃壁と腹壁の
間に腸管ガスの重なりがないことの確認と胃瘻造設位
置が再確認でき，より安全である．また創部は胃瘻造設
部のみで低侵襲である．今回我々は治療成績について
後方視的に検討した．

【対象】2016 年 7 月～2019 年 6 月に当科で施行した胃
瘻造設術を施行した 104 例のうち，予定開腹胃瘻造設
術，予定腹腔鏡補助下 PEG，複数同時手術症例を除い
た 76 例を対象とした．

【方法】全身麻酔下に鮒田式固定具を用いた introducer
法で行った．上部消化管内視鏡で送気し胃内を拡張し
た後に透視で確認し， 最終的に PEG 可能か判断した．
年齢，体重，手術時間，腹腔鏡補助下もしくは開腹胃瘻
造設術への移行の有無，術中被曝量について検討した．

【結果】年齢は 11 ヶ月～23 歳（中央値 6.08 歳），体重は
6.1kg～43.8kg（中央値 14.7kg）であった．上部消化管内
視鏡挿入からの手術時間は 7 分～100 分（中央値 24
分），PEG から腹腔鏡補助下または開腹への移行症例は
6 例（移行率 7.9％）であった．術中被曝量は 0.6mGy～
31.4mGy（中央値 3.2mGy）であった．術中合併症は認
めなかった．術後合併症は，術後早期の胃瘻チューブ閉
塞 1 例，初回胃瘻交換時の胃瘻脱落 2 例であった．

【結論】PEG から腹腔鏡補助下もしくは開腹胃瘻造設術
への移行症例が存在する．術中透視の併用は PEG 造設
可能か最終判断できる．術中合併症を未然に防ぎ低侵
襲であり，より安全な小児の PEG 造設を可能にすると
考えられた．
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S4-3 当科における腹腔鏡補助下胃瘻造設術
の手技と成績

田附興風会医学研究所北野病院 小児外科

○東尾 篤史、佐藤 正人、遠藤 耕介、諸冨 嘉樹

背景：嚥下や哺乳に障害をもつ小児において胃瘻は
重要な役割を担っており、従来から行われている開腹
法に加え近年は PEG による胃瘻造設術が広く行われ
るようになった。しかし開腹法では小腸や結腸を胃と
誤認してしまったり、PEG では胃と腹壁との間に介
在した腸管を損傷してしまったりするリスクを伴う。
このようなリスクを避け安全かつ速やかに手術を行
うため、当院では 2007 年より腹腔鏡補助下に鉗子を
用いて胃を誘導して胃瘻を造設する術式を施行して
おり、今回当科での手技と成績とを報告する。
方法：2007 年 7 月から 2019 年 4 月に当科で腹腔鏡
補助下胃瘻造設術を行なった症例についてポートデ
ザイン、手術時間、出血量、合併症の有無、注入再開
までの日数について検討を行った。
結果：症例数は 16（男児 8：女児 8）、平均年齢は 12.6
歳（2 ヶ月-23 歳）であった。全症例で臍に initial port
として 5mm camera port を置き、症例ごとの胃の位
置に合わせて second port を置いた。second port の
位置の内訳は心窩部が 8、左上腹部が 7、左側腹部が
1 であった。胃瘻は全例 second port の創を延長し、鉗
子で把持、誘導し、胃壁に巾着縫合を 2 重に加えてボ
タン型カテーテルを挿入し、腹壁に縫合固定して造設
した。手術時間は気管切開や痔瘻切除を同時に行なっ
た 4 例を除き、平均 44.1 分（30-70 分）で、出血は全
例少量であった。合併症は術中合併症が 1 例（鉗子誤
操作による胃損傷）、術後合併症が 2 例（不良肉芽か
らの出血、胃食道逆流症発症）であった。注入再開ま
での平均日数は 1.31 日（1-3 日）であった。
結論：当科で施行した術式では腸管の取り違えや挟
み込みは生じず、比較的短時間かつ低侵襲な手術を施
行することができ、良好な術後成績が得られた。
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S5-1 腸瘻排液の自動持続注入システムを工
夫し奏功した 2例

筑波大学医学医療系 小児外科

○千葉 史子、堀口 比奈子、白根 和樹、
伊藤 愛香里、根本 悠里、田中 尚、相吉 翼、
佐々木 理人、小野 健太郎、神保 教広、
瓜田 泰久、新開 統子、高安 肇、増本 幸二

【はじめに】小腸瘻患者に対し腸瘻排液を回収し肛門側腸
管へ注入する管理の有用性が指摘されている。今回我々
は、口側腸管排液を肛門側腸管に自動的に持続注入するシ
ステム（以下、本システム）を考案し、年長児と乳児の 2
例に応用可能であったので報告する。

【本システムの概要】ストーマパウチ内にチューブを挿入
し、排液の持続陰圧吸引を行った。パウチと吸引機の間に
栄養ボトルを装着し、排液をボトル内に貯留させ、ボトル
下方にチューブを接続し、注入用ポンプを用い肛門側への
注入を行った。本システムでは三活を用いて栄養剤の同時
注入も可能である。

【症例】症例 1 は小腸閉鎖症術後で短腸症候群、脳性麻痺の
12 歳、30 kg の男児。当院小児科入院中に絞扼性イレウスを
発症し、Treiz 靭帯から 10cm の高位空腸に腸瘻造設を
行った。術後 12 日から肛門側腸管への栄養剤の注入を開
始し、術後 1 ヶ月より腸液の注入を開始した。経腸栄養剤
60 mL/h、腸液排液 20 mL/h の同時注入が可能で、中心静
脈栄養は離脱することができた。症例 2 は先天性完全房室
ブロックの 2 生月、2.5 kg の男児、1 生日にペースメーカー
植え込み術を行っていた。3 生日に特発性小腸穿孔を認め、
空腸瘻造設を行った。心不全があり刺激を少なくすること
が優先されており、また当初は水分負荷が抑えられている
ため排液量も少なく、本システム導入は見送った。パウチ
内排液をシリンジで回収し、手押しまたはシリンジポンプ
で肛門側腸管に注入する管理を行っていたが、状態が安定
し、排液量が増えたところで本システムの使用を開始し
た。本例では PN を併用し、経口で少量の哺乳を行い、肛門
側への注入はミルク 7 mL/h、腸管排液 3 mL/h で行った。

【考察】本システムは管理が簡便かつ安定した持続注入が
可能で、乳児から年長児にわたるまで、腸瘻排液の注入管
理において非常に有用であると考えられた。

S5-2 Continuous Glucose Monitoring を
用いた噴門形成術後の食後低血糖の検
討

京都府立医科大学 小児外科

○長野 心太、古川 泰三、坂井 宏平、東 真弓、
文野 誠久、青井 重善、田尻 達郎

【背景】胃食道逆流症に対する噴門形成術後の合併症と
して，胃容積減少による胃排出動態の変化に起因するダ
ンピング症候群をしばしば経験する．早期ダンピング症
状に乏しく，晩期ダンピング症状である Postprandial
hypoglycemia（食後低血糖，以下 PPH）での発症が多い
と言われているが，他覚症状に乏しいことも少なくな
い．Continuous Glucose Monitoring（持続血糖モニタリ
ング，以下 CGM）は食前後における血糖変動の測定に有
用であり，近年は小児領域でも一部保険適用となってい
る．

【目的】CGM を用いて噴門形成術後の PPH を診断し，食
事形態を変更して血糖変動を改善できないか検討した．

【方法】2019 年 4 月以降に当科で噴門形成術を施行した
患児 3 例（1-17 歳）を対象とした．CGM を用いて，噴門
形成術後に食事再開後の血糖値の変動を観察し，定期的
に血糖値も実測して CGM との誤差を確認した．CGM
は Abbott 社製 Freestyle リブレを用い，PPH を血糖実
測値：60mg/dl 未満と定義した．PPH と診断した場合
は，食事形態を変更し CGM で血糖値の推移を観察し
た．

【結果】3 例のうち 2 例に PPH を認め，ダンピング症候
群と診断した．1 例に食後に生じる頻脈を認めたが，他の
1 例は無症状であった．また 1 例は半消化態栄養剤を液
体から半固形に変更することで PPH を生じることなく
経過した．

【結論】CGM の使用により噴門形成術後のダンピング症
候群を無症候性のうちに診断することができた．また
CGM を用いながら食事形態を工夫することで PPH の
治療が可能であった．噴門形成術後患児のダンピング症
候群に対する早期発見と対応に CGM による血糖モニ
ターは有用であると考えられた．
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S5-3 セレン治験・在宅高カロリー輸液・在
宅脂肪製剤投与患者における複雑な在
宅移行をサポートした 1例

1）神奈川県立こども医療センター 臨床研究所 治験管理室
2）神奈川県立こども医療センター 外科
3）神奈川県立こども医療センター 薬剤科

○吉方 江里華1,3）、臼井 秀仁2）、新開 真人2）、
望月 響子2）、北河 徳彦2）、加戸 奈穂美3）、
安達 昌功1）

【はじめに】治験コーディネーター（CRC）の業務は治験に
関連する一切の調整であるが、実際の臨床現場では治験と
それ以外の診療は完全に区別できるものではない。今回、
セレン静注製剤（Se）治験中に在宅脂肪製剤静注（HLI）を
導入し、治験終了後に院外調剤薬局への移行を行った症例
を経験した。各所への調節を行い、スムーズな移行を達成
できたため報告する。

【症例】14 歳女児。ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症に
よる重症心身障害児。絞扼性イレウス後の短腸症候群のた
め在宅高カロリー輸液（HPN）を導入した。Se 治験に参加
するにあたり、HPN 製剤を当院で無菌調剤することにな
り、自宅への配達対応となった。患児は基礎疾患および腸
管不全関連肝機能障害（IFALD）のため糖質負荷に強い制
限があったが、病状進行に伴い HLI が必須と判断された。
HLI はシリンジポンプでの投与が必要であったため、これ
を安全かつ適切に行うため、薬剤科で脂肪製剤をシリンジ
に滅菌充填し、HPN 製剤配達便で同時に配達する事で対
応した。治験終了に伴い、HPN 製剤調剤を院外調剤薬局に
移行する必要が生じた。退院・在宅支援室を通じ脂肪製剤
のシリンジ滅菌充填が対応可能な調剤薬局を探し、協力を
依頼した。Se は、治験終了後から市販までの間、薬価未収
載 Se が治験依頼者より提供されることとなったが、院外
調剤薬局へ直接提供が困難であるとされた。そこで製剤を
薬剤科より保護者に委ね、運搬頂く形で院外調剤薬局に届
け、無菌調剤頂く事とした。現在は薬価収載 Se による通常
の院外調剤へと移行している。

【結語】主治医、薬剤科、退院・在宅医療支援室、院外調剤
薬局各所が協調する事で、患児への安定した薬剤提供を維
持する事ができた。全てが治験に関連するものではなかっ
たものの、CRC としての枠を越えて各所と連携する事で、
より質の高い医療提供に貢献できたものと考える。
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S6-1 当科における extensive type の Hirsch-
sprung 病患者の栄養管理

1）長野県立こども病院 外科
2）長野県立こども病院 泌尿器科

○畑田 智子1）、高見澤 滋1）、好沢 克1）、
清水 徹1）、石井 惇也1）、大澤 絵都子2）

はじめに：無神経節腸管が回腸末端部を越えて口側腸管
に及ぶ extensive type の Hirschsprung 病（以下：重症型
H 病）においては栄養管理が難しく、生命予後が悪い。当
科で経験した重症型 H 病の 2 症例に行った手術と術後の
栄養管理について報告する。
症例 1：4 歳男児、出生後、胎便排泄遅延と腹満を認めた
ため日齢 2 に開腹手術を施行した。トライツ靭帯から 65
cm の小腸に Caliber change を認め、術中の迅速組織検査
でトライツ靭帯から 15cm の空腸に神経節細胞が認めら
れたが、25cm の空腸には認められなかったため、トライ
ツ靭帯から 40cm の空腸にストーマを造設した。その後、
排便障害と腸炎を繰り返したため癒着剥離術を行い症状
は改善した。現在、成分栄養剤と 1 日 3 回の食事、1 日 16
時間の高カロリー輸液（33kcal/kg/day）による栄養管理
で身長は 95cm（-1.3SD）、体重 13.81kg（-0.9 SD）である。
症例 2：2 歳男児、日齢 1 に小腸閉鎖症の術前診断で開腹
手術を行なうも小腸閉鎖はなく、トライツ靭帯から 15cm
の空腸に神経節細胞は認められず、胃壁にも神経節細胞
をまばらに認める程度であった。トライツ靭帯から 60cm
の空腸にストーマを造設したが、術後、うっ滞性腸炎を繰
り返したため、8 ヶ月時に残存小腸に腸管壁筋層切除およ
び筋層切開術を行いトライツ靭帯から 57cm の空腸にス
トーマを再造設した。現在、成分栄養剤と 1 日 1 回の離乳
食の経口摂取および 18 時間の高カロリー輸液（67kcal/
kg/day）による栄養管理を行い、身長は 78.7cm（-3.2SD）、
体重 8.75kg（-2.9 SD）である。2 症例とも腸炎や排便障害
を生じ、再手術を行っているが経腸栄養を継続できてい
る。また、現在は黄疸なく肝逸脱酵素の上昇も軽度であ
る。
考察：重症型 H 病では適切な長さの無神経節腸管を温存
することで、経腸栄養が可能と考えられた。

S6-2 慢性特発性偽性腸閉塞症の栄養管理
―親子例の治療経験より―

千葉大学医学部附属病院 小児外科

○照井 慶太、中田 光政、小松 秀吾、 田 諭、
秦 佳孝、勝俣 善夫、佐永田 有季子、
小関 元太、齋藤 武

【目的】慢性特発性偽性腸閉塞症（CIIP）は希少疾患
であり、低年齢発症の場合は管理に難渋することもあ
るが、最適な栄養管理に関する知見は少ない。今回、
新生児期発症の CIIP 親子例を経験し、その栄養管理
について貴重な経験を得たので報告する。
【症例 1：親】40歳男性。生後 1 ヵ月で発症し、2 歳時
より静脈栄養（PN）を開始。14 歳時、絞扼性イレウ
スに対する手術時（腸切除なし）に高位空腸チューブ
腸瘻を造設。PN の長期化に伴い中心静脈閉塞が進行
し、36 歳時に腰部からの下大静脈穿刺により PN 経
路を確保した。37 歳時、PN 減量を目的に大腸亜全摘
を施行。術後 2 年現在、PN 熱量を 2000→1300 kcal/
kg/day にまで減量できた。胃蠕動不良に対するアコ
チアミド投与は食事摂取量の増多に有用であった。
【症例 2：子】5 歳男児。胎児期に巨大膀胱を指摘され、
生後 CIIP の診断となった。父親の長年に渡る経験を
元にして、以下の管理方針とした。1）長期 PN に関連
する合併症が最も深刻なため、PN 開始時期を可及的
に遅らせる。2）CIIP は蠕動異常が全腸管に渡る疾患
であるが、本家系においては大腸の閉塞症状が最も顕
著であった。そのため主に経腸栄養剤と低残渣食によ
る栄養管理を行い、センノシド・浣腸による排便管理
を徹底し、腸閉塞症状が不可逆的な場合には大腸亜全
摘を積極的に考慮する。これらの方針により、5 歳現
在、成長発達の遅延なく経過している。
【考察】CIIP 症例の長期的な問題点は PN 関連の合併
症に集約されていく。そのため PN 開始年齢を遅らせ
ることや PN 依存度を低下させることが重要となっ
てくる。そのためには、症例毎に異なる腸管運動機能
の偏在に留意しながら、最適な腸管リハビリテーショ
ンを継続していく必要がある。
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S6-3 チューブ腸瘻が有効だった Isolated
Hypoganglionosis の 1例

獨協医科大学 第一外科

○山口 岳史、松寺 翔太郎、渡邊 峻、
谷 有希子、荻野 恵、中島 政信、森田 信司、
山口 悟、土岡 丘、小嶋 一幸

【症例】日齢 1、女児。在胎 30 週より腸管拡張を指摘されて
いた。36 週 2515g、経膣分娩で出生した。嘔吐、腹満、胎便
排泄遅延のため日齢 1 に当科コンサルトされた。注腸造影
で microcolon を認め、同日緊急手術を行った。Treitz 靭帯
より 45cm に caliber change を認め、同部位に双孔式スト
マを造設した。また他に 2 か所全層生検を行った。病理よ
り、何れにおいても神経節細胞は小型で少なかった。術後も
蠕動不良により腸管拡張が顕著であり、減圧目的に EDT
を挿入し吊り上げ開放とした。IFALD のため日齢 24 より
オメガベンを開始した。遠位腸管の鬱滞性腸炎のため日齢
74 に回腸にも双孔式ストマを造設し、このときに結腸各所
から全層生検を行った。病理結果は全ての部位で前回同様
であり、Isolated Hypoganglionosis と診断した。EDT、二つ
のストマからの洗腸と遠位への GFO 注入を行ったが経腸
栄養はほとんどできず経静脈栄養に頼っており、体重増加
不良だった。状況打開のため 1 歳 5 か月時に再々度開腹を
行った。空腸ストマまでは著明に拡張し長さも倍ほどに延
びていた。空腸ストマは吻合閉鎖し、改めて Treitz 靭帯よ
り 45cm に単孔式ストマを造設した。その遠位盲端を
チューブ腸瘻とした。回腸は一部を切除し、Santulli 型スト
マとした。新しい高位空腸瘻により EDT 減圧が不要とな
り、経口摂取量も増やせた。その分便が増えたが、回収した
便をチューブ腸瘻から注入することでロスを減らし、また
持続注入も行うことで経腸栄養の比率を上げることができ
た。体重増加のペースは向上し、1 歳 10 か月時にオメガベ
ンから離脱し、2 歳で退院し在宅療法に移行した。

【考察】本症例は重症の Isolated Hypoganglionosis で有効な
蠕動がほとんどみられず、治療に難渋している。チューブ腸
瘻は持続注入と回収便注入が容易で、家族の手技獲得も良
好であった。経腸栄養の比率が上がり、体重増加速度も向上
したため、有効であったと考え報告する。

S6-4 当院におけるHirschsprung 病類縁疾
患の長期生存例における治療戦略

新潟大学 医歯学総合研究科小児外科学分野

○荒井 勇樹、木下 義晶、小林 隆、大山 俊之、
横田 直樹、斎藤 浩一

【背景と目的】
2018 年に Hirschsprung 病類縁疾患診療ガイドラインが出版され
た。当院での Hirschsprung 病類縁疾患の長期生存例における治療
戦略をガイドラインに基づき検討することとした。

【対象と方法】
症例の内訳は、CIIP（Chronic idiopathic intestinal pseudo-
obstruction）が 2 例（27 歳男性と 13 歳女児）、MMIHS（Megacys-
tis microcolon intestinal hypoperistalsis syndrome）が 1 例（16
歳女児）であった。自験例における薬物療法、消化管減圧療法、栄
養療法、機能的予後に関して診療ガイドラインを基に検討した。

【結果】
薬物療法に関しては、ガイドラインにおいてエビデンスレベルは
低いが、有用性が報告されているプロバイオティクスや大建中湯
を 3 例とも使用していた。消化管減圧療法に関して CIIP では症例
ごとに検討されるべきとされ、MMIHS では有効であるエビデン
スはないとなっているが、CIIP1 例と MMIHS1 例において腸管切
除と Santulli 式人工肛門造設による消化管減圧が有効で、経腸栄
養が可能となった。一方で高度の脱水を呈するようになり、経腸栄
養や経静脈栄養の工夫が必要であった。栄養療法に関して経腸栄
養と経静脈栄養を併用することを推奨しているが、3 例で併用で
きており、栄養状態も比較的良好に維持されていた。また、一時的
な腸管不全に伴う肝機能障害を認めたが、現在は 3 例とも肝機能
障害は改善している。機能的予後に関しては、長期の栄養管理や人
工肛門管理を要し、正常児と比較して不良であった。

【考察】
自験例においてガイドラインで示された治療モダリティと類似し
ていた。消化管減圧は、有効な治療戦略の一つとなることもあり、
症例の機能的予後を勘案しながら検討すべき治療戦略と考えられ
た。また、消化管減圧に伴う脱水や電解質異常を呈するため、経腸
栄養と経静脈栄養における症例ごとの工夫が、肝機能障害の進行
を回避でき、さらなる長期生存につながると考えられた。
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S7-1 末期腎不全を合併した短腸症候群の乳
児における栄養管理

1）近畿大学医学部 外科学教室 小児外科部門
2）近畿大学医学部 小児科学教室

○古形 修平1）、佐々木 隆士1）、前川 昌平1）、
森下 祐次1）、山崎 晃嗣2）、杉本 圭相2）

【はじめに】
短腸症候群（SBS）では、生命維持と適切な成長のために長期の
細やかな中心静脈栄養（TPN）管理を要する。一方、腎代替療
法の施行下では、アミノ酸・微量元素・ビタミンなどが少なか
らず喪失する。今回我々は、短腸症候群に末期腎不全を合併した
乳児を経験したので、その栄養管理と問題点について報告する。

【症例】
日齢 23 に救急搬送された男児。腸回転異常症に起因する急性腹
症の治療過程で、広範な腸管壊死から SBS（残存小腸 7cm）に
至り、また腹部コンパートメントに起因する高度腎虚血から腎
代替療法（持続的血液ろ過透析：CHDF）離脱困難となった。腸
瘻排液量の変動のため CHDF の除水量は安定せず、感染に付随
した浮腫傾向もあって、体重等の身体所見は栄養指標とならず、
アミノ酸分析・脂肪酸分画・Rapid turnover protein 等を指標
として TPN 中心の栄養管理を行う方針とした。
透析でのアミノ酸の喪失を考慮し、NPC/N 比は月齢相当より低
い 200-250 を目安としつつ、腸管不全関連肝障害（IFALD）を懸
念して投与カロリーを制限した結果、低蛋白血症が持続したた
め、アミノ酸分析の結果を指標にアミノ酸インバランスの改善
に 努 め た。脂 質 は IFALD 予 防 目 的 で ω3 系 脂 肪 酸 製 剤

（OmegavenⓇ）を先行投与しつつ ω6 系脂肪酸製剤（IntraliposⓇ）
も併用した結果、T/T 比の改善を認めた。経腸栄養は成分栄養
剤（エレンタールⓇP）を低濃度で開始するも、腸瘻排液が多く、
栄養としてほぼ無効と考えられた。また、各種微量元素やビタミ
ンも喪失や吸収障害を呈し、治療に難渋した。

【考察】
アミノ酸分析や脂肪酸分画は、CHDF 施行下でも栄養指標の一
助になりうると判断できた。一方で微量元素やビタミンの補充
において既存の TPN 製剤は管理困難であった。
各種栄養指標を参考に成長・発達を促せる栄養管理を検討して
行きたい。

S7-2 ω3脂肪酸含有食品を用いた短腸症候
群に対する栄養管理の工夫

雪の聖母会聖マリア病院 小児外科

○靍久 士保利、浅桐 公男、吉田 索、
田中 宏明、朝川 貴博

長期間の静脈栄養管理を要する短腸症候群では腸管不全関連
肝障害（以下 IFALD）が問題となる。今回、比較的早期より ω
3 脂肪酸含有食品（EPA1100）を併用することで、静脈栄養導
入において肝障害を来すことなく経過した症例を経験した。
症例は 4 ヶ月の女児。24 生日（POD0）、腸回転異常症に伴う 540
度の中腸軸捻転のため広範囲腸管切除となり空腸と上行結腸
で人工肛門造設を行い、残存小腸は 20cm の短腸症候群となっ
た。POD3 から TPN（37.5kcal/kg）を開始し、POD5 から L-
グルタミン製剤内服、POD6 からエレンタール P（10ml/回×6
回）による経腸栄養と脂肪乳剤点滴静注（0.56g/kg/day）の連
日投与を開始した。経腸栄養を徐々に増量し、POD11 で 45
kcal/kg（50ml×6 回）とした。POD15 から ω3 系投与を目的と
し、EPA1100（0.25g/kg/day）の経腸投与を開始した。また、
肛門側への排便注入を開始した。脂肪乳剤静注は POD17 で週
3 回に、POD24 で週 1 回投与へ変更した。また、POD10 から順
にカルニチン、MCT オイル、整腸剤、制酸剤、グアーガム分解
物の投与を開始した。経過中に 3 回のカテーテル感染をきた
し、一時 PPN 栄養となったが、最終的には POD83 から TPN
栄養を 51kcal/kg まで増量し投与を行った。術後侵襲が落ち着
いて以降、肝機能は正常値で推移した。POD89 に 3 度目のカ
テーテル感染を来たした際に AST58 U/L、ALT70 U/L まで増
悪したが徐々に改善した。経過中にビリルビンの上昇は認めら
れず、POD89 の γGTP は 75 U/L であった。脂肪酸分画は、
EPA1100 投与前の EPA は 7.9 MCG/ml と基準値（10.2-142.3
MCG/ml）以下であったが、16 MCG/ml と正常下限まで改善し
た。EPA/AA 比も 0.06 から 0.11 まで改善を認めた。POD96
に社会的理由により転院となった。
今回、EPA1100 を併用投与したことで、ω3/6 比を改善させ、
IFALD をきたすことなく初期管理しえた。経過中、特に有害事
象も認められず、ω3 脂肪酸含有食品は短腸症候群での IFALD
の予防に有効であると考えられた。
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S7-3 重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投
与における脂肪酸分画の検討

1）久留米大学 外科学講座小児外科部門
2）久留米大学病院 医療安全管理部

○坂本 早季1）、橋詰 直樹1）、田中 芳明1,2）、
深堀 優1）、石井 信二1）、七種 伸行1）、
古賀 義法1）、東館 成希1）、升井 大介1）、
倉八 朋宏1）、高城 翔太郎1）

［目的］日本では医薬品経腸栄養剤として高 ω3/ω
6 比の栄養剤が RACOLⓇ-NF liquid と ENEVOⓇの
2 剤が存在し、各種脂肪酸が含有されている。ω3
では、RACOLⓇ-NF liquid には Eicosapentatonic acid

（EPA）や Docosahexaenoic acid（DHA）の含有は
無いが、必須脂肪酸である α リノレン酸が多く
ENEVOⓇより含有されているなど、2 剤にも脂肪酸
の違いが存在する。小児重症心身障碍児（重心児）で
それぞれが頻用され、長期的に経腸栄養剤のみで管
理される患者も認められる。今回、それぞれの栄養
剤を長期的に用いている小児重症心身障害児にお
ける血中脂肪酸分画の比較を行なった。

［対象と方法］当科で経験した 18 歳以下重心児 19
例（年齢中央値 7 歳（25th，75thpercentile 4，15 歳）
男性 9 例、女性 10 例）を対象とした。RACOLⓇ-NF
liquid のみで栄養管理している 10 例（R 群）と
ENEVOⓇのみで栄養管理している 9 例（E 群）を比
較検討した。検討項目は患者背景（年齢、性別、BMI、
投与カロリー）、血中各脂肪酸、ω6/ω3 を検討した。

［結果］患者背景に有意な差はなかった。血中脂肪酸
分画では E 群が ω9 ではオレイン酸、ミード酸が R
群より有意に高く、ω6 ではアラキドン酸、ω3 では
α リノレン酸が R 群より有意に低かった。EPA、
DHA、ω3/ω6 比に有意な差は認められなかった。

［結論］脂肪酸含有量により両群における脂肪酸血
中濃度に差が存在した。しかし各種脂肪酸は、体内
での必須脂肪酸の変換や栄養剤の脂肪酸の含有に
よって十分な血中濃度を保ち、各種脂肪酸の欠乏は
認められなかった。

S7-4 魚油由来脂肪製剤投与によって胆汁鬱
滞が改善した 2乳児の脂質プロファイ
ル変化

1）秋田大学 小児外科学講座
2）株式会社リピドームラボ
3）秋田大学 生体情報センター

○森井 真也子1）、大戸 貴代2）、渡部 亮1）、
蛇口 琢1）、山形 建基1）、林 海斗1）、
中西 広樹3）、吉野 裕顕1）

【はじめに】2017 年の本会において胆汁鬱態を主体と
した腸管機能不全合併肝障害（IFALD）に魚油由来脂
肪製剤（FOLE）を使用し速やかな改善をえた 2 乳児に
ついて報告した。今回本症例において大豆由来脂肪製
剤（SOLE）から FOLE への移行に伴う血中脂肪プロ
ファイルの変化を測定しその意義を検討・報告する。
【症例と方法】症例 1 は生後 4 か月、多発空腸閉鎖症の
男児であり、症例 2 は生後 2 か月、hypoganglionosis
の女児である。いずれも完全な胆汁分泌途絶（十二指
腸液・空腸液の白色化）から 1～2 週間で FOLE 投与
を開始した。変更直前、3 週間後の脂肪酸分画を測定
し、その際の血漿を凍結保存、後日 LCMS-8040（超高
速トリプル四重極型 LC/MS/MS システム）を用いて
網羅的に酸化脂肪酸を測定した。
【結果】2 症例とも本剤開始からおよそ 1 週間後には胆
汁分泌が回復し、ビリルビン値は最終的に正常化して
いる。 脂肪製剤変更前後の脂肪酸分画を比較すると、
必須脂肪酸であるリノール酸（C18：2 ω6）は、変更後
に半減し基準値以下となった。しかし、リノール酸よ
り生合成されるアラキドン酸（C20：4 ω6）は症例 1
ではむしろ低値であったものが正常範囲へと回復し、
症例 2 では前後で変化しなかった。α リノレン酸（C
18：3 ω3）はいずれも基準値内であったが、α リノレ
ン酸より生合成されるエイコサペンタエン酸（C20：5
ω3）、ドコサヘキサエン酸（C22：6 ω3）は前値が基準
値以下であり、変更後は基準値の 1～2 に上昇した。
【結語】IFALD の 2 乳児例において、脂肪製剤変更後
に速やかな胆汁分泌の再開認めた。ω6 系脂肪酸の胆
汁分泌阻害作用、あるいは ω3 系脂肪酸の胆汁分泌促
進作用が示唆された。
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S8-1 重心児の栄養管理の現状

仙台赤十字病院 小児外科

○伊勢 一哉、岡村 敦

【はじめに】我々の施設では、重心児に対する手術として、
気管切開術、声門閉鎖術、胃瘻造設術、胃噴門形成術等を
行っている。外来では気管切開カニューレ管理と胃瘻管
理が中心となる。最近の術後および外来での重心児の栄
養管理について検討したので報告する。

【対象】2017 年 4 月から 2019 年 6 月まで手術を施行した
重症心身障害児 21 例。2019 年 6 月現在、外来で胃瘻管理
施行中の 20 例。

【結果】気道手術は、気管切開術 3 例、声門閉鎖術 4 例。
術当日か術後 1 日目より、術前同様の栄養管理が再開さ
れていた。腹部手術は、胃瘻造設術 9 例、胃噴門形成術
5 例。胃瘻造設術では術後 3 日目、胃噴門形成術では術後
4～7 日目に、白湯から開始し 1～2 日毎に量を増やし 7～
10 日目には術前と同様の栄養管理になっていた。十二指
腸栄養チューブを留置された症例では、抗痙攣剤注入と
早期からの栄養再開が行われた。外来胃瘻管理中の 20
例では、亜鉛、セレン、カルニチン、プレアルブミン等の
検査結果を担当医に確認し、検査未施行症例については
外来で血液検査を施行した。微量元素不足例に対して補
充を行った。在宅症例では、半固形栄養を導入し、注入時
間の短縮、便性の変化、胃瘻周囲びらん等の改善を得てい
た。

【考察】重心児の術後栄養管理について、気道手術では、
早期に術前と同様の栄養管理が可能で、創傷治癒に重要
な栄養状態の維持が図られていた。腹部手術では、概ね術
後 1 週間で術前と同様の栄養管理が問題なく再開されて
いた。さらに、十二指腸栄養チューブの使用が可能であれ
ば、早期から内服が安全に注入できていた。外来胃瘻管理
症例では、各施設や在宅で長期間同一の栄養管理が行わ
れているケースが多く、身長伸展による側弯の進行や体
重増加による介護者負担が問題となると思われた。

S8-2 重症心身障害児における術後経腸栄養
管理のポイントと工夫

東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科

○中田 千香子、武之内 史子、松岡 亜記、
矢部 清晃、工藤 渉、幸地 克憲

【目的】重症心身障害児（重心児）は自ら症状を訴えるのが
困難であり，術後の病態を捉えるのにしばしば難渋する．特
に術後消化管アレルギー（消アレ）は発症しても，その診断
が遅れることがある．重心児における術後消アレの発生と管
理上のポイント・工夫について考察した．【方法】2014 年 4
月～2019 年 4 月までに，当院で消化管外科手術を施行した
重心児 32 例を対象とし，患者背景や臨床経過を診療録を基
に後方視的に検討した．消アレの診断は，①術後栄養剤の胃
内残存（胃残）の増加，下痢などの消化器症状と，②術後末
梢血好酸球数＞6.0％ または治療乳による消化器症状の改善
とした．【結果】全 32 例中，消アレ発症群は 10 例（31％），
非発症群は 22 例（69％）だった．消化器症状は，胃残の増
加，下痢，腹部膨満，嘔吐，血便の順に多かった．末梢血好
酸球数の平均は，術前は発症群 4.2％，非発症群 3.1％ と有意
差はなかったが，術後は発症群 12.9％，非発症群 5.9％ と，
発症群で術後に有意に高かった．術後の平均絶食期間は，発
症群 5.3 日，非発症群 2.6 日と発症群で有意に長かった．発症
群で，治療乳への変更により症状が改善したのは 4 例，不変
は 1 例で，5 例は当時消アレの診断がされていなかった．術
前にアレルギー素因を有する症例は，発症群 5 例（50％），
非発症群 3 例（14％）と発症群で有意に多かった．腹部手術
歴は，発症群 4 例（40％），非発症群 4 例（18％）と発症群
に多い傾向にあったが有意差はなかった．消アレの既往の
あった症例では，再手術時に治療乳を投与することで消アレ
発症を回避することができた．治療乳は成分栄養剤（エレン
タール PⓇ）を用い，栄養期間に応じて微量元素（テゾンⓇ）や
魚油を追加した．【まとめ】重心児では，消化器外科疾患手
術により術後に消アレを呈する症例が約 30％ あった．術後
経管栄養が進まない場合，患者のアレルギー素因の有無や末
梢血好酸球数の推移と臨床症状から，消アレの存在も念頭に
早期から加療することが重要と考える．
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S8-3 経腸栄養が困難になり消化管バイパス
術を施行した重症心身障碍児（者）の 2
例

北野病院 小児外科

○佐藤 正人、東尾 篤史、遠藤 耕介、諸冨 嘉樹

今回われわれは、側彎の進行に伴う十二指腸の通過
障害から経腸栄養が困難となった重症心身障碍児（者）
にバイパス手術を行った 2 例を経験したので報告す
る。

【症例 1】20 歳男性。脳性マヒ、右に凸の側彎症。10
歳時、GER の診断で腹腔鏡下噴門形成術・胃瘻造設術
が施行された。19 歳頃から胃瘻からの栄養剤の注入が
困難になり、次第に胆汁の逆流、さらには胃液の逆流を
認めるようになってきた。造影検査で十二指腸下行脚
が椎体に挟まれ、通過障害を来していた。保存的加療試
みたが困難で、腹腔鏡下に十二指腸の受動剥離を行っ
た。一旦、通過を得たが、通過障害再燃したので、1
週後に腹腔鏡下胃空腸吻合術を施行した。その後、胃瘻
からの栄養は良好となり、術後 2 年の現在、再燃を認め
ていない。

【症例 2】15 歳男児。痙性四肢マヒ、West 症候群、左に
凸の側彎症。1 年前から嘔吐回数が増し、GER の精査目
的で紹介された。側彎の進行に伴い膵頭部と右腎の間
に十二指腸が挟まり十二指腸の通過障害を来してい
た。嘔吐の原因は十二指腸通過障害に起因すると判断
し、十二指腸下行脚と空腸をバイパス（RY 吻合）し、
胃瘻造設を付加した。術後、胃からの通過は改善した
が、GER 症状が顕著となり、腹腔鏡下噴門形成術を施
行した。術後、1 年の現在、症状の再燃は認めていない。

【考察】重症心身障碍児はその成長に伴い、側彎が進行
する。右に凸の場合は十二指腸が椎体に挟まれ、左に凸
の場合は十二指腸が膵頭部と右腎に挟まれ、通過障害
を来す。このような症例で経腸栄養を継続するために
は、チューブ栄養にとらわれずに、消化管バイパス術を
施行することも経腸栄養継続のコツのひとつと考えら
れた。


