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対象と目的

多くの医療，介護の現場で栄養サポートチーム（NST）が整備され，多職種による栄養療法の介入が
多くの患者，療養者に福音をもたらしたが，同時に栄養療法単独の限界も明らかになってきた．一方，
リハビリテーションの世界でも栄養療法の下支えのない介入の問題点が提起され，リハビリテーション
と栄養療法の融合の必要性が唱えられるようになった．この機運は「リハビリテーション栄養（以下リ
ハ栄養）」という概念を生み出し，学術的研究が各地で行われるようになった．本誌は「脳血管疾患」，
「大腿骨頚部骨折」，「がん」，「急性疾患」の4疾患でのリハ栄養に関する知見を診療ガイドラインとして
まとめた．本診療ガイドラインは多くの医療，介護の現場で治療，療養に携わる医師，歯科医師，歯科
衛生士，薬剤師，看護師，管理栄養士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，ヘルパー，臨床心理
士，介護支援専門員，臨床検査技師，社会福祉士，介護福祉士といった多職種の方の利用と，対象は患
者，療養者はもちろん，広く地域の方に適応されることを想定している．医療，介護の現場での指針と
して利用していただくだけではなく，さらに現在の研究の現状と今後の方向性を示唆する一助になれば
と願っている．

利害関係者の参加

本診療ガイドラインは日本リハビリテーション栄養学会のメンバーが中心とな
り編纂された．メンバーは医師，歯科医師．看護師，薬剤師，管理栄養士，歯科
衛生士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，臨床検査技師などの多職種によ
り構成され，外部査読委員として日本理学療法士学会：栄養・嚥下理学療法部門，
日本サルコペニア・フレイル学会，日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究
会，診療ガイドラインの作成に関する専門家の外部査読に従い，修正した〔外部査読の詳細は学会ホー
ムページ（https：//sites.google.com/site/jsrhnt/riha-rong-yanggaidorain　※QRコード）を参照され
たい〕．また，患者家族の代表の方もパネル会議に参加していただき，受益者の視点も盛り込んだ．

編集の独立性

本診療ガイドラインは日本リハビリテーション栄養学会より資金提供を受け作成されたが，資金提供
者より内容に影響する指導等は受けていないこと，各委員の利益相反も明記した．

診療ガイドライン作成組織
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佐藤千秋	 昭和大学藤が丘病院	 臨床検査技師
豊田実和	 リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア	 看護師
田中 舞	 富山県リハビリテーション病院･こども支援センター	 作業療法士
石井良昌	 海老名総合病院	 歯科口腔外科医
小坂鎮太郎	 練馬光が丘病院	 総合診療医

◆システマティックレビューチーム
百崎 良（委員長）	 帝京大学医学部附属溝口病院	 リハビリテーション科医
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中村直人	 公立陶生病院	 薬剤師
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木下翔司	 雄心会青森新都市病院	 リハビリテーション科医
坪井麻里佳	 総合東京病院	 リハビリテーション科医
福井遼太	 東京慈恵会医科大学附属 第三病院	 リハビリテーション科医
田中 優	 奈良県立医科大学	 麻酔科医
鈴木孝明	 奈良県立医科大学附属図書館	 司書

◆患者家族代表
大島娃子	 横浜市

◆診療ガイドライン作成協力委員
南郷栄秀	 東京北医療センター	 総合診療医
湯浅秀道	 独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター	 歯科口腔外科医

◆外部評価委員
吉田 剛	 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科	 理学療法士
	 日本理学療法士学会栄養・嚥下理学療法部門
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山田 実	 筑波大学大学院人間総合科学研究科	 理学療法士
	 日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会
吉村芳弘	 熊本リハビリテーション病院	 リハビリテーション科医
	 日本サルコペニア・フレイル学会
高垣伸匡	 千春会病院	 消化器内科医

◆診療ガイドライン事務局
熊谷 直子	 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	 管理栄養士

作成委員の利益相反

診療ガイドライン作成組織の編成前に，候補者から経済的COI，学術的COIの自己申告を診療ガイ
ドライン統括委員会に提出してもらい，診療ガイドライン作成メンバー等の選定および診療ガイドライ
ン作成過程における役割分担・役割範囲を決定した．経済的COIを有するメンバーを責任者とせず，
必要に応じて経済的COI・学術的COIを有するメンバーはパネル会議における投票権を持たない．な
どの役割制限を施した．
Minds診療ガイドライン作成の手引き	1）に従って（申告対象は2016年〜2018年における研究費等につ
いて100万円以上，講演料等について50万円以上のもの），開示基準に該当する場合は個人名と企業名
を明記することとした．またこれに各CQに関連する学術活動である学術的COIもあわせた．

◆開示基準に該当する経済的COI申請のあった者　3名
・	企業や営利を目的とした企業や団体より，会議の出席（発表）に対し，研究者を拘束した時間・労
力に対して支払われた日当（講演料など）
　株式会社クリニコ，ネスレ日本株式会社，大塚製薬工場株式会社
・	企業などが提供する寄付講座に所属
　	株式会社 恒和薬品〔郡山市〕，株式会社 東芝〔京都〕

◆学術的COI申請のあった者　17名
※本診療ガイドラインに絡む論文の執筆のあった者　7名
※これまでに携わった診療ガイドライン　11名
・日本緩和医療学会　終末期がん患者の輸液療法に関するガイドライン（2013年版）
・	厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）介護保険施設における利用者の口腔・栄養管
理の充実に関する調査研究　研究班　要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン
・	日本集中治療医学会　集中治療室における早期リハビリテーション「早期離床やベッドサイドから
の積極的運動に関する根拠に基づくエキスパートコンセンサス」
・日本心不全学会　心不全患者における栄養評価・管理に関するステートメント
・日本有病者歯科医療学会
　科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン〈2015年版〉
・日本サルコペニア・フレイル学会，日本老年医学会，国立長寿医療研究センター
　サルコペニア診療ガイドライン2017年版
・日本腎臓リハビリテーション学会　腎臓リハビリテーションガイドライン
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・日本病院薬剤師会　注射薬無菌調製ガイドライン
・日本病院薬剤師会　抗がん薬無菌調製ガイドライン
・日本顎関節学会　顎関節症初期治療のための診療ガイドライン
・日本口腔外科学会　	口腔顎顔面外傷診療ガイドライン2015年改訂版	

口腔癌診療ガイドライン2018（仮）
・日本集中治療学会・呼吸療法学会　ARDSガイドライン2016
・	厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）．難治性血管炎
に関する調査研究班，難治性腎疾患に関する調査研究班，びまん性肺疾患に関する調査研究班　
ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017
・日本神経学会　てんかん診療ガイドライン2018
・日本神経学会　パーキンソン病診療ガイドライン2018
・日本緩和医療学会　がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン

■本診療ガイドラインは5年をめどに更新する予定である

■文献
  1） 福井次矢，山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014
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背景

脳血管疾患は国民の生産，死亡に大きな影響を
及ぼす疾患である．一般社団法人日本生活習慣病
予防協会発表の「生活習慣病の調査・統計」によ
ると，平成26年の脳血管疾患の総患者数は117
万9,000人で，うち年間死亡数は11万4,207人で，
年間死因別死亡総数の9.0％を占め，全死亡原因
の第4位となった．また，脳血管疾患は介護が必
要となる原因の第1位であり，年間医療費は約1
兆8,000億円であった 1）．脳血管疾患患者は中高

年以降に多く認め，様々な障害から，身体機能の
低下や認知機能の低下，栄養状態の悪化をきたし
やすい．なかでも，嚥下障害を有する患者におい
ては，早期からの栄養療法がリハビリテーション
（以下，リハ）を実施していく上で重要である．
リハ栄養は「ICF（国際生活機能分類）による全
人的評価と栄養障害・サルコペニア・フレイル・
栄養素摂取の過不足の有無と原因の評価，リハ栄
養診断・ゴール設定を行ったうえで，障害者やフ
レイル高齢者の栄養状態・サルコぺニア・フレイ
ルを改善し，機能・活動・参加，QOLを最大限

【推奨】
リハビリテーションを実施されている急性期の高齢の脳血管疾患患者において，死亡率・感

染の合併症を減らし，QOLを向上する目的に，強化型栄養療法を行うことを弱く推奨する（弱
い推奨/エビデンスの確実性：低い）．
強化型栄養療法の介入方法は，個別栄養管理により患者の状態に応じた投与量・経路を選択

した上で，濃厚補助栄養剤や高蛋白食品，サプリメントの追加などを考慮する．

脳血管疾患患者におけるリハビリテー
ション栄養診療ガイドライン
Clinical practice guideline of rehabilitation nutrition for adult 
cerebrovascular disease patients

リハビリテーションを実施されている高齢の脳血管疾患患者に，強化型栄養療法は行
うべきか？

CQ

田中 舞 1），小坂鎮太郎 2），西岡心大 3），東敬一朗 4），吉村由梨 5），飯田有輝 6），森 隆志7），
金久弥生 8），豊田実和 9），佐藤千秋 10），石井良昌 11），藤原 大 12），荒金英樹 13）

1）富山県リハビリテーション病院･こども支援センター　2）練馬光が丘病院　3）一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院　
4）医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院　5）医療法人社団刀圭会協立病院　6）JA愛知厚生連海南病院　7）脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院　8）明海大学　9）リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア　10）昭和大学藤が丘病院　11）海老名総合病院　
12）公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院　13）愛生会山科病院
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に高める『リハからみた栄養管理』や『栄養からみ
たリハ』」と定義されている 2）．リハ栄養に関する
Randomized Controlled Trial（RCT）は主に急性
期の分野において報告が散見されるが，エビデン
ス自体はまだ十分とは言えない．しかし，脳血管
疾患によって起こる機能・能力障害の改善や死亡
回避を，リハ栄養によって更に改善ができれば，
医療費の削減や生産性の向上につながることが期
待される．
「脳卒中治療ガイドライン2015」では，低栄養
状態は脳卒中発作発症急性期の6〜60％の頻度で
認められ 3），脳卒中発症急性期の低栄養状態は独
立した転帰不良因子である 4），というエビデンス
を基に，脳卒中発作で入院したすべての患者で栄
養状態を評価するよう勧めている．また，急性期
リハにおいて，低栄養を含めた合併症が，生命ま
たは機能転帰に影響を与えることから，合併症の
管理を行う重要性が指摘されている.また，脳卒
中超急性期において，低栄養状態やそのリスクの
ある患者に対して，十分なカロリーや蛋白質の補
給を行うことや，経口摂取が困難と判断された患
者には，急性期（発症7日以内）からの経管栄養が
死亡率を減少させると報告されている．特に急性
期において入院時に低栄養と判定された患者で
は，高カロリーや高蛋白の食品が提供された群
で，死亡率や褥瘡の発生頻度の低下が認められ
た 5）．以上より，「脳卒中治療ガイドライン2015」
では，特に急性期リハにおいて，低栄養が生命予
後や機能転帰に影響する主要な合併症とされ，発
症早期からの経管栄養を含む高カロリー・高蛋白
食品の提供が，死亡率や合併症発生のリスク低下
につながると記載されているが，その他の介入効
果やその発生頻度については言及されていない．
今回，本診療ガイドラインでは，脳血管疾患患
者に対して急性期にリハと強化型栄養療法を併用
したリハ栄養による介入の有用性について，死亡
率・合併症の発生頻度に加え，ADL，歩行能力，
QOLの観点から検討を行った．

本診療ガイドラインにおける用語の定義

●リハビリテーション（リハ）：何らかの障害に対
する一定期間の包括的あるいは個別的な専門職に
よるリハプログラムを提供すること
●強化型栄養療法：病院内での給食の提供など標
準的な栄養ケア，または在宅・施設での日常的な
食事摂取に加えて，患者個別の栄養アセスメント
に基づく栄養指導，栄養カウンセリング，経口補
助食品の提供および静脈・経腸栄養を実施するこ
と
●強化型リハ：入院中週3回のリハ実施と，退院
後週1回のリハへの参加を含む6週間の理学療法
を中心としたリハプログラム

方法

リハビリテーション栄養診療ガイドラインは日
本リハビリテーション栄養学会診療ガイドライン
委員会（以下，CPG委員会）が作成した．CPG委
員会は診療ガイドライン統括委員会，診療ガイド
ライン作成グループ（以下，CPG作成グループ），
システマティックレビューチーム（以下，SRチー
ム），および外部委員による診療ガイドライン作
成指導グループにより構成した．作成方法は原則
としてGrading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation（GRADE）システ
ム 6）に準拠し，「Minds診療ガイドライン作成の
手引き2014」 7）も参考とした．

（1）Clinical Question（CQ）の作成
以下の手順に添って，診療ガイドライン作成グ
ループが実施した．
①ガイドラインスコープの策定
Analytical  frameworkを用いて疾患ごとに
Key Question（KQ）を設定し，ガイドラインス
コープを策定した．
②アウトカムの決定
KQを基にClinical Question（CQ）を作成し，
重要と思われるアウトカムを列挙し，重要度を1
〜9点でグループメンバーが採点した．平均点に
より重大（7〜9点）および重要（4〜6点）なアウト
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カムをエビデンスプロファイルに含めるものとし
て採択した．

（2）システマティックレビュー（SR）
以下の手順に添って，SRチームが実施した．
①文献検索
CQのPICO（P：Patient,  I：Intervention, C：
Comparison, O：Outcome）から検索語を抽出し，
図書館司書と協力し検索式を作成した．文献デー
タベースはMEDLINE, EMBASE, CENTRAL，
医中誌を利用した．採用する論文は2016年10月
までのRandomized Control Trial（RCT）のみと
する．害のアウトカムについてはMEDLINEを
用いて観察研究まで検索し含めた．あらゆる言語
のもの，抄録のみのものも可能な限り含め，
Cochrane reviewやその他のSRも検索し，それ
に含まれる論文も採用した．
②研究選択・データ抽出
2名以上のSRチーム員が独立に論文題名と抄
録でスクリーニングし，全文を読む必要のある研
究を選択した．意見の相違がある場合は，話し合
いで解決した．文献選択の流れはフローダイアグ
ラムにまとめた．データ収集フォームなどを用い
て必要なデータを収集し，構造化抄録を作成し
た．
③エビデンスの統合
各CQの各アウトカムに分けられた論文のデータ
のメタアナリシスを，Cochrane Review Manager
（RevMan5）software ver.5. 3を用いて統合した．
二値変数のアウトカムについては，ランダム効果
モデル（Random-effects model, Mantel-Haenszel
法）を用いて統合し，リスク比とその95％信頼区
間を計算した．連続変数のアウトカムに関して
は， ラ ン ダ ム 効 果 モ デ ル（Random-effects 
model,  Inverse Variance法）を用いて平均差
（Mean Difference：MD）と標準偏差（Standard 
Deviation：SD）を計算した．測定尺度が異なる
場合には，MDの代わりに標準化平均差
（standardized mean difference：SMD）を算出
した．
④エビデンスの確実性の評価
メタアナリシスに組み入れた論文に対して，そ

れぞれ2名のSR作成委員がそのエビデンスの確
実性を評価した．2名の評価が食い違った場合は
SRチームの他のメンバーも含め，議論して結論
を出した．エビデンスの確実性の評価において
は，GRADE working groupの提唱する方法に
従い，最終的にhigh（高），moderate（中），low
（低），very low（非常に低）の4段階にグレーディ
ングした．なお本診療ガイドラインではRCTの
みを採用したため，エビデンスの確実性はhigh
（高）から開始し，グレードを下げる5要因を評価
して，グレードの調整を行った．グレードを下げ
る5要因は，バイアスのリスク（risk of bias），非
一貫性（inconsistency），非直接性（indirectness），
不精確さ（imprecision），出版バイアス（publication 
bias）とした．この5要因により最終的なエビデン
スの確実性を決定した後，GRADEpro GDTを用
いて，GRADE Evidence Profileを作成した．
⑤�アウトカム全般に対するエビデンスの確実性の
検討
各CQのアウトカムごとに評価されたGRADE 
Evidence Profileを参考にして，アウトカム全般
に関するエビデンスの確実性を検討し，CPG作
成グループに提出した．（表1）
⑥Evidence-to-Decision�Frameworkの素案作成
推奨文作成に必要となるEvidence-to-Decision 
Framework（E to D Framework） にエビデンス
の確実性，利益と害の大きさとバランス，患者の
価値観や意向のばらつき，コストやリソースと
いった資源についての検討事項を記述し，CPG
作成グループに提出した．
⑦外部評価
診療ガイドライン（CPG）作成過程全体を通し
て不偏性が考慮されることになるが，それでも作
成過程，および，完成したCPGから完全に偏り
を排除することは非常に困難である．そこで
CPG委員会組織の中に，CPG作成グループやSR 
チームとは別に評価を行う外部評価委員会を設け
て，評価を受けた．外部評価の時期として，シス
テマティックレビューのサマリーレポートの草案
が完成した段階で行った．
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（3）推奨決定
①推奨文案の作成
E to D Frameworkを基にCPG作成グループ
が推奨の方向，強さを含む推奨文案を作成し，パ
ネル会議に提出した．
②パネル会議による推奨文の最終決定
パネル会議で推奨の方向，強さを含む推奨文案
を吟味し，推奨文を最終決定した．パネル会議で
は，GRADE gridによる合意形成方式を採用し
た．推奨の強さ4項目のいずれかに投票得票率が
80％以上であれば合意を得たとした．投票は3回
までとして意見の集約が得られない場合には，推
奨の強さは決定できないとした．
なお推奨の解釈を補足するため，SRで採択さ
れたアウトカムに関してMinimal Clinically Important 
Difference（MCID）を検索し，解説とともに診療

ガイドラインに付記した．MCIDは各診療ガイド
ライン作成担当者がPubmedにてハンドサーチ
を行ったほか，Shirley Ryan Ability Lab による
Rehabilitation Measures Database  8）も参考とし
た（表2）．

解説

脳血管疾患においては，SRの手順に沿ってSR
チームが文献検索した結果，7論文・8本のRCT
が最終的に選択された（図1）．このうち1本の論
文は，2つのRCTについて検証を行ったもので
あった．以下に，メタ解析の結果と，論文別の
RCTの検証結果について記載していく．
メタ解析の結果として，死亡率は対照群で
18.8％（490/2621）に対し，強化型栄養療法介入

表1　エビデンスプロファイル

アウトカム 重要性 エビデンスの質
（GRADE） 栄養介入群 標準治療群  差異 95％ CI

死亡率 重大 ⊕⊕○○
低い a,b

介入群の死亡率
は16.9％
（442/2621）

非介入群の死亡
率は18.8％
（490/2621）

介入群で患者1,000人
あたり死亡者が23人
少ない

RR 0.88
0.72-1.07

ADL
Barthel Index（BI）と
FIMで評価

重大 ⊕○○○
非常に低い b,c,d

介入後
平均48.1

介入後
平均 43.9

介入群で平均点数が
4.16点高い

0.88-9.2

感染症 感染全て 重大 ⊕⊕○○
低い e,f

介入群の感染合
併 率 は36.1 ％
（57/153）

非介入群の感染
合 併 率55.6 ％
（85/158）

介入群で患者1,000人
あたり感染者が194人
少ない

RR 0.65
0.51-0.84

肺炎 重大 ⊕○○○
非常に低いb,g,h

介入群の肺炎合
併 率 は10.7 ％
（276/2581）

非介入群の肺炎
合併率は10.5％
（269/2562）

介入群で患者1,000人
あたり感染者が35人
多い

RR 0.67
0.36-1.26

QOL i EQ5D
（EuroQol）

重大 ⊕○○○
非常に低いd,i, j,k

介入3か月後の
EQ-VAS score
は20％改善

介入3ヶ月後の
EQ-VASscore
は改善なし

介入群で20％のEQ-
VAS scoreの改善

P＝0.009

歩行能力 j 6MWT（ft） 重大 ⊕○○○
非常に低い d,j

退院時の平均歩
行距離は
299.28ft

退院時の平均歩
行距離は
170.59ft

介入群で128.69ftの
改善

P＜0.001

a. I square value 41％（P＝0.15）中等度の異質性
b. 95％信頼区間の上限と下限で臨床決断が異なる
c. Zheng 2015のランダム生成・割り付け・ブラインドがUnclear
d. I square value 53％（P＝0.14）中等度の異質性
e. Gariballa 1998が研究参加者と治療提供者がブラインドされていない
f. 総イベント数が142と少ない
g. Dennis 2005（2）の参加者と治療提供者がブラインドされていない．またweightが56.1％を占める
h. Dennis 2005（2）は早期栄養介入（weight 56.1％），その他が栄養価が違う栄養剤を使用した介入
i. RCTが2つあったが，結果の数値がmedian表記であったため統合できなかった
j. RCTが1つだけであった
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群で16.9％（442/2621）と，介入群で患者1,000人
あたり死亡者が23人少ないという結果であった
（RR 0.88，95％CI：0.72-1.07）．ADLの検討では，
対照群ではFunctional  Independence Measure
（FIM）/Barthel  Index（BI）が平均43.9点，介入
群では平均48.1点と介入群で平均点数が4.16点

高い結果であった（95％ CI：0.88-9.2）．感染症
は，すべての感染症合併で見ると，対照群で
55.6％（85/158）であったが，介入群では36.1％
（57/153）と，介入群で患者1,000人あたり感染者
が194人少ない結果であった（RR 0.65，95％
CI：0.51-0.84）．一方で肺炎のみに限ると，対照

特
定

適
格
性

組
み
入
れ
た
も
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

スクリーニングした文献数
（n＝2,372）

除外した文献数
（n＝2,340）

適格性を評価した
全文論文数
（n＝32）

質的統合に組み入れた
研究数
（n＝8）

量的統合（メタ解析）
に加えた研究の件数
（n＝8）

除外した全文論文と
除外理由
（n＝24）

対象患者が異なる　　7
アウトカムが異なる　5
研究デザインのみ　　1
介入方法が異なる　　6
抄録のみであった　　5

重複文献除外後の文献数（n＝2,372）

データベース検索から特定
した文献数
（n＝2,587）

その他の情報源から特定し
た追加的な文献数
（n＝51）

図1　文献検索フローチャート

表2　アウトカムごとの臨床的意義のある最小差

アウトカム 臨床的に意義のある最小差
（Minimal clinically important difference）

ADL：Functional Independence Measure （FIM） total FIM 22点, motor FIM 17点, cognitive FIM 3点 a,b

ADL：Barthel Index（BI） 1.85点（20点満点表記） a,c,d

QOL：EQ5D（EuroQol） 未確立 a,e

歩行能力：6MDT COPD：54ma,f，高齢・脳卒中患者：50ma,f，頚髄損傷：0.1m/秒a,f，
脳卒中：34.4ma,f,g

a. Shirley Ryan Ability Lab によるRehabilitation Measures Databaseを参照した
b. Outcome Measures in Stroke. Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation. www.ebrsr.com
c. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16401435
d. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID＝916
e. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID＝930
f. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID＝1067
g. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID＝895
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群の肺炎合併率は10.5％（269/2562）であったが，
強化型栄養療法介入群は10.7％（276/2581）と，
介入群で患者1,000人あたり感染者が35人多かっ
た（RR 0.67，95％ CI：0.36-1.26）．QOLと歩行
能力についてはそれぞれRCTが1つないしは結
果がmedian表記であったため，統合できなかっ
た．
以下にそれぞれのRCTについて概説する．
M. H. Rabadiらによる初発急性期脳血管障害
患者を対象としたRCTが報告されている．リハ
施設入所時から市販の入手可能な濃厚栄養補助剤
（240kcal，蛋白11g）を摂取した群（介入群）と，
標準的な栄養補助剤（127kcal，蛋白5g）を摂取
した群（対照群）でのリハの効果についての検証
で，主要アウトカムは，FIMの総得点と運動項
目・認知項目別の得点，在院日数，6分間歩行テ
スト（6 minute walk test：6MWT），在院日数
であった．このRCTにおいては，肺炎発症，合
併症，死亡率，QOLについては調査されていな
かった．また，介入群においてFIMの総得点と
運動項目得点，6MWTにおいて有意な改善を認
めたが（P＜0.001，FIM運動項目得点　95 ％
CI：1.10-14.32），認知項目得点に関しては，有
意差を認めなかった（P＝0.80） 9）.
LisaらによるRCTは，急性期脳卒中患者を対
象に，個別栄養管理を行い，摂取状況に応じて高
蛋白食品を摂取した群（介入群）と，個別栄養管
理を行わず，通常の栄養管理（経口摂取または経
管栄養）のみ行った群（非介入群）で，EQ-5Dを
用いたQOLの改善度を比較した研究であった．
その結果，3か月後のEQ VAS scoreは非介入群
では改善を認めなかったのに対し，介入群では
20％改善が認められた（P＝0.009） 10）.
Deniss MSらは，経口摂取が困難と判断された
脳卒中患者を対象とした，発症後1週間以内に経
管栄養を開始した経腸栄養早期開始群（早期介入
群）と，発症後1週間は経腸栄養を回避した経腸
栄養回避群（非介入群）とでの介入時期を比較し
たRCTと，経皮内視鏡的胃瘻造設術群（PEG群）
と経鼻胃管群（NGT群）の介入方法を比較した
RCTを行った.その結果，早期開始群，PEG群に

おいて，発症6か月後の死亡率は低い傾向にあっ
たが，死亡率や再発率，合併症の発症率にはいず
れも有意差は認めなかった（早期開始群vs経腸栄
養回避群　95％ CI：0.76-1.02，PEG群vs NGT
群　95％ CI：0.80-1.12） 11）.
Zhengらによる脳卒中発症早期に栄養価の高
い栄養剤を摂取した群（介入群）と通常の食事を
提供された群（非介入群）を比較したRCTによる
と，介入群において，死亡率が有意に低く（P＝
0.032，95％ CI：0.14-0.97），感染症の発生率も
有意に低かった（P＝0.022，95％CI：0.43-0.94）．
呼吸器感染症の発生率については有意差を認めな
かったが，介入群において増加傾向にあった
（95％ CI：0.34-1.41）．このRCTでは，BIにつ
いても調査されていたが，入院21日後のBIの変
化に有意差は認めなかった（P＝0.154，95％ CI：
-0.64-5.24） 12）.
Gariballaらによる発症後1週間以内の脳卒中患
者において，病院食以外にサプリメントを摂取し
た群（介入群）と病院食のみを摂取した群（非介入
群）を比較したRCTでは，介入群において3か月
以内の死亡率が減少したが，有意差は認めなかっ
た（P＝0.127，95％ CI：0.07-1.21） 13）.
Boselliらによる脳損傷患者を7％含む脳血管疾
患患者に必須アミノ酸（EAA）含有のサプリメン
トを摂取させた群（介入群）と，マルトデキスト
リン含有の同カロリーの製品を摂取した群（非介
入群）を比較したRCTでは，介入群において，呼
吸器感染・尿路感染・皮膚感染・消化器感染・血
液感染等の感染症全体の発症率は有意に低かった
が（P＜0.001，95％ CI：0.42-0.90），呼吸器感染
単独での検証は，有意差を認めなかった.この
RCTではFIMについても検証されていたが，有
意差は認めなかった 14）.
Aquilaniらによる亜急性期脳卒中患者におい
て，EAAを摂取して1日1時間・週5日理学療法
（PT）を受けた群（介入群）と，マルトデキストリ
ン含有の同カロリーの製品を摂取した群（非介入
群）を比較したRCTでは，FIMの改善に有意差
は認めなかった（P＝0.5） 15）.
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今回選択したRCTの栄養介入方法は，①高蛋
白・高カロリーの濃厚栄養補助剤と標準的な栄養
補助剤での比較，②栄養価の高い食事と通常の食
事での比較，③必須アミノ酸の摂取の有無での比
較，④必須アミノ酸と同カロリーの製品の摂取で
の比較，⑤経腸栄養を早期に開始した者と経腸栄
養を早期に行わなかった者での比較，⑥PEGと
NGTの栄養管理方法での比較であった．それぞ
れの結果を比較すると，死亡率や感染症の発生率
において介入効果を認めたRCTと認めなかった
RCTが存在し，感染の定義が各RCTにおいて明
確化されていないことが要因と考えられた．ま
た，ADLや歩行速度，呼吸器感染症の発生に関
しては，改善は認めたものの，有意差は得られ
ず，介入効果としては不明確であった．
そのため，エビデンス総体の確実性としては，

一定の介入効果を認めるRCTが複数存在するが，
各アウトカムのエビデンスの確実性が低く，介入
効果が不明確なアウトカムが多いと判断し，全体
的なエビデンスの確実性は「低い」とした．QOL，
歩行速度に関して検証した研究は1研究と少な
く，今後行われる研究によっては結果が逆転する
可能性はあると考えられる（表3）．
死亡・感染・ADLに関しては介入効果が期待
できるが，今回の検証では，感染の発生以外のア
ウトカムのエビデンスの確実性が低かった．一
方，治療の副作用や不利益については，栄養付加
に伴う誤嚥性肺炎以外には，リハによる転倒等そ
の他の害の記載は認めなかったことから，介入効
果のバランスは判断できなかった．
費用対効果について，栄養介入が感染症の発生
率を減少させるアウトカムが得られ，抗菌薬など

表3　判断の要約
判断

問題 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

望ましい効果 わずか 小さい 中 大きい さまざま 分からない
望ましくない効
果 大きい 中 小さい わずか さまざま 分からない

エビデンスの確
実性 非常に低 低 中 高 採用研究なし

価値観
重要な不確実
性またはばら
つきあり

重要な不確実
性またはばら
つきの可能性
あり

重要な不確実性
またはばらつき
はおそらくなし

重要な不確実
性またはばら
つきはなし

効果のバランス 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 分からない

必要資源量 大きなコスト 中等度のコス
ト

無視できるほど
のコストや節減 中等度の節減 大きな節減 さまざま 分からない

必要資源量に関
するエビデンス
の確実性

非常に低 低 中 高 採用研究なし

費用対効果 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 採用研究なし

公平性 減る おそらく減る おそらく影響無
し

おそらく増え
る 増える さまざま 分からない

容認性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

実行可能性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない
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の使用を考慮すると費用の削減につながる可能性
はある．しかし，栄養剤にかかる費用面を考慮す
ると，今後さらなる検討が必要とされる.
公平性については，僻地等で管理栄養士が不在
で強化型栄養療法が実施しにくい施設や，初期投
資として強化型栄養の費用を負担できない施設で
は，実施は困難となる．日本国内においては，こ
のような強化型栄養療法の提供が困難な状況はあ
まり多くないため，全体としては公平性はおそら
く増えると考えた．
介入自体は臨床現場においてすでに実施されて
いるが，退院・退所後の介入については，対象者
およびその家族の経済力や自主性が影響する可能
性が高くなるため，長期的な実行可能性について
は課題がある．そのため，必要な介入が効果的に
継続できるように，適切な教育・指導が求められ
る．また，病期に応じた効果的な介入方法に関し

て，さらなる検証をしていく必要があると考え
る．
本推奨の実現可能性を上げる方法として，脳血
管障害の急性期患者では，リハに加えて早期の
NST介入を行い，患者の状態に応じた経路選択
の上で，高カロリー・高濃度蛋白の投与を併用し
ていくことが期待される．
リハを実施されている急性期の高齢の脳血管疾
患患者に対する強化型栄養療法は，死亡率や感染
症の発生率の低下，ADLの改善が期待できるが，
介入方法が定まっていないことから，呼吸器感染
症の発生やADLの改善についての効果は不明確
であった.しかし，強化型栄養療法を実施するこ
とは臨床現場において比較的実現しやすいことで
あり，利益が上回ると考えて栄養の介入を弱く推
奨するとしたが，今後さらなる検討が求められ
る．
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背景

我が国における大腿骨近位部骨折患者は，高齢
社会を背景に年々増加の一途を辿っている．その
発生数は2007年時点で男性31,300人，女性
116,800人，計148,100人であったが，その後も
増え続けており，2020年には約22万人，2030年
には約30万人に達すると推測されている 1）．大腿
骨近位部骨折は，受傷後のADLを顕著に低下さ
せ，受傷前の歩行レベルに戻ることができる患者

は約70％にとどまることから，患者数の増加は
大きな社会負担となる 2）．平成28年度における介
護が必要となった主な原因の報告では，骨折・転
倒が要支援者では第3位，要介護では第4位に挙
げられる 3）．転倒を契機に発症する大腿骨近位部
骨折は，高齢者にとって要介護状態の主要因と言
える．したがって，術後早期から歩行獲得や
ADL維持・向上に向けたリハビリテーション（以
下，リハ）は重要な介入となる．
大腿骨近位部骨折の生命予後について，10,992

【推奨】
リハビリテーションを実施している65歳以上の大腿骨近位部骨折の患者において，死亡率お

よび合併症発症率の低下や日常生活動作（Activities of daily living：ADL）および筋力の改善
を目的として，術後早期からのリハビリテーションと併用して強化型栄養療法を行うことを弱
く推奨する．（弱い推奨/エビデンスの確実性：低い）

なお，強化型栄養療法の介入方法として，高エネルギー高蛋白質栄養剤の追加による補助栄
養療法や，管理栄養士によるカウンセリングや栄養サポートを考慮する．

大腿骨近位部骨折患者におけるリハビリ
テーション栄養診療ガイドライン
Clinical practice guideline of rehabilitation nutrition for hip fracture 
patients

リハビリテーションを実施している65歳以上の大腿骨近位部骨折患者に，強化型栄養
療法を行うべきか？

CQ

藤原 大 1），飯田有輝 2），西岡心大 3），佐藤千秋 4），森 隆志 5），金久弥生 6），東敬一朗 7），
吉村由梨 8），豊田実和 9），田中 舞 10），石井良昌 11），小坂鎮太郎 12），荒金英樹 13）

1）公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院　2）JA愛知厚生連海南病院　3）一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院　4）昭
和大学藤が丘病院　5）脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　6）明海大学7）医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院　8）医療法人社
団刀圭会協立病院　9）リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア　10）富山県リハビリテーション病院･こども支援センター　
11）海老名総合病院　12）練馬光が丘病院　13）愛生会山科病院
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例を対象とした本邦での大規模な調査では，1年
後の死亡率が約10％であったと報告されてい
る  4）．大腿骨近位部骨折1,196例を1年間追跡し
た検討では，受傷後120日，1年，2年における
死亡率はそれぞれ6％，11％，19％である．ま
た，死亡率を増加させる因子として80歳以上，
認知症，男性，心疾患，BMI 18kg/m2未満，術
後要介護状態，骨折の既往が挙げられている  5）．
このように死亡率の悪化には，年齢以外にも体格
や日常生活自立度も独立して関連することから，
大腿骨近位部骨折患者においては術後早期より
ADL回復に対するアプローチの重要性について
検討する必要がある．
大腿骨近位部骨折受傷時の栄養状態について，
スペインで行われた18,028名を対象とした検討
では45.7％に栄養不良を認めた 6）．2,195名を対
象にMNAを用いて検討すると，18.7％に栄養不
良，35.3％に低栄養のリスクありと判断され
た  6）．このように大腿骨近位部骨折では約半数に
受傷時から低栄養が存在することが示されてい
る．また，大腿骨近位部骨折患者の受傷時の栄養
状態についてMNAを用いて栄養状態良好，低栄
養リスクあり，低栄養の3群に分けると，栄養状
態良好群では再入院率と死亡率が他の2群と比較
して有意に低かった 7）．さらに，死亡率をアウト
カムとした多変量解析では，術前からの併存症や
運動機能が独立した関連因子として導き出され
た 7）．大腿骨近位部骨折の高齢患者は，同年代の
骨折のない患者と比較して入院中の摂取カロリー
および蛋白質摂取量が有意に低く，入院中の体重
減少や筋肉量および除脂肪組織量の減少の誘因と
なる可能性が示されている 8）．
以上より，大腿骨近位部骨折の治療において
は，リハと栄養管理をそれぞれ単独に行うのでは
なく，リハと栄養管理を同時に行う「リハ栄養」
の概念に基づくアプローチが重要といえる．リハ
栄養は，『ICF（国際生活機能分類）による全人的
評価と栄養障害・サルコペニア・栄養素摂取の過
不足の有無と原因の評価，診断，ゴール設定を
行ったうえで，障害者やフレイル高齢者の栄養状
態・サルコペニア・栄養素摂取・フレイルを改善

し，機能・活動・参加，QOLを最大限高める「リ
ハからみた栄養管理」と「栄養からみたリハ」』と
定義される 9）．通常，大腿骨近位部骨折の術後患
者には，標準的治療のひとつとしてリハが提供さ
れることから，リハ栄養アプローチの効果は術後
リハに強化型栄養療法を目標指向的に併用するこ
とによる効果として捉えることができる．

目的

本診療ガイドラインは，大腿骨近位部骨折の術
後リハを受ける患者に強化型栄養療法を併用する
ことは，介護予防や生命予後改善に効果がある
か，害を生じ得るかを検証し，医療および介護の
現場において，医療者・患者・家族に現時点で推
奨し得る有益かつ実践可能な指針を提供すること
を目的とする．

本診療ガイドラインにおける用語の定義

●リハビリテーション（リハ）：何らかの障害に対
する一定期間の包括的あるいは個別的な専門職に
よるリハプログラムを提供すること
●強化型栄養療法：病院内での給食の提供など標
準的な栄養ケア，または在宅・施設での日常的な
食事摂取に加えて，患者個別の栄養アセスメント
に基づく栄養指導，栄養カウンセリング，経口補
助食品の提供および静脈・経腸栄養を実施するこ
と
●強化型リハ：入院中週3回のリハ実施と，退院
後週1回のリハへの参加を含む6週間の理学療法
を中心としたリハプログラム

方法

リハビリテーション栄養診療ガイドラインは日
本リハビリテーション栄養学会診療ガイドライン
委員会（以下，CPG委員会）が作成した．CPG委
員会は診療ガイドライン統括委員会，診療ガイド
ライン作成グループ（以下，CPG作成グループ），
システマティックレビューチーム（以下，SRチー
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ム），および外部委員による診療ガイドライン作
成指導グループにより構成した．作成方法は原則
としてGrading of Recommendations Assess ment, 
Development and Evaluation（GRADE）システ
ム 10）に準拠し，「Minds診療ガイドライン作成の
手引き2014」 11）も参考とした．

（1）Clinical Question（CQ）の作成
以下の手順に添って，診療ガイドライン作成グ
ループが実施した．
①ガイドラインスコープの策定
Analytical  frameworkを用いて疾患ごとに
Key Question（KQ）を設定し，ガイドラインス
コープを策定した．
②アウトカムの決定
KQを基にClinical Question（CQ）を作成し，
重要と思われるアウトカムを列挙し，重要度を1
〜9点でグループメンバーが採点した．平均点に
より重大（7〜9点）および重要（4〜6点）なアウト
カムをエビデンスプロファイルに含めるものとし
て採択した．

（2）システマティックレビュー（SR）
以下の手順に添って，SRチームが実施した．
①文献検索
CQのPICO（P：Patient,  I：Intervention, C：
Comparison, O：Outcome）から検索語を抽出し，
図書館司書と協力し検索式を作成した．文献デー
タベースはMEDLINE, EMBASE, CENTRAL，
医中誌を利用した．採用する論文は2016年10月
までのRandomized Control Trial（RCT）のみと
する．害のアウトカムについてはMEDLINEを
用いて観察研究まで検索し含めた．あらゆる言語
のもの，抄録のみのものも可能な限り含め，
Cochrane reviewやその他のSRも検索し，それ
に含まれる論文も採用した．
②研究選択・データ抽出
2名以上のSRチーム員が独立に論文題名と抄
録でスクリーニングし，全文を読む必要のある研
究を選択した．意見の相違がある場合は，話し合
いで解決した．文献選択の流れはフローダイアグ
ラムにまとめた．データ収集フォームなどを用い
て必要なデータを収集し，構造化抄録を作成し

た．
③エビデンスの統合
各CQの各アウトカムに分けられた論文のデー
タのメタアナリシスを，Cochrane Review Man
ager（RevMan5）software ver.5. 3を用いて統合
した．二値変数のアウトカムについては，ランダ
ム効果モデル（Random-effects model，Mantel-
Haenszel法）を用いて統合し，リスク比とその
95％信頼区間を計算した．連続変数のアウトカム
に関しては，ランダム効果モデル（Random-effects 
model，Inverse Variance法）を用いて平均差
（Mean Difference：MD）と標準偏差（Standard 
Deviation：SD）を計算した．測定尺度が異なる
場合には，MDの代わりに標準化平均差（standar
dized mean difference：SMD）を算出した．
④エビデンスの確実性の評価
メタアナリシスに組み入れた論文に対して，そ
れぞれ2名のSR作成委員がそのエビデンスの確
実性を評価した．2名の評価が食い違った場合は
SRチームの他のメンバーも含め，議論して結論
を出した．エビデンスの確実性の評価において
は，GRADE working groupの提唱する方法に
従い，最終的にhigh（高），moderate（中），low
（低），very low（非常に低）の4段階にグレーディ
ングした．なお本診療ガイドラインではRCTの
みを採用したため，エビデンスの確実性はhigh
（高）から開始し，グレードを下げる5要因を評価
して，グレードの調整を行った．グレードを下げ
る5要因は，バイアスのリスク（risk of bias），非
一貫性（inconsistency），非直接性（indirectness），
不精確さ（imprecision），出版バイアス（publication 
bias）とした．この5要因により最終的なエビデ
ンスの確実性を決定した後，GRADEpro GDTを
用いて，GRADE Evidence Profileを作成した．
⑤�アウトカム全般に対するエビデンスの確実性の
検討
各CQのアウトカムごとに評価されたGRADE 
Evidence Profileを参考にして，アウトカム全般
に関するエビデンスの確実性を検討し，CPG作
成グループに提出した（表1）．
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⑥Evidence-to-Decision�Frameworkの素案作成
推奨文作成に必要となるEvidence-to-Decision 
Framework（E to D Framework） にエビデンス
の確実性，利益と害の大きさとバランス，患者の
価値観や意向のばらつき，コストやリソースと
いった資源についての検討事項を記述し，CPG
作成グループに提出した．
⑦外部評価
診療ガイドライン（CPG）作成過程全体を通し
て不偏性が考慮されることになるが，それでも作
成過程，および，完成したCPGから完全に偏り
を排除することは非常に困難である．そこで
CPG委員会組織の中に，CPG作成グループやSR 
チームとは別に評価を行う外部評価委員会を設け
て，評価を受けた．外部評価の時期として，シス
テマティックレビューのサマリーレポートの草案
が完成した段階で行った．

（3）推奨決定
①推奨文案の作成
E to D Frameworkを基にCPG作成グループ
が推奨の方向，強さを含む推奨文案を作成し，パ

ネル会議に提出した．
②パネル会議による推奨文の最終決定
パネル会議で推奨の方向，強さを含む推奨文案
を吟味し，推奨文を最終決定した．パネル会議で
は，GRADE gridによる合意形成方式を採用し
た．推奨の強さ4項目のいずれかに投票得票率が
80％以上であれば合意を得たとした．投票は3回
までとして意見の集約が得られない場合には，推
奨の強さは決定できないとした．
なお推奨の解釈を補足するため，SRで採択さ
れたアウトカムに関してMinimal Clinically Important 
Difference（MCID）を検索し，解説とともに診療
ガイドラインに付記した．MCIDは各診療ガイド
ライン作成担当者がPubmedにてハンドサーチを
行ったほか，Shirley Ryan Ability Lab  による
Rehabilitation Measures Database  12）も参考とした．

解説

大腿骨近位部骨折について，SRチームが文献
検索をした結果，9本のRCTが選定され，8本の

表1　エビデンスプロファイル

アウトカム 重要性 エビデンスの質
（GRADE） 栄養介入群 標準治療群  差異 95％ CI

ADL
BIとFIMで評価

重大 ⊕⊕⊕○
中 a

84人
介入群の平均
BIで66.3点
FIMで95.5点

81人
非介入群の平均
BIで56点
FIMで90.3点

BIは介入群で10.3
点高い
FIMは介入群で5.2
点高い

SMD 0.31
0.01-0.62

全死亡 重大 ⊕⊕○○
低 b,c

介入群の死亡率は
9.1％（28/309）

非介入群の死亡率は
15.9％（47/295）

介入群で患者1,000
人あたり62人少な
い

RR 0.61
0.39-0.93

QOL
EQ-5Dindexと
AQoLで評価

重大 ⊕⊕○○
低 d,e

97人
介入群の平均
EQ-5Dindex 0.75
AQoL 0.498

138人
非介入群の平均
EQ-5Dindex 0.77
AQoL 0.466

EQ-5Dは介入群で
0.02低い
AQoLは介入群で
0.032高い

SMD 0.06
0.2-0.33

合併症 重要 ⊕○○○
非常に低 f,g,e

介入群の合併症発生
率は39.1％（124/ 
317）

非介入群の合併症発
生率は56.0％（159/ 
284）

介入群で患者1,000
人あたり 185人少な
い

RR 0.67
0.44-1.03

握力 ⊕⊕○○
低 a,h

116人
介入群の平均15.7 
kg

90人
非 介 入 群 の 平 均
13.9kg

介入群で1.8kg大き
い MD 1.93

0.55-3.31

大腿四頭筋力 ⊕⊕⊕○
中 e

61人
介入群の平均6.5 
kgF

60人
非介入群の平均6.5 
kgF

介入群で変化なし MD 0
−1.11-1.11

CI：信頼区間；SMD：標準化平均差；RR：リスク比；MD：平均差
a. 95％信頼区間の上限と下限で臨床決断が異なる．  b. Bastow 1983が準ランダム化試験．
c. RR 0.61〔0.39〜0.93〕であるが，OIS基準は満たさない．  d. Flodin 2015の介入群で栄養剤摂取が不十分な例が多い．
e. CIが臨床決断の閾値をまたぐ．  f. Myint 2013,Tidermark 2004は盲検化されていない．
g. I square value79％大きな異質性  h. Ekinci2016が準ランダム化試験
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RCTをメタ解析に加えた（図1，表2） 13-21）．今回
採択したRCTの栄養介入方法は，①通常食に高
蛋白質栄養剤を追加した場合と通常食のみとの比
較 13-17,19），②通常食に高エネルギー高蛋白質栄養
剤を追加した場合とミルクを追加した場合での比
較 18），③管理栄養士による個別栄養指導を行った
場合と通常ケアのみの場合での比較 20），④訪問で
の管理栄養士によるカウンセリングおよび理学療
法士による運動指導を行った場合と通常ケアのみ
の場合での比較 21）であった．
術後リハに強化型栄養療法を併用したアウトカ
ムとして，筋力，ADL，QOL，全死亡率，合併
症発生が選択された．このうち，全死亡率，握
力，ADLの改善に有意な介入効果を認めた．合
併症発生の予防についてはRCTにより効果推定
値にばらつきがあるため，介入効果についての言
及は制限される．QOLは2つのRCTで検討され，
1論文で介入効果を認めた．また大腿四頭筋力は
1論文で検討され介入効果を認めなかった（表1）．
エビデンスの確実性は，ADL・大腿四頭筋力

で「中」，全死亡率・QOL・握力で「低い」，合併
症発生で「非常に低い」であり，アウトカム全体
として介入効果が不確実であるため，全体的なエ
ビデンスの確実性は「最も低いもの」と決定した．
介入群で栄養剤摂取が不十分な例が多い論文があ
ることや，適格論文に準ランダム化試験が含まれ
ていることから，今後の検討によって効果の有無
が逆転する可能性はある．
望ましい効果について，全死亡率の低下・握力
増強・ADL改善・合併症発生の回避が期待され
た．しかしQOL改善・大腿四頭筋力増強につい
ての効果は不確実であった．また，転倒予防はア
ウトカムとして重要な関心事であるが，今回選定
された論文では検討されていない．害となるよう
な望ましくない効果は認めなかったことから，効
果のバランスについては，おそらく介入が優位で
あると判断した．
価値観と意向について，全死亡率と合併症は多
くの患者にとって最も高い重要度であるが，大腿
骨近位部骨折において受傷自体が要介護状態の主

特
定

適
格
性

組
み
入
れ
た
も
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

スクリーニングした文献数
（n＝1,123）

除外した文献数
（n＝1,089）

適格性を評価した
全文論文数
（n＝34）

質的統合に組み入れた
研究数
（n＝9）

量的統合（メタ解析）
に加えた研究の件数
（n＝8）

除外した全文論文数
（n＝25）

重複文献除外後の文献数（n＝1,123）

データベース検索から特定
した文献数
（n＝1,346）

その他の情報源から特定し
た追加的な文献数
（n＝0）

図1　文献検索フローチャート
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表2　適格論文の検証結果
対象 介入 アウトカム 結果

Flodin L, et al. 14） 大腿骨近位部骨折患者
79名
重度認知症と歩行不能
者を除く

カルシウム1gとビタミン
D3 800IUを毎日摂取す
るコントロール群と，週
1回のビスホスホネート
投与を追加した群と，週
1回のビスホスホネート
投与に栄養剤（蛋白質
40g・600kcal）摂取を
追加した群の3群比較

筋量，除脂肪量，
握力，健康関連
QOL（EQ-5D）

栄養剤を追加した群，で握力と健康関
連QOLは 有 意 に 改 善 し た（P＜
0.05）．
3群間ではDXAで評価した除脂肪量，
握力，健康関連QOLに差は無かった．

Myin t   MW,   e t 
al.  15）

60歳以上の大腿骨近位
部骨折患者126名
経管栄養，医学的に不
安定，BMI＞25，がん，
高蛋白禁食，精神疾患
を得られなかったもの
を除外

通常食に栄養剤（蛋白質
18-24g，500kcal/日）
の追加摂取を4週間行っ
た介入群と，通常食のみ
のコントロール群の2群
比較

在院日数，感染
症発生，エネル
ギー摂取量，蛋
白摂取量，BMI，
ア ル ブ ミ ン，
FIM，移動能力

介入群では，リハビリテーション病棟
在院日数と感染症発生は有意に少な
かった．また介入群では，エネルギー
摂取量，蛋白摂取量は有意に多く，
BMI減少を有意に防いだ．アルブミ
ン，FIM，移動能力に差はなかった．

Tidermark J, et 
al. 16）

高齢女性の大腿骨近位
部骨折患者60名

高蛋白食（20g/kg/day）
摂取群と，高蛋白食摂取
に蛋白質同化ステロイド
剤ナンドロロン（Deca-
Durabolin）を加えた群
と，コントロール群の3
群比較

血清アルブミン，
除 脂 肪 量
（DXA），健康関
連 QOL（EQ -
5D）

高蛋白食＋ステロイド剤追加摂取群で
は，コントロール群と高蛋白食摂取群
に比べて，6ヶ月後の血清アルブミ
ン，除脂肪量（DXA）が増加した．
EQ-5Dの維持向上には高蛋白質とス
テロイド剤の添加（OR16.8，95%CI 
1.1-256.1，P＜0.05），非転移型骨
折（OR30.8， 95%CI 3.0-321.5，
P＜0.005），年齢＞84歳（OR32.4，
95%CI 3.0-345.5，P＜0.005）が
抽出された．

Niitsu M, et al. 17） 大腿骨骨近位部骨折患
者38名

術後2週間，リハビリ
テーションと併せてホエ
イ蛋白32.2gを追加摂
取した群と，コントロー
ル群の2群比較

膝伸展筋力，BI ホエイ蛋白摂取群では，術側の膝伸展
筋力（P＝0.02），移乗能力，歩行能
力，トイレ動作（BI）が有意に改善し
た（P＜0.05）

Cameron  ID,  et 
al. 18）

低栄養の女性骨折患者
44名
大腿骨近位部骨折患者
29名（65%）を含む

高カロリー高蛋白食を
40日間摂取した群と，
高蛋白ミルクを入院期間
中に摂取した群の2群比較

体重変化，歩行
速度，握力，BI

退院40日後ならびに4ヶ月後の体重
変化，歩行速度，握力，BIに両群間で
差はなかった．

Ekinci O, et al. 19） 高齢女性の大腿骨近位
部骨折患者75名

通常食（1,900kcal）に
栄養剤（カルシウムβ-ヒ
ドロキシ-β-メチルプチ
レート3g，ビタミンD 
1,000IU，蛋白質36 g）
を追加摂取した介入群
と，通常食のみのコント
ロール群の2群比較

創治癒， 握力，
自立歩行獲得

介入群では，創治癒が早く，30日後
の握力は有意に高かった（P＜0.05）．
介入群では，自立歩行の獲得率も有意
に高かった（81.3% vs 26.7% P＝
0.001）．

Duncan DG,  et 
al. 20）

大腿骨近位部骨折
65歳以上の女性患者
363名

通常の看護師や栄養士の
ケアを受けるコントロー
ル群と，通常の看護師や
栄養士のケアに個別栄養
指導を追加した介入群の
2群比較

死亡率，在院日
数，合併症発生，
上腕周囲径，エ
ネルギー摂取量

入院中死亡率と手術後4ヶ月の死亡率
は介入群で有意に低かった（P＜
0.05）．在院日数と合併症発生に差は
なかった．上腕周囲径の減少は介入群
で低かった（P＝0.002）．エネルギー
摂取量は介入群で有意に高かった（p
＜0.001）．

Milte R, et al. 21） 大腿骨近位部骨折患者
175名

管理栄養士と理学療法士
による6ヶ月間の包括的
な治療プログラムを受け
た群と，入院中のリハと
一般的な栄養・運動．転
倒予防に関する情報の提
供を受けた群の2群比較

医療費 虚弱高齢者では比較的低い追加費用で
提供できた．
コスト効率の向上が見込まれるが，そ
の結果は不確定である．

QOL：Quality of Life；DXA：dual Energy X-Ray absorptiometry；BMI：Body Mass Index；BI：Barthel Index；FIM：
Functional Independence Measure
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要因となることや移動能力の再獲得を困難にする
ことを考慮すると，ADL獲得の重要度も高いと
考えられる．一方で，大腿骨近位部骨折の高齢者
では食欲の低下を多く認める．そのため栄養摂取
量を上げることを目的に常食に補助栄養剤を追加
し強要することは，精神的負担を増大させる可能
性がある．また，味覚の変化や嗜好によって栄養
摂取量は左右される可能性があり，介入期間や方
法の個別設定が必要になると考えられる．
資源要件については，強化型栄養療法を追加す
ることで新たなコストが発生する可能性があるた
め，費用対効果について検討が必要である．選定
された論文の中で，大腿骨近位部骨折術後患者に
管理栄養士による栄養指導と理学療法士による運
動指導を含む6ヶ月間の包括的治療プログラムを
提供した場合の費用対効果が検討されているが，
結果として虚弱症例において比較的低い追加費用
で提供でき費用対効果の向上が見込まれるもの
の，その効果は確実性に欠けるものである 21）．本

邦において栄養介入に使用される材料は，医療保
険適応となる経腸栄養剤と医療保険適応外で全額
自己負担となる経腸栄養補助食品があり，栄養療
法を提供する医療機関と患者の状況によって，両
者の負担の程度は異なる．栄養療法によって合併
症減少やADL改善が得られれば，医療費や介護
費用の削減に繋がる可能性はあるが，本邦での費
用対効果は現段階において不明である．経腸栄養
剤や経腸栄養補助食品に代わる手段として，栄養
価の高い食品の摂取や料理の工夫を促す栄養指導
など，実施しやすい安価な栄養支援の方策も期待
される．
公平性について，今回検証したRCTでは，術
後3か月から12か月間，継続的にリハ専門職や
訪問看護スタッフ，管理栄養士による集中的なリ
ハと在宅管理，ならびに栄養指導が可能な地域お
よび保険制度であり，我が国の多くの施設で普遍
化できる介入ではない．本邦においては栄養療法
が一般的に多くの医療機関で普及しているため，

表3　判断の要約
判断

問題 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

望ましい効果 わずか 小さい 中 大きい さまざま 分からない
望ましくない効
果 大きい 中 小さい わずか さまざま 分からない

エビデンスの確
実性 非常に低 低 中 高 採用研究なし

価値観
重要な不確実
性またはばら
つきあり

重要な不確実
性またはばら
つきの可能性
あり

重要な不確実性
またはばらつき
はおそらくなし

重要な不確実
性またはばら
つきはなし

効果のバランス 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 分からない

必要資源量 大きなコスト 中等度のコス
ト

無視できるほど
のコストや節減 中等度の節減 大きな節減 さまざま 分からない

必要資源量に関
するエビデンス
の確実性

非常に低 低 中 高 採用研究なし

費用対効果 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 採用研究なし

公平性 減る おそらく減る おそらく影響無
し

おそらく増え
る 増える さまざま 分からない

容認性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

実行可能性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない
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実行可能性は高いが退院後も継続して介入が必要
となる場合，在宅でのサポート体制の有無や患
者・家族の自主性に依存するため，継続性には課
題が残る．患者・家族が継続的介入の必要性と方
法を理解していただくため，適切な教育・指導が
必要と考えられる．
本推奨の実現可能性を上げる方法として，大腿
骨近位部骨折の患者では，受傷時もしくは術後早
期における栄養評価スクリーニングの標準化が重
要である．特にスクリーニングされた低栄養・低
栄養リスクの患者については，栄養サポートチー
ム（NST：Nutrition Support Team）が早期から
継続的に患者の栄養管理や栄養指導に介入する体

制づくりが求められる（表3）．
結論として，リハを実施している65歳以上の
大腿骨近位部骨折患者に対する強化型栄養療法
は，効果の確実性は低いものの，死亡率および合
併症発症率の低下やADLおよび筋力の改善が期
待できる．経済的負担や医療的環境によって，資
源要件や公平性に制限をきたす可能性はあるもの
の，臨床現場での栄養療法の実現可能性が高いこ
とから，概して介入による利益は害を上回ると推
測され，栄養介入を弱く推奨すると判断した．今
後は，栄養療法の具体的な方法やその効果につい
て更に検証していくことが重要である．
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背景

がん患者では低栄養は19-71％ 1），悪液質は外
来患者で22％，入院患者で51％に認められ 2），身
体機能低下・社会的孤立や心理的症状・Quality 
of life（QOL）の低下・生存率の低下など，患者お
よびその家族に広範な悪影響を及ぼす 1,3）．低栄
養や悪液質の進展には食事摂取量減少に加えて，
炎症性サイトカインやProteolysis-inducing 
factorの産生増加とそれに伴うユビキチンープロ

テアソーム経路の活性化・乳酸-ピルビン酸-グ
ルコース産生の無益回路活性化に伴う安静時代謝
量の増加・酸化ストレスなど多様な因子が関与し
ている  3）．低栄養と悪液質はその定義が異なるも
のの，いずれも診断基準にbody mass  index
（BMI）低値またはサルコペニアと体重減少の組
み合わせが用いられており 4,5），共通する点が多
い．さらに，広義の栄養障害に悪液質を含めると
いった提案もなされていることから  6），これらの
治療戦略は共通すると考えられる．がん患者は栄

【推奨】
補助化学療法または放射線療法を行う成人がん患者に対して，リハビリテーションと栄養指

導を組み合わせたプログラムを行うことについて一律・一定の推奨はしないこととする（エビデ
ンスの確実性：非常に低い）．ただし患者および家族の意向と病状を勘案し，リハビリテーショ
ンと栄養指導の必要性を個別に判断することが望ましい．低栄養や悪液質を有し，ADL低下を
認める成人がん患者に対するリハビリテーションと強化型栄養療法の組み合わせ効果について
は現時点でエビデンスが存在せず特定の推奨を行うことはできない．

成人がん患者におけるリハビリテーショ
ン栄養診療ガイドライン
Clinical practice guideline of rehabilitation nutrition for adult cancer 
patients

不応性悪液質を除く成人がん患者にリハビリテーションと栄養指導を組み合わせたプ
ログラムを行うべきか？

CQ

東 敬一朗 1），吉村由梨 2），西岡心大 3），田中 舞 4），飯田有輝 5），豊田実和 6），森 隆志 7），
金久弥生 8），佐藤千秋 9），石井良昌 10），小坂鎮太郎 11），藤原 大 12），荒金英樹 13）

1）医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院　2）医療法人社団刀圭会協立病院　3）是真会長崎リハビリテーション病院　4）富山県リハ
ビリテーション病院･こども支援センター　5）JA愛知厚生連海南病院　6）リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア　7）脳神
経疾患研究所附属総合南東北病院　8）明海大学　9）昭和大学藤が丘病院　10）海老名総合病院　11）練馬光が丘病院　12）公益財
団法人宮城厚生協会坂総合病院　13）愛生会山科病院
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養障害のリスクを多く有しており，本来治療であ
るはずの補助化学療法や放射線療法も食欲不振や
消化管粘膜障害は低栄養や悪液質の原因となり得
ることから  7），治療期間中に低栄養や悪液質を改
善し予防することは重要である．
リハビリテーション（以下，リハ）栄養とは，
ICF（国際生活機能分類）による全人的評価と栄養
障害・サルコペニア・フレイル・栄養素摂取の過
不足の有無と原因の評価，リハ栄養診断・ゴール
設定を行ったうえで，障害者やフレイル高齢者の
栄養状態・サルコぺニア・フレイルを改善し，機
能・活動・参加，QOLを最大限に高める「リハか
らみた栄養管理」や「栄養からみたリハ」と定義さ
れた 8）．具体的には，リハ（あるいは運動）の効果
を最大限発揮するための適切な栄養管理を行うこ
とでQOLを維持・改善を目指す考え方であり，
低栄養やサルコペニア，さらにはフレイルの治療
にも有用性が期待されている 9）．前述のように，
がん患者は疾患により誘発される悪液質だけでな
く，補助化学療法，放射線療法など二次的要因が
引き起こすサルコペニアやフレイルのリスクを有
し，がん患者の低栄養，悪液質の予防・治療にお
いてもリハ栄養の有用性が期待されている．
栄養療法単独の効果を検証したメタ解析による
と，体重増加，摂取エネルギー増加の効果が得ら
れる可能性は示唆されたものの，各結果に一貫性
は認められず，現在までのところがん患者の低栄
養や悪液質に対する単一療法の効果は明らかにさ
れていない 10）．同様に運動療法単独の効果に関し
ては，がん治療中の患者に対して上下肢筋力増強
効果を認めたとの報告がある一方で，近年発表さ
れた悪液質に対する運動療法単独の効果に関する
コクランレビューでは，コンセンサスに基づく悪
液質診断基準が使われていない（または報告され
ていない）ことから，その安全性や有効性を検証
することが不可能であった 11,12）．以上より，栄養
や運動単独による介入の効果は限定的であると予
想され，栄養・運動・薬物療法などを組み合わせ
た多面的介入の効果が期待されている 3）．中でも
栄養・運動の組み合わせは比較的安全性が高く多
くの患者に安全に適用できると思われるが，その

効果は未だ検証されていない．
以上のことから，補助化学療法あるいは放射線
療法を行っているがん患者に対する運動（リハ）・
栄養療法を組み合わせた複合介入による低栄養，
悪液質に対する効果ならびに予後改善効果を検証
することは意義があると考えられる．

本診療ガイドラインにおける用語の定義

●リハビリテーション（リハ）：何らかの障害に対
する一定期間の包括的あるいは個別的な専門職に
よるリハプログラムを提供すること
●強化型栄養療法：日常的な食事摂取に加えて，
患者個々の栄養アセスメントに基づく栄養指導，
栄養カウンセリングを行い，必要に応じて栄養補
助食品などを用いて栄養状態の維持・改善を目指
すこと

方法

リハビリテーション栄養診療ガイドラインは日
本リハビリテーション栄養学会診療ガイドライン
委員会（以下，CPG委員会）が作成した．CPG委
員会は診療ガイドライン統括委員会，診療ガイド
ライン作成グループ（以下，CPG作成グループ），
システマティックレビューチーム（以下，SRチー
ム），および外部委員による診療ガイドライン作
成指導グループにより構成した．作成方法は原則
としてGrading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation（GRADE）システ
ム 13）に準拠し，「Minds診療ガイドライン作成の
手引き2014」 14）も参考とした．

（1）Clinical Question（CQ）の作成
以下の手順に添って，診療ガイドライン作成グ
ループが実施した．
①ガイドラインスコープの策定
Analytical  frameworkを用いて疾患ごとに
Key Question（KQ）を設定し，ガイドラインス
コープを策定した．
②アウトカムの決定
KQを基にClinical Question（CQ）を作成し，
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重要と思われるアウトカムを列挙し，重要度を1
〜9点でグループメンバーが採点した．平均点に
より重大（7〜9点）および重要（4〜6点）なアウト
カムをエビデンスプロファイルに含めるものとし
て採択した．

（2）システマティックレビュー（SR）
以下の手順に添って，SRチームが実施した．
①文献検索
CQのPICO（P：Patient,  I：Intervention, C：
Comparison, O：Outcome）から検索語を抽出し，
図書館司書と協力し検索式を作成した．文献デー
タベースはMEDLINE, EMBASE, CENTRAL，
医中誌を利用した．採用する論文は2016年10月
までのRandomized Control Trial（RCT）のみと
する．害のアウトカムについてはMEDLINEを
用いて観察研究まで検索し含めた．あらゆる言語
のもの，抄録のみのものも可能な限り含め，
Cochrane review やその他のSRも検索し，それ
に含まれる論文も採用した．
②研究選択・データ抽出
2名以上のSRチーム員が独立に論文題名と抄
録でスクリーニングし，全文を読む必要のある研
究を選択した．意見の相違がある場合は，話し合
いで解決した．文献選択の流れはフローダイアグ
ラムにまとめた．データ収集フォームなどを用い
て必要なデータを収集し，構造化抄録を作成し
た．
③エビデンスの統合
各CQの各アウトカムに分けられた論文のデー
タのメタアナリシスを，Cochrane Review 
Manager（RevMan 5）software ver. 5. 3を用いて
統合した．二値変数のアウトカムについては，ラ
ン ダ ム 効 果 モ デ ル（Random-effects model，
Mantel-Haenszel法）を用いて統合し，リスク比
とその95％信頼区間を計算した．連続変数のア
ウトカムに関しては，ランダム効果モデル
（Random-effects model, Inverse Variance法）を
用いて平均差（Mean Difference：MD）と標準偏
差（Standard Deviation：SD）を計算した．測定
尺度が異なる場合には，MDの代わりに標準化平
均差（standardized mean difference：SMD）を

算出した．
④エビデンスの確実性の評価
メタアナリシスに組み入れた論文に対して，そ
れぞれ2名のSR作成委員がそのエビデンスの確
実性を評価した．2名の評価が食い違った場合は
SRチームの他のメンバーも含め，議論して結論
を出した．エビデンスの確実性の評価において
は，GRADE working groupの提唱する方法に
従い，最終的にhigh（高），moderate（中），low
（低），very low（非常に低）の4段階にグレーディ
ングした．なお本診療ガイドラインではRCTの
みを採用したため，エビデンスの確実性はhigh
（高）から開始し，グレードを下げる5要因を評価
して，グレードの調整を行った．グレードを下げ
る5要因は，バイアスのリスク（risk of bias），非
一貫性（inconsistency），非直接性（indirectness），
不精確さ（imprecision），出版バイアス（publication 
bias）とした．この5要因により最終的なエビデン
スの確実性を決定した後，GRADEpro GDTを用
いて，GRADE Evidence Profileを作成した．
⑤�アウトカム全般に対するエビデンスの確実性の
検討
各CQのアウトカムごとに評価されたGRADE 
Evidence Profileを参考にして，アウトカム全般
に関するエビデンスの確実性を検討し，CPG作
成グループに提出した（表1）．
⑥Evidence-to-Decision�Frameworkの素案作成
推奨文作成に必要となるEvidence-to-Decision 
Framework（E to D Framework）にエビデンス
の確実性，利益と害の大きさとバランス，患者の
価値観や意向のばらつき，コストやリソースと
いった資源についての検討事項を記述し，CPG
作成グループに提出した．
⑦外部評価
診療ガイドライン（CPG）作成過程全体を通し
て不偏性が考慮されることになるが，それでも作
成過程，および，完成したCPGから完全に偏り
を排除することは非常に困難である．そこで
CPG委員会組織の中に，CPG作成グループやSR 
チームとは別に評価を行う外部評価委員会を設け
て，評価を受けた．外部評価の時期として，シス



279Journal of Japanese Association of Rehabilitation Nutrition

リハビリテーション栄養学会診療ガイドライン2018年版  

テマティックレビューのサマリーレポートの草案
が完成した段階で行った．

（3）推奨決定
①推奨文案の作成
E to D Frameworkを基にCPG作成グループ
が推奨の方向，強さを含む推奨文案を作成し，パ
ネル会議に提出した．
②パネル会議による推奨文の最終決定
パネル会議で推奨の方向，強さを含む推奨文案
を吟味し，推奨文を最終決定した．パネル会議で
は，GRADE gridによる合意形成方式を採用し
た．推奨の強さ4項目のいずれかに投票得票率が
80％以上であれば合意を得たとした．投票は3回
までとして意見の集約が得られない場合には，推
奨の強さは決定できないとした．推奨の解釈を補
足するため，SRで採択されたアウトカムに関し
てMinimal  Clinically  Important Difference
（MCID）を検索し，解説とともに診療ガイドライ
ンに付記した．MCIDは各種診療ガイドライン作
成者がPubmedにてハンドサーチを行ったほか，
Shirley Ryan Ability LabによるRehabilitation 
Measures Databese 15）も参考とした．

解説

何らかの治療を行った，あるいは行っているが
ん患者に栄養療法とリハを同時に実施した論文を

検索し，3件のランダム化比較試験が得られ
た 16-18）．このうちアウトカム測定期間が他と異なっ
た1件 18）を除き，2件をSRに用いた（図1） 16,17）．い
ずれの検討においても，事前に設定したアウトカ
ムのうち，日常生活活動（Activities of daily living：
ADL），補助化学療法や放射線療法の治療完遂率
ならびに全生存率については調査されていなかっ
た．QOLの指標としてはFunctional assessment 
of cancer therapy-general：FACT-Gが用いられ
ていた．
閉経前乳癌に対して術後補助化学療法を施行中
の乳癌患者（ステージI〜IIIA）90名を対象とした
ランダム化比較試験では，カルシウムを豊富に含
む食事（Attention control arm：CA）単独群を対
照として，CA＋運動（Exercise：EX）群，CA＋
EX＋果物・野菜が豊富な低脂肪食（High fruit 
and vegetable,  low-fat diet：FVLF）群の3群に
分け，3ヶ月および6ヶ月時点での体組成，栄養
摂取量，QOL（FACT-G）などに対する効果が検
討された（CA群：CA＋EX群：CA＋EX＋FVLF群，
平均年齢41.1±5.8歳：41.9±4.8歳：42.3±6.2歳，
BMI 26.4±7.2 kg/m2：25.4±5.2kg/m2：25.6±
5.9kg/m2）．運動介入は，30分以上/日かつ3回/
週以上の運動と，1日おきのレジスタンストレー
ニングとした．CA＋EX群，CA＋EX＋FVLF群
とも3名が脱落し，後者のうち1名を除く5名は
介入継続を拒否しての脱落であり，これは介入群

表1　エビデンスプロファイル

アウトカム 重要性 エビデンスの質
（GRADE） 栄養介入群 標準治療群 差異 95％ CI

QOL
FACT-Gで評価

重大 ⊕○○○
非常に低a,b,c

12週後
平均FACT-G
76.3

12週後
平均FACT-G
81.1

介入群で平均4.8
点低い

−16.79-7.22 b

疲労感
FACT-Fatigue 
subscaleで評価

重大 ⊕○○○
非常に低 c,d

12週後
平均FACT-Fatigue 
subscale
19.0±10.0

12週後
平均FACT-Fatigue 
subscale
16.5±11.1

介入群で平均2.5
点高い

−9.16-14.16

QOL, quality of life；FACT-G, Functional Assessment of Cancer Therapy–General； FACT, Functional Assessment 
of Cancer Therapy
a. Rogers2008はパフォーマンスバイアスとアトリションバイアスが高リスク
b. 95％信頼区間に効果なしと利益と害が含まれている
c. 研究が少数で出版バイアスの存在を否定できない
d. サンプル数が小さく95％信頼区間に効果なし，利益，または害が含まれている
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の8％に相当した．6ヶ月時点での体脂肪率の変
化量のみ有意な差（CA群：CA＋EX群：CA＋
EX＋FVLF群，＋0.7±2.3％：＋1.2±2.7％：＋
0.1±2％，p＝0.047）を認めたが，QOL（FACT-G）
は3ヶ月（CA群：CA＋EX群：CA＋EX＋FVLF
群，79.6±17.6：78.1±18.6：79.5±17.5）および
6ヶ月時点（CA群：CA＋EX群：CA＋EX＋FVLF
群，88.3±16.5：82.9±16.9：82.4±13.7）におい
て差は認められなかった．その他，摂取エネル
ギー量，体組成などにも有意な差は認められな
かった 16）．
頭頸部癌（口腔，咽頭，口頭，鼻腔/副鼻腔，
唾液腺）で放射線療法を施行予定，あるいは施行
後1週間以内の18歳以上の患者15名を対象とし
たランダム化比較試験では，介入群（栄養カウン
セリング＋レジスタンストレーニングによる運動
介入）と対照群（栄養カウンセリングのみ）に分け，

6週および12週時点でのQOL（FACT-G）に対す
る効果が検討された（介入群：対照群，平均年齢
54.7±10.6歳：65.5±12.5歳，BMI 28.4±9.0kg/m2：
31.3±8.0kg/m2） 18）．運動介入はレジスタンスバ
ンドを用いて2回/週行われ，個々の忍容性に合
わせてバンドの強度を2週毎に上げていった．介
入群のうち2名（29％）が脱落した．結果，6週時
点（介入群：対照群，92.8±25.8：103.7±21.1），
12週時点（介入群：対照群，103.0±26.7：118.4
±16.6）ともに両群間のQOL（FACT-G）に差は
認められなかった．QOL（Functional assessment 
of cancer therapy-head and neck：FACT-H＆
N）でも同様に有意差は認められなかった．12週
時点の除脂肪体重（Lean body mass：LBM）の
平均変化量は，介入群で−4.4kg，対照群で−
2.8kgといずれも有意差はつかないものの減少傾
向が認められた．6週時点および12周時点におけ

特
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格
性

組
み
入
れ
た
も
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

スクリーニングした文献数
（n＝285）

除外した文献数
（n＝267）

適格性を評価した
全文論文数
（n＝18）

質的統合に組み入れた
研究数
（n＝3）

量的統合（メタ解析）
に加えた研究の件数
（n＝2）

除外した全文論文と
除外理由
（n＝15）

除外した全文論文と
除外理由
（n＝1）

データ抽出不可　　　3
対象者が異なる　　　4
介入方法が異なる　　4
出版形式が異なる　　4

QOLの測定時点が異なる　1
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データベース検索から特定
した文献数
（n＝370）
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（n＝0）

図1　文献検索フローチャート
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る疲労感は0週時点に比べ両群ともに増加してお
り，0〜6週の変化量は介入群に比べて対照群で
有意に大きかった（介入群：対照群，7.4±11.0：
15.4±13.8，p＜0.05）が，0〜12週の変化量は両
群間で差は認められなかった（介入群：対照群，
2.6±9.4：6.0±14.3） 17）．
エビデンス総体の確実性に関しては，QOL

（FACT-G），疲労感いずれに関しても非精確性
とバイアスリスクのため「非常に低い」とした．
今後行われる研究によって特定の方向に推奨が決
定する可能性はある（表1）．補助化学療法や放射
線療法の治療完遂率ならびに全生存率に関するア
ウトカムは，SRからは得られなかった．
一方，今回選択された2つのランダム化比較試
験では，いずれの研究においても対象の平均
BMIが高く（それぞれ25.8±6.1kg/m2，29.9±
8.3kg/m2），過体重あるいは肥満者が多かったこ
とが予想された．また，妥当性が検証された評価
方法を用いて栄養状態や悪液質が評価された記載
は認められなかった．つまり，栄養良好あるいは
過栄養を含む特定の患者層のみがSRに含まれて
いる可能性があり，一般的に栄養指導/栄養管理
が必要となる低栄養や悪液質患者 19,20）に対してそ
れらの結果を一般化できるかは不明確であった．
疲労感・筋力に関してはサンプル数が少ないパイ
ロット研究のみであった．また，いずれの研究も
介入群の脱落率が8-29％と比較的高率であった

ことなどを考慮すると，介入の継続性に課題があ
る可能性が考えられた．以上のことから，成人が
ん患者に対するリハと栄養指導の併用による上乗
せ効果を示す根拠は認められなかった．
介入によるアウトカムの絶対差を解釈するた
め，各指標の臨床的に意義のある最小差
（Minimal  clinically  important  difference：
MCIDあるいはMinimal  important difference：
MID）をPubmedで検索し，参照した（表2） 21-24）．
QOLに関しては肝胆道癌患者を対象としてMID
が推定された報告があり，FACT-Gで6〜7で
あった  21）．また，乳癌患者でも同様の検討がされ
ており，同様にFACT-Gで5〜6であった 22）．疲
労感については癌患者を対象とした推定がなされ
ており，疲労感（Fatigue scale）のMCIDは3.0
だった 23）．これらMCID，MIDを参考にSR採用
文献のアウトカムを評価すると，同じ乳癌患者を
対象とした検討における介入群と対照群のQOL
（FACT-G）の平均差は6-7程度であり 16），メタ
解析における95％信頼区間が−16.8-7.2であった
ことから，介入の効果は乏しく，害をもたらす可
能性の方がより高いと考えられた．疲労感に関し
ては調査されていた唯一の論文 17）において有効性
が高い可能性が示されていたが，介入群・対照群
間で統計学的有意差は示されておらず，95％信
頼区間の上限・下限はMCIDを超えており，介
入が害となる可能性も否定できない．

表2　アウトカムごとの臨床的意義のある最小差

アウトカム 臨床的に意義のある最小差
（Minimal clinically important difference）

QOL：FACT-G 肝胆道癌患者6-7点 a，乳癌患者5-6点 b

疲労感：FACT-Fatigue subscale c 3-4点d,e

QOL, quality of  life；FACT-G, Functional Assessment of Cancer Therapy–General；FACT, Functional Assessment 
of Cancer Therapy
a. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16357021
b. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15504633
c.  SRの元論文では13-item Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue subscaleと記載されているが，FACITの
サイト（http://www.facit.org/FACITOrg/Questionnaires）に同名の評価表は存在しなかった．しかしFACT-FはFACT-G
に13項目のFatigue subscaleを追加したものであり（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9095563），同じく
FACT-Gに13項目のFatigue subscaleを追加した評価表であるFACIT-Fと同じ評価項目とみなせたため，FACIT-Fの
Fatigue subscaleのみに関するMCIDを検索した

d. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15868614
e. 関節リウマチ患者を対象としている
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リハと栄養の複合介入には8-29％と高い脱落
率が認められた．がん患者は治療期間が長期にな
ることも多く，その間に病状や治療など様々な要
因によって身体的・精神的な変化を生じることが
ある．特にその変化が好ましくないものである場
合，新たな医学的介入を受け入れにくくなること
はもちろん，継続的な介入であっても脱落せざる
を得ない状況になることも十分に予想され，長期
にわたる栄養指導や運動指導も状態次第では患者
が負担に感じる可能性は残されている．
社会・環境面での公平性について検討すると，
専門家の栄養指導ならびに運動指導を受ける際に
生じる金銭的負担の多くは医療保険によりカバー
されるため，問題は生じにくいが，環境面に関し
ては，外来または通院で栄養指導または運動指導
を実施している施設の地域間格差により，良質な
栄養とリハによる介入を享受する機会に差が生じ
る可能性は否定できない．また，栄養・運動指導

による介入は対象者の自主性に依存することが多
く実行可能性については課題が残る．対象者がそ
の意義や必要性を十分に理解し，習慣化できるよ
う心理的サポートを含む多面的な支援が必要だと
考える．
今回の検討では補助化学療法または放射線療法
を行う成人がん患者に対するリハと栄養指導との
組み合わせが，栄養指導単独に対して優位性を示
すことを支持する明確なエビデンスは無かった．
また，こうした組み合わせによる介入はQOLを
低下させる可能性が否定できないこと，脱落率が
比較的高く継続性に問題がある可能性があること
から（表3），当初は否定推奨を検討したが，CPG
委員会構成メンバーである患者家族より栄養指導
やリハは生きる原動力となるため，望む患者には
提供して欲しい旨の意見が聞かれたことから，補
助化学療法または放射線療法を行う成人がん患者
に対して，栄養指導に代えて栄養指導とリハの組

表3　判断の要約
判断

問題 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

望ましい効果 わずか 小さい 中 大きい さまざま 分からない
望ましくない効
果 大きい 中 小さい わずか さまざま 分からない

エビデンスの確
実性 非常に低 低 中 高 採用研究なし

価値観
重要な不確実
性またはばら
つきあり

重要な不確実
性またはばら
つきの可能性
あり

重要な不確実性
またはばらつき
はおそらくなし

重要な不確実
性またはばら
つきはなし

効果のバランス 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 分からない

必要資源量 大きなコスト 中等度のコス
ト

無視できるほど
のコストや節減 中等度の節減 大きな節減 さまざま 分からない

必要資源量に関
するエビデンス
の確実性

非常に低 低 中 高 採用研究なし

費用対効果 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 採用研究なし

公平性 減る おそらく減る おそらく影響無
し

おそらく増え
る 増える さまざま 分からない

容認性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

実行可能性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない
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み合わせを実施は一定・一律の推奨はしないとし
た．そのため，このような患者に栄養指導とリハ
の組み合わせを実施する際は，利益と不利益のバ
ランスを考慮したうえで，QOLの低下が生じる
可能性に十分配慮し，慎重に実施することが望ま
れる．一方，今回のSRの対象者の多くは欧米で
の検討から過体重・肥満者である可能性が高く，

栄養指導/栄養療法を必要とする本邦での低栄養
や悪液質を有する患者に一般化できるかは不明確
である．今後は低栄養や悪液質に加えてADLが
低下している成人がん患者に対象とした栄養指導/
栄養療法単独またはリハとの組み合わせの効果を
検証するランダム化比較試験が本邦で実施される
ことが期待される．
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背景

急性疾患（acute illness）は発症から短時間で急
激に症状が生じるあらゆる疾患を指す．一般的に
重症で種々の機能障害を伴い  1），急性疾患におい
ては栄養状態の悪化に伴う骨格筋の減少が広く認
められ，このことは臨床予後に大きく影響すると
報告されている 2）．急性疾患では，生体防御反応
として異化を亢進する種々のホルモン（コルチ
ゾール，グルカゴン，カテコラミン等）や炎症性
サイトカイン（IL-1，IL-6，TNF-α等）が増加
し，インスリン抵抗性も上昇する．その結果骨格
筋を中心に体蛋白分解が亢進し，低栄養が進行す

る．系統的レビューによれば，急性疾患患者に低
栄養が存在する割合は38〜78％で，低栄養は集
中治療棟（Intensive care unit：ICU）在室日数，
ICU再入室，感染症発生率，院内死亡率の独立し
た予測因子とされる 3）．そのため，経口摂取不可
などにより栄養リスクが高い患者に対してはICU
入室早期の栄養スクリーニング，24〜48時間以
内の経管栄養，あるいは静脈栄養を開始すること
が推奨されている 4）．

一方，急性疾患罹患後には高度侵襲や廃用に
よって身体機能・身体能力の低下をきたす．重症
疾患では重症疾患ポリニューロパチー，重症疾患
ミオパチーといった呼吸器離脱困難や四肢筋力低

【推奨】
リハビリテーションを実施されている急性疾患患者に対して強化型栄養療法を行うことを弱

く推奨する．ただし，自主的リハビリテーションに加え強化型リハビリテーションプログラム
の併用が望ましい．（弱い推奨/エビデンスの確実性：非常に低い）

急性疾患患者におけるリハビリテーション
栄養診療ガイドライン
Clinical practice guideline of rehabilitation nutrition for patients with 
acute illness

リハビリテーションを実施されている急性疾患患者に強化型栄養療法を行うべきか？

CQ

西岡心大 1），小坂鎮太郎 2），佐藤千秋 3），東敬一朗 4），田中 舞 5），森 隆志 6），金久弥生 7），
飯田有輝 8），吉村由梨 9），豊田実和 10），石井良昌 11），藤原 大 12），荒金英樹 13）

1）是真会長崎リハビリテーション病院　2）練馬光が丘病院　3）昭和大学藤が丘病院　4）医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院　
5）富山県リハビリテーション病院･こども支援センター　6）脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　7）明海大学　8）JA愛知厚生
連海南病院　9）医療法人社団刀圭会協立病院　10）リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア　11）海老名総合病院　12）公益
財団法人宮城厚生協会坂総合病院　13）愛生会山科病院
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下などの神経筋障害を生じる．この病態は，ICU 
acquired weakness（ICU-AW）と呼ばれる 5）．こ
れら急性疾患後の身体機能低下や筋減弱に対して
は可能な限り早期にリハビリテーション（以下，
リハ）を行うことが推奨される．実際に，ICUに
おける離床やリハは短期・長期死亡率には影響し
ないものの，歩行能力や筋力向上には効果が指摘
されている  6）．

大学病院においてリハ科に紹介され廃用症候群
と診断された患者の88％は低栄養であるとの報
告もあり，急性疾患後の廃用症候群患者では低栄
養を合併している可能性が高い 7）．これらの患者
にはリハ，栄養管理それぞれ単独ではなく，リハ
栄養の概念に基づくアプローチの有用性が期待さ
れる 8）．こうした背景から，近年リハ栄養という
概念が提唱されている．リハ栄養とは『ICF（国際
生活機能分類）による全人的評価と栄養障害・サ
ルコペニア・栄養素摂取の過不足の有無と原因の
評価・診断・ゴール設定を行ったうえで，障害者
やフレイル高齢者の栄養状態・サルコペニア・栄
養素摂取・フレイルを改善し，機能・活動・参
加，QOLを最大限高める「リハからみた栄養管
理」や「栄養からみたリハ」』と定義され，リハと
栄養を包括的に評価し実施することを推奨してい
る 9）．本診療ガイドラインは，急性疾患患者にお
いてリハと栄養管理の併用，すなわちリハ栄養が
予後を改善し得るか，害を生じ得るか検証し，臨
床現場において医療者・患者・家族に現時点で推
奨し得る有益で実践可能な指針を提供することを
目的としている．

本診療ガイドラインにおける用語の定義

●リハビリテーション（リハ）：何らかの障害に対
する一定期間の包括的あるいは個別的な専門職に
よるリハプログラムを提供すること
●強化型栄養療法：病院内での給食の提供など標
準的な栄養ケア，または在宅・施設での日常的な
食事摂取に加えて，患者個別の栄養アセスメント
に基づく栄養指導，栄養カウンセリング，経口補
助食品の提供および静脈・経腸栄養を実施するこ

と
●強化型リハ：入院中週3回のリハ実施と，退院
後週1回のリハへの参加を含む6週間の理学療法
を中心としたリハプログラム

方法

リハビリテーション栄養診療ガイドラインは日
本リハビリテーション栄養学会診療ガイドライン
委員会（以下，CPG委員会）が作成した．CPG委
員会は診療ガイドライン統括委員会，診療ガイド
ライン作成グループ（以下，CPG作成グループ），
システマティックレビューチーム（以下，SRチー
ム），および外部委員による診療ガイドライン作
成指導グループにより構成した．作成方法は原則
としてGrading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation（GRADE）システ
ム 10）に準拠し，「Minds診療ガイドライン作成の
手引き2014」 11）も参考とした．

（1）Clinical Question（CQ）の作成
以下の手順に添って，診療ガイドライン作成グ

ループが実施した．
①ガイドラインスコープの策定

Analytical frameworkを 用 い て 疾 患 ご と に
Key Question（KQ）を設定し，ガイドラインス
コープを策定した．
②アウトカムの決定

KQを基にClinical Question（CQ）を作成し，
重要と思われるアウトカムを列挙し，重要度を1
〜9点でグループメンバーが採点した．平均点に
より重大（7〜9点）および重要（4〜6点）なアウト
カムをエビデンスプロファイルに含めるものとし
て採択した．

（2）システマティックレビュー（SR）
以下の手順に添って，SRチームが実施した．
①文献検索

CQ の PICO（P：Patient, I：Intervention, C：
Comparison, O：Outcome）から検索語を抽出し，
図書館司書と協力し検索式を作成した．文献デー
タベースはMEDLINE, EMBASE, CENTRAL，
医中誌を利用した．採用する論文は2016年10月
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までのRandomized Control Trial（RCT）のみと
した．害のアウトカムについてはMEDLINEを
用いて観察研究まで検索し含めた．あらゆる言語
のもの，抄録のみのものも可能な限り含め，
Cochrane reviewやその他のSRも検索し，それ
に含まれる論文も採用した．
②研究選択・データ抽出

2名以上のSRチーム員が独立に論文題名と抄
録でスクリーニングし，全文を読む必要のある研
究を選択した．意見の相違がある場合は，話し合
いで解決した．文献選択の流れはフローダイアグ
ラムにまとめた．データ収集フォームなどを用い
て必要なデータを収集し，構造化抄録を作成し
た．
③エビデンスの統合

各CQの各アウトカムに分けられた論文のデー
タ の メ タ ア ナ リ シ ス を，Cochrane Review 
Manager（RevMan5）software ver.5. 3を 用 い て
統合した．二値変数のアウトカムについてはラン
ダム効果モデル（Random-effects model，Man-
tel-Haenszel法）を用いて統合し，リスク比とそ
の95％信頼区間を計算した．連続変数のアウト
カムに関してはランダム効果モデル（Random-ef-
fects model，Inverse Variance法）を用いて平均
差（Mean Difference：MD）と標準偏差（Standard 
Deviation：SD）を計算した．測定尺度が異なる
場合には，MDの代わりに標準化平均差（stan-
dardized mean difference：SMD）を算出した．
④エビデンスの確実性の評価

メタアナリシスに組み入れた論文に対して，そ
れぞれ2名のSR作成委員がそのエビデンスの確
実性を評価した．2名の評価が食い違った場合
は，SRチームの他のメンバーも含め議論して結
論を出した．エビデンスの確実性の評価において
はGRADE working groupの提唱する方法に従
い， 最 終 的 にhigh（高），moderate（中），low

（低），very low（非常に低）の4段階にグレーディ
ングした．なお本診療ガイドラインではRCTの
みを採用したため，エビデンスの確実性はhigh

（高）から開始し，グレードを下げる5要因を評価
してグレードの調整を行った．グレードを下げる

5要因は，バイアスのリスク（risk of bias），非一
貫性（inconsistency），非直接性（indirectness），
不精確さ（imprecision），出版バイアス（publica-
tion bias）とした．この5要因により最終的なエ
ビデンスの確実性を決定した後，GRADEpro 
GDTを用いてGRADE Evidence Profileを作成
した．
⑤�アウトカム全般に対するエビデンスの確実性の
検討
各CQのアウトカムごとに評価されたGRADE 

Evidence Profileを参考にしてアウトカム全般に
関するエビデンスの確実性を検討し，CPG作成
グループに提出した（表1）．
⑥Evidence-to-Decision�Frameworkの素案作成

推 奨 文 作 成 に 必 要 と な るEvidence-to-
Decision Framework（E to D Framework）にエ
ビデンスの確実性，利益と害の大きさとバラン
ス，患者の価値観や意向のばらつき，コストやリ
ソースといった資源についての検討事項を記述
し，CPG作成グループに提出した．
⑦外部評価

診療ガイドライン（CPG）作成過程全体を通し
て不偏性が考慮されることになるが，それでも作
成過程，および完成したCPGから完全に偏りを
排除することは非常に困難である．そこでCPG
委員会組織の中に，CPG作成グループやSR チー
ムとは別に評価を行う外部評価委員会を設けて評
価を受けた．外部評価の時期として，システマ
ティックレビューのサマリーレポートの草案が完
成した段階で行った．

（3）推奨決定
①推奨文案の作成

E to D Frameworkを基にCPG作成グループ
が推奨の方向，強さを含む推奨文案を作成し，パ
ネル会議に提出した．
②パネル会議による推奨文の最終決定

パネル会議で推奨の方向，強さを含む推奨文案
を吟味し，推奨文を最終決定した．パネル会議で
は，GRADE gridによる合意形成方式を採用し
た．推奨の強さ4項目のいずれかに投票得票率が
80％以上であれば合意を得たとした．投票は3回
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までとし，意見の集約が得られない場合には推奨
の強さは決定できないとした．

なお推奨の解釈を補足するため，SRで採択さ
れ た ア ウ ト カ ム に 関 し てMinimal Clinically 
Important Difference（MCID）を検索し，解説と
ともに診療ガイドラインに付記した．MCIDは各
診療ガイドライン作成担当者がPubmedにてハ
ンドサーチを行ったほか，Shirley Ryan Ability 
LabによるRehabilitation Measures Database 12）

も参考とした．

解説

益 の ア ウ ト カ ム と し てQOL， 全 死 亡 率，
ADL，合併症が，害のアウトカムとして転倒，
肺炎，再入院が選択された．急性重症疾患後にリ
ハと栄養療法を同時に実施した論文を検索し，2
件のランダム化比較試験をシステマティックレ
ビューに用いた 13,14）（図1）．一方は79歳以上の急

性疾患患者を対象とした経口補助食品および理学
療法の早期開始効果の検証 13），他方は45歳以上
の急性疾患患者を対象として，グルタミンと必須
アミノ酸を含む栄養補助食品と，6週間の強化型
理学療法・運動プログラムを組み合わせた2×2
デザインの研究であった 14）．2件において事前に
設定したアウトカムのうち全死亡率，合併症，転
倒，肺炎，再入院については検討されていなかっ
た．QOL指標としてはSF-36とEQ-5Dが用いら
れていたが，解釈の利便性からSF-36の結果を
推奨の根拠に採用した．ADL指標としては
Barthel Index（BI）が用いられていた．

200名の急性重症内科疾患患者を対象としたラ
ンダム化比較試験（介入群：対照群，平均年齢
83.2±3.8歳：83.6歳3.7歳，BMI 27.8±5kg/m2：
26.4±4.3kg/m2）は，入院初日から通常食に加え
た経口補助食品（600kcal，蛋白質20g/日）の提
供とエルゴメーターと理学療法プログラム（計40
分/日，6回/週）を入院期間中継続して（平均11

表1　エビデンスプロファイル

アウトカム 重要性 エビデンスの質
（GRADE） 栄養介入群 標準治療群  差異 95％ CI

ADL
：BIで評価

重大 a ⊕○○○
非常に低b,c,d,e, f

介入3ヶ月後
平均 BI
88.1±14.3

介入3ヶ月後
平均 BI
83.2±20.0

介入群でSMD 0.28
（平均点数4.9点）高い 0.00-0.56

QOL
：SF36
で評価

強化型リハ
併用なし

重大 g ⊕⊕○○
低 c,h, i, j

介入3ヶ月後
平均 SF-36　
36±21

介入3ヶ月後
平均 SF-36
46.8±25.8

介入群でSMD 0.46
（平均点数10.8点）低い −1.04-0.12

強化型リハ
併用あり

重大 g ⊕⊕○○
低 c,h, i, j

介入3ヶ月後
平均 SF-36
69±23.2

介入3ヶ月後
平均 SF-36
53.7±31.1

介入群でSMD 0.55
（平均点数15.3点）高い −0.05-1.15

LBM, lean body mass； ADL, activities of daily living； BI, Barthel Index； QOL, quality of life； 6MWT, 6-minute walk 
distance； SMD. Standardized mean difference
a.  介入効果は有意だったが，アウトカム評価タイミングがCQとは異なる（CQでは介入終了時となっている）点，エビデンスの確
実性がきわめて低い点，が問題点だと考えた

b.  介入となる「栄養剤投与」が2重盲検化されていないため，参加者・介入者ともにホーソン効果が出現する可能性がある
c.  解析論文が1編のみである
d. サンプルサイズは試算通りだが，対象研究が1研究のみである
e. アウトカム評価が介入終了時（＝退院時）ではなく，介入終了（退院）3-12ヶ月後である
f.  介入はプロテイン主体のサプリメント投与の他にリハビリテーション治療が強化型となっている．同負荷のリハビリ治療2群に
おける栄養療法の有無によるアウトカムの差異をCQとしているので非直接性は非常に深刻と判断した

g.  重要8：栄養介入がQOLに大きな影響を与えなかったというアウトカムは逆説的には重要である．ただしサンプルサイズや研究
数が少ないので，本研究のアウトカムのみでエビデンスとすることは困難と考える

h.  selective outcome reporting：論文としてはアウトカムを数値として明示しなかったのでhigh riskとした．試算したサンプ
ルサイズ以下のエントリーしかなかった上に20％以上の脱落例という点を高いバイアスリスクと判断した

i.  CQを18歳以上対象としたので，対象，介入方法，アウトカムすべてCQに沿ったものと判断した   
サンプルサイズが試算値より少なく，脱落例も多かった．ただしすでにRisk of Biasでこの点は加味されているのでグレードダ
ウンとはしない．SR対象論文が1編しかなかったことで，グレードダウンと判断した
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日）実施した 13）．一方，対照群では通常食のみを
提供し，原疾患の治療後にリハ10-15分/日・5回/
週を開始した．結果，対照群においては入院6ヶ
月後時点で有意なBI（平均−10.7）の低下が認め
られたが，介入群では有意な低下を認めなかった

（平均−6.6）．ただしBIは全てのフォローアップ
時期において群間で有意な差を認めなかった．

集中治療棟退室後の患者93名を対象としたラ
ンダム化比較試験（平均62〜64歳，女性43％）で
は，必須アミノ酸含有飲料（1日合計必須アミノ
酸20g，グルタミン20g）の投与と非投与，およ
びリハプログラムの種類（対照群：マニュアルに
沿った6週間の自主トレーニングプログラム，強
化型リハ群：入院中週3回のリハ実施，退院後週
1回のリハへの参加を含む6週間の理学療法プロ
グラム）の実施と非実施の組み合わせによる4群
に割り当ててその効果が検証された 14）．その結
果，アミノ酸＋強化型リハ群およびプラセボ飲料
＋強化型リハ群では3ヶ月後のSF-36スコアが有

意に改善した（平均差各27.5，11.7）．ただし各群
間での差については言及されておらず，判断不能
であった．

エビデンス総体の確実性に関しては，ADLに
関しては非常に深刻な非直接性，深刻な非精確性
とバイアスリスクから「非常に低い」，QOLに関
しては非精確性とバイアスリスクのため「低い」
と判断され，全体的なエビデンスの確実性は「非
常に低い」とした．今後行われる研究によって効
果の有無が逆転する可能性はある（表1）．

介入によるアウトカムの絶対差を解釈するた
め， 各 指 標 の 臨 床 的 に 意 義 の あ る 最 小 差

（Minimal clinically important difference：
MCID）を検索した（表2）．Pubmedによる検索
のほか，Shirley Ryan Ability Lab（旧Rehabili-
tation Institute of Chicago）によるリハ指標の包
括的データベースであるRehabilitation Mea-
sures Databaseも参照した 12）．BIに関しては脳
卒中患者でMCIDを算出した報告があり，20点

特
定

適
格
性

組
み
入
れ
た
も
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

スクリーニングした文献数
（n＝742）

除外した文献数
（n＝721）

適格性を評価した
全文論文数

（n＝21）

質的統合に組み入れた
研究数

（n＝2）

量的統合（メタ解析）
に加えた研究の件数

（n＝2）

除外した全文論文と
除外理由

（n＝19）

介入時期が異なる　　5
（慢性期 or 回復期）
研究デザインのみ　　3
介入方法が異なる　　11

（リハ栄養治療 vs 通常治療 or 
重点リハ  vs 標準リハ）

重複文献除外後の文献数（n＝742）

データベース検索から特定
した文献数

（n＝840）

その他の情報源から特定し
た追加的な文献数

（n＝15）

図1　文献検索フローチャート
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満点法で1.85点であった 12,15）．SRで採用された
論文で用いられていた，各項目点数を5倍した
100点満点法のBIに換算すると，MCIDは9.2点
に相当すると推測された．SF-36，EQ5Dについ
てはMCIDが確立していなかった 12）．これら
MCIDを参考にSR採用文献のアウトカムを評価

すると，BIについては臨床的に意義のある差は
認められず，QOLに関する臨床的意義は判断不
能であった．

価値観については，強化型リハと栄養サポート
により利益が期待できるものの，患者によっては
強化型リハの退院後の継続を負担に感じる可能性

表3　判断の要約
判断

問題 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

望ましい効果 わずか 小さい 中 大きい さまざま 分からない
望ましくない効
果 大きい 中 小さい わずか さまざま 分からない

エビデンスの確
実性 非常に低 低 中 高 採用研究なし

価値観
重要な不確実
性またはばら
つきあり

重要な不確実
性またはばら
つきの可能性
あり

重要な不確実性
またはばらつき
はおそらくなし

重要な不確実
性またはばら
つきはなし

効果のバランス 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 分からない

必要資源量 大きなコスト 中等度のコス
ト

無視できるほど
のコストや節減 中等度の節減 大きな節減 さまざま 分からない

必要資源量に関
するエビデンス
の確実性

非常に低 低 中 高 採用研究なし

費用対効果 比較対照が優
位

比較対照がお
そらく優位

介入も比較対象
もいずれも優位
でない

おそらく介入
が優位 介入が優位 さまざま 採用研究なし

公平性 減る おそらく減る おそらく影響無
し

おそらく増え
る 増える さまざま 分からない

容認性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

実行可能性 いいえ おそらく，い
いえ おそらく，はい はい さまざま 分からない

表2　アウトカムごとの臨床的意義のある最小差

アウトカム 臨床的に意義のある最小差
（Minimal clinically important difference）

ADL：Barthel Index（BI） 1.85点（20点満点表記） a,b,c

QOL：SF36 未確立 a,d

QOL：EQ5D 未確立 a,e

a. Shirley Ryan Ability LabによるRehabilitation Measures Databaseを参照した
b. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID＝916
c.  SRで採用された文献は100点満点で記述している．20点満点法と同じ項目，同じ評価尺度で採点するが，前者は5点刻み，後
者は1点刻みである

d. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID＝930
e. http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID＝1067
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があり，サポート期間や負荷の個別設定が必要だ
と考えられた．公平性については，リハ・栄養サ
ポートともに非常に高額な手段とは言えないもの
の，退院後の栄養介入（経口栄養補助食品など）
は本邦の制度下においては全額自己負担となるた
め，支払い能力のある患者しか享受できない可能
性がある．安価な栄養支援の方策，例えば栄養価
の高い食品・料理摂取を促す栄養指導の実施など
が代替手段として考えられる．

実行可能性については，入院中だけでなく退院
後も支援が必要となる対象者では自主性に依存す
る場合が多い．リハ・栄養サポートの必要性と方
法を熟知するための一定レベル以上の教育・指導
が必要とされる．

結論として，入院早期からリハ治療を受ける急
性疾患患者に対する強化型栄養サポートは，強化
型リハプログラムを可能な限り併用した上で，実
施することを弱く推奨する．主に退院後におい
て，栄養補助食品購入等に対する経済的負担やリ
ハ栄養継続の意欲等により公平性や実行可能性が
制限される可能性はあるが，概して介入に対する
利益は害を上回ると推測される（表3）．ただし
CQで提唱した全アウトカムが現存する先行研究
で網羅できなかったこと，エビデンスの確実性は
低かったことから，今後の研究により結果が覆さ
れる余地は残されており，継続的な追加調査と監
視が必要である．
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