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術後早期回復を目指した
周術期の水分管理
谷口英喜
恩賜財団 済生会横浜市東部病院 ／周術期支援センター長　栄養部 部長

❶ 術後回復能力強化（ERAS®）プログラムとは

　北欧を発信源として、手術を受ける患者の術後回復を促進して

予後を改善する周術期管理方法である、“術後回復能力強化プロ 

グラム”と呼ばれる概念が提唱されています。このプログラムは、 

エビデンス（科学的根拠）に基づき、チーム医療により、新しい薬

剤や設備を導入することなく実施される周術期を通したリハビリ

テーションプログラムとも呼ばれています。プログラムを実施する

目的は、周術期管理における患者の安全性向上、合併症の発症

率低下、在院日数の短縮（医療費の削減）の３つとされています。 

各国から、これらの目的を達成するための様々なプログラムが 

発信されています（表１）。米国において心臓血管外科手術で早

期回復を実現したFast track program、北欧において結腸直腸切

除術の早期回復を実現したERAS®（Enhanced Recovery After 

Surgery）プログラム、南欧において結腸直腸切除術の早期回復

を実現したACERTO（ACEleração da Recuperação TOtal pós-

operatória、英：Acceleration of total postoperative recovery） 

プロジェクト、英国においては、結腸直腸、婦人科、泌尿器科、整形 

外科を中心にER PP（Enhanced Recovery Partnership Program） 

などが知られています1-3。わが国でも、日本外科代謝栄養

学 会 が中心となり、上部消化管手 術を対 象にE S S E N S E 

（ESsential Strategy for Early Normalization after Surgery 

with patient’s Excellent satisfaction）プロジェクトが展開されて

います４。

❷ プログラムで目指すものは術後早期におけるDREAMの達成

　プログラムは、外科医、麻酔科医、看護師、薬剤師、管理栄養

士をはじめ、全ての医療職によるチーム医療により実施されます。

術後回復を阻害する因子として痛み(pain)、不動(immobilizing)お

よび消化管機能不全(gut　dysfunction)の３つが指摘されていま

す。また、患者が術後早期に飲み始めること(DRinking)、食べ始

めること(EAting)、動き始めること(Mobilizing)が(頭文字を取って

DREAM)、術後の在院日数の短縮に関与することが示されてい

ます。プログラムでは、術後早期における３つの回復阻害因子を

克服することでDREAMの達成を目指します。そのために、術後

管理だけに重点を置くのではなく、入院前から退院後まで一貫

した術後回復促進策の工夫をパッケージングした周術期プラン

が提案されます。現在では、ERAS®　societyから、膵頭十二指

腸切除術、結腸切除術、直腸・骨盤内手術、膀胱全摘術および

胃切除術に関するガイドラインとして術式別にプログラムが公表

されています。例えば、開腹結腸直腸手術のERAS®プログラム

では、図１にあるような工夫がなされます2。

❸ ERAS®プログラムにおける周術期体液管理について

　ERAS®プログラムにおいてDREAMを達成する工夫として、周

術期を通した適切な水分管理が望まれています。特に、術前の脱

水症予防と術中から術後にかけての過剰な水・ナトリウム負荷を

回避することが術後の消化管機能の回復には重要であると言わ

れています。

　術前においては、絶飲食期間の短縮が、患者の予後改善に有

効であることが示されています。術前の絶飲食や緩下薬の使用

により脱水症を呈した患者の麻酔導入時は、麻酔導入薬や硬膜

外に局所麻酔薬を使用した際に、循環抑制を来たしてvolume 

resuscitationが必要になり、過剰な水分負荷になります。しかし、

過剰な水分負荷は、腸管の機能を低下させ術後の回復能力を遅

らせます。2006年にLoboらは、患者が手術室到着時には“normal 

fluid and electrolytes balance”を維持することが、患者の術後回復

能力を早めることを示しました。そのため、術前の絶飲食期間をで

きるだけ短縮することが提唱されています5。また、従来から、結

腸直腸の手術前患者には、緩下薬を投与し抗菌薬を併用した消

化管洗浄を行う消化管前処置（mechanical bowel preparation： 

MBP）が実施されてきました。しかし、2009年に発表されたMBP

表１　各国から発案されている術後回復能力強化プログラム

図1  開腹結腸直腸手術のERAS®プログラム ❹ 術後早期のDREAM達成を目指した周術期体液管理

　これまでに、術前は絶飲食と緩下薬の使用を避け脱水症

を回避することが、術中・術後には過剰な水・ナトリウム負荷

を回避することが術後早期のDREAM達成には重要であるこ

とを述べました。例えば術前では、DREAMの阻害因子であ

る術後の悪心・嘔吐(postoperative nausea and vomiting: 

PONV)の発生にも術前の脱水症が起因するとも考えられてお

り、適切な輸液管理によりPONVが予防できることが示され

ています9。また、術中・術後の輸液管理に関しては、自由輸

液に伴う体液量過剰による呼吸不全、浮腫、腸管機能低下お

よび縫合不全などの合併症が懸念されます。その一方で、制

限輸液に伴う体液量不足による循環不全、腎不全、頻脈、血

流不足に起因する腸管機能低下および縫合不全などの合併

症も懸念されています。そこで、過不足ない輸液による合併症

の低減（適正輸液 : fluid optimization）の概念が提唱され

るようになりました（図２）10。心拍出量などに血流量管理の 

ゴールを設け、輸液管理、強心薬投与を用いる治療である

Goal Directed Therapy(GDT)の概念に準じた管理により適

正輸液が達成され、術後の消化管機能の回復が早まったこと

がメタアナリシスでも示されました11。

に関するコクラン・レビューでは、MBPは消化管手術の周術期 

患者に対して積極的に行う根拠はないと結論づけられています 6。 

緩下薬を投与することに関しては、消化管粘膜の壁構築が乱

れ、糞便液状化による術中感染の危険が増え、下痢に伴う脱水

症も生じることが指摘されています。ERAS®プログラムでも緩下

薬はルーチンには使用せず、日常的に緩下薬を常用している症

例や左半結腸切除術あるいは直腸切除術症例の術前使用に限

定すべきであると述べられています 1,2。

　術中・術後の輸液量に関しては、脱水にならない程度に術

中・術後の水・ナトリウム投与量を制限（restrictive）することで

自由投与（liberal）よりも良好な予後が得られることが示されて

います1,2。結腸直腸手術後に水およびナトリウム投与量を制限

した輸液療法（水；1日2L、ナトリウム77mmol/L→restrictive）

を施行した群では、標準的な輸液療法（水；1日3L、ナトリウム

154mmol/L→liberal）を施行した群に比べ、胃排出時間が有

意に短く、術後合併症が減少し、在院日数が短縮することが

RCT（randomized controlled trial）により報告されています7。

また、ICUに入室するような大手術において、術中輸液量に関

する前向き多施設コホート研究が実施されました。その結果、

術中における輸液出納が2L以上の過剰輸液例では、術後感染

症や神経障害および呼吸循環合併症が多いこと、ICUの滞在日

数が長いことが示されました8。以上の研究結果から、制限輸液

(restrictive)により患者が術後早期に飲み始めること(drinking)、

食べ始めること(eating)が可能になると考えられてきました。

図２  輸液の最適化とは

 Bellamy MC. Br J Anaesth. 2006;97:755-7より許諾を得て引用、改編
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プログラム 読み方 発信国 主な対象術式

Fast track program
ファストトラック

プログラム 米国 心臓血管外科がはじまり
現在では、外科、婦人科、泌尿器科、整形外科など幅広く普及

ERAS®  (Enhanced Recovery After 
Surgery) program

イーラス
プログラム 北欧 結腸直腸手術がはじまり

現在では、外科、婦人科、泌尿器科、整形外科など幅広く普及

ACERTO (ACEleração da Recuperação 
TOtal pós-operatória)＊ project

アセルト
プロジェクト

ポルトガル
他南欧

結腸直腸手術がはじまり
様 な々術式に活用されている

ER PP (Enhanced Recovery 
Partnership Program)

イーアールピーピー 英国 結腸直腸、婦人科、泌尿器科、整形外科を中心にはじまる

ESSENSE (ESsential Strategy 
for Early Normalization after 
Surgery with patient's Excellent 
satisfaction) project

エッセンス
プロジェクト 日本 消化器外科手術を中心に発案中

 1  カウンセリング
 2  液体・炭水化物投与/ 絶食をしない
 3  必要最低限の消化管前処置
 4  麻酔前投薬をしない
 5  胃管を使用しない
 6  胸部硬膜外鎮痛
 7  短時間作用型の麻酔薬/麻薬
 8  ナトリウム・水を過剰投与しない
 9  小切開創　ドレーン不使用
10  輸液・室温調節による体温維持

11  運動療法のパス
12  経口オピオイドを使用しない、
　 非ステロイド系抗炎症剤を使用する

13  悪心嘔吐防止

14  消化管運動刺激

15  カテーテル早期抜去

16  術後早期経口摂取　静脈塞栓予防

17  コンプライアンス/アウトカム調査

Fearon KC et al. Clin Nutr. 2005;24:466-77より許諾を得て引用、改編

＊英語表記 : Acceleration of total postoperative recovery
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図３  術中輸液投与量と術式別アウトカム（輸液量中間群を基準とした場合の違い）

患者早期回復を目指した
済生会横浜市東部病院のチーム医療

今回、済生会横浜市東部病院で周術期支援センターを立ち
上げられた理由、きっかけは何だったのでしょうか？

谷　当院は500床の中規模病院でありますが、年間6000件を超
える手術を行っており、手術件数を維持しながら、いかに医
療の質を維持するかが課題とされていました。それを解決
するために、医療者側と患者さんの間に立って、周術期管
理をサポートするサービス部門が必要と考え、周術期支援
センターを立ち上げました。

周術期支援センターが出来たことで、患者さんの入院中の
生活、先生方／看護師の皆さんの治療、ケアにどのような変
化がありましたか？

江　手術前に外来で患者さんに様々な説明をするのですが、 
どうしても手術自体の話が中心になってしまい、全身麻酔や
入院生活の説明がおろそかになっていたケースが多かった
です。その点、周術期支援センターが立ち上がったことで、
入院前から全身麻酔や入院生活がイメージしやすくなった
メリットはあります。また、多職種による患者さんのリスク 

評価を事前にできるのは大きいです。それによって周術期
管理の質も高まりましたし、術後の痛みの評価を取り入れ
たことによって、確実に患者さんのQOLが高まったと考えて 
います。

佐　当院では在院日数を少なくするために、手術前日に入院して
頂いています。術前外来で肺の合併症やPONVの評価など
を事前に行うことで、麻酔科としても準備が出来ますし、パ
フォーマンスも上がっている気がします。手術の中止などが
少なくなりました。

PONV予防の重要なファクターである輸液管理は周術期支援
センターができて変わりましたか？

佐　以前の輸液量は10～15mL/kg/hくらい入れていましたが、
最近は最適な量を目指すべきという考えが浸透してきまし
た。そのためには動的なパラメータを用いた輸液管理が必
要なわけでフロートラック センサーの出番です。

高　術前にある程度リスク評価をしてくれるので、重症患者さん
に対する術後の準備、心構えができるという意味で集中治
療室においてもメリットがありますよ。

在院日数を短くすることが必ずしも病院経営に寄与しない
ケースもあると思いますが、済生会横浜市東部病院ではど
う対応しているのでしょうか？

江　結局は病床利用率の問題ですよね。当院の場合は95％以
上で維持できていまして、退院されてもすぐに新しい患者さ
んが入院しますので、在院日数を少なくすることは経営上利
点が大きいです。病床利用率が低い病院では成り立たない
ロジックかもしれません。

佐　そこに周術期支援センターの価値があって、在院日数を短 
くしながら質を高める必要があります。谷口先生のおっしゃっ 
ているDREAMの達成が何よりも大事です。

谷　患者さんに在院日数を短くする意味、早期回復する意味を
理解してもらうことが大事です。

谷口先生：谷 佐藤先生：佐 高橋先生：高江川先生：江左から：

☞エキスパート達に聞いてみよう！

患者早期回復を目指した済生会横浜市東部病院のチーム医療

❻ ERAS®プログラムにおける適正輸液の位置づけ

　ERAS®プログラムにおいては、DREAMを達成するために周

術期を通した様々な工夫が多角的に実施されています（図１）。

その中でも、適正輸液は術後の腸管機能の回復をはじめとし

てPONV予防、感染症のリスクの軽減および縫合不全の発

生率の低減など術後回復促進策のひとつとして推奨されてい

ます15。ERAS®プログラムにおける多角的な術後回復促進策の

ひとつとして適正輸液を実施することでDREAMの達成に近づ

くことができるのです。本稿では、患者の術後回復促進のため

には、周術期を通した適切な体液管理が望まれるということを

述べさせていただきました。

❺ 適正輸液の指標として何を用いるべきか

　それでは、適正輸液(optimize)の指標として、どんなモニタ 

リングが有用でしょうか。従来から輸液の指標として尿量や中心

静脈圧(CVP)が用いられてきました。尿量に関しては、「術中は

0.5 1ーmL/kg/hの尿量を保つように輸液する」という指標があり

ました。しかし、2009年に公表されたイギリスの周術期輸液ガイ

ドラインであるGIFTASUP(The British Consensus Guidelines 

on Intravenous Fluid Therapy for Adult Surgical Patients)に

おいて、循環血液量が適正でも乏尿のこともあり得ること、尿

量を指標に輸液をすることで過剰輸液になりやすいことから、 

尿量は輸液管理の指標としては好ましくないとされました12。 

CVPに関しては、輸液反応性の指標としての能力は非常に

乏しいことから、輸液管理の指標に使用されるべきでない

ことがメタ解析により示されました13。一方、ハイリスクを有 

した患者や大手術患者に対して血行動態モニタリングを使用 

した結果をまとめたメタアナリシスにおいては、致死率および 

疾病率を低下させることが示されました14。これらの報告では 

血行動態モニタリングとして、経食道ドップラーエコーやフロートラック 

システムによるcardiac output (CO)やstroke volume (SV) 

が用いられています。特に、SVV(stroke volume  variation)は、 

輸液反応性をみる指標として優れており、輸液管理のゴールに

SVVやSVを指標として定めたGDTがERAS®プログラムの術中

麻酔管理においても推奨されています15。実際、各術式において

制限輸液や過剰輸液に比べ、中等度の輸液量は在院日数、入院

コストおよび術後のイレウスの発生率を減少させることが示されて

います（図３）16。

Thacker JK, et al. Ann Surg.2016;263:502-10より許諾を得て引用、改編
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恩賜財団 済生会横浜市東部病院

周術期支援センター長 栄養部 部長

谷口英喜先生
手術センター長 麻酔科部長
佐藤智行先生

消化器センター長（兼）外科部長
江川智久先生
集中治療センター長 集中治療科部長
高橋宏行先生

☞ 先生方プロフィール
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谷口先生は水分管理の重要性をお話しされていますし、経 
口補水も済生会横浜市東部病院で導入されているかと思い 
ます。周術期の水分管理を徹底することで、どのようなメリッ 
トがあるのでしょうか？

谷　術前の経口補水は麻酔導入後の血圧低下を防ぎますから、
麻酔科医も安心して取り組めます。当院で経口補水を推奨
しているのも、その意味があります。

江　術前の前処置もしなくなりましたし、術後も早く水を飲ませ
るようになりました。脱水は何としても防ぎたいですし、口
渇は患者さんも嫌がります。

高　術中の輸液管理をGDTで行ってくれているおかげで、術後
に循環が崩れることが少なくなり、重症患者さんでも早期
離床が進みます。ICUでは多職種によるチームで治療してい
ますが、GDTによる水分管理やERAS®によるアウトカムを
きちんと理解し、ICUでもチーム一丸となってERAS®に取り
組むことが重要だと考えています。

佐　術中の循環管理に尿量も大事だとは思うのですが、どうして
もラグがでます。そういった意味でフローパラメータを使っ
たGDTがいいです。

GDTによって術中の輸液管理が変わったと仰いましたが、
具体的に何が変わりましたか？

江　手術がしやすくなりました。術野はドライな方がいいのです
が、GDTを導入してから手技がしやすくなりました。術後の
ドレーンの排液量も少なくなりました。外科医もERAS®の
プロトコルは理解しているのですが、術中の輸液に関しては

手が回りませんので、麻酔科医の先生方にご協力頂けると
助かります。外科医にとっても輸液管理は他人事ではありま
せん。

GDTなどで厳密に輸液量をコントロールした方がいい症例
は何でしょうか？

高　術前に心機能や腎機能が悪いとわかった症例は、術中から
厳密な輸液管理をしていきたいですね。輸液を入れすぎて
しまうと、体液過剰により術後合併症を併発します。

谷　術前にセンターで多職種が連携して患者さんを評価します。
患者さんの心機能や栄養状態を評価し、この患者さんには
GDTを行った方がいいというのは、事前に電子カルテ上に明
記することで、麻酔科に伝えることが可能となっています。

フロートラック センサーなどから得られるパラメータが多職
種間の共通言語となる可能性はありますか？

佐　それはありますね。目で見えますからね。これまでは経験や
勘に頼っていたのを数値で見せることは説得力があります。

高　看護師さんたちも当然、循環動態、血管内ボリュームを気に
していますから、モニターに表示される数値を元に一緒に評
価できるのはいいですよ。もし、予期せぬ血圧低下が起きた時
に、SVVのトレンドを見ることで原因をともに推測できます。

江　同時に教育的な意味合いも強いです。どういったことが生
体に起きているかを理解できる。

GDTと術後の早期歩行や早期栄養摂取はどう結びついてい
るのでしょうか？

谷　早期歩行を行うには循環動態が不安定だとできませんよ
ね。循環が不安定だと、ご飯も食べられない。すべてに結び
ついていますよ。

クリアサイトが発売されたことで、循環管理はどう変わって
くるのでしょうか？

佐　Aラインを入れないけれども、大量出血の可能性がある患者
さんに、良い適応になります。例えば産科領域でいえば、全前
置胎盤や癒着胎盤など、大量出血が予測される場合はフロー
トラックですが、そこまで出血がなさそうな場合には最適だと
思います。

高　整形外科の症例は高齢者が多いので、使ってみたいです。
すべてにAラインを入れるわけにはいかないので。

谷　大きな手術は事前にAラインをいれるなど準備をしますか
ら、それ以外のところに有用性がある気がします。

周術期支援センター、もしくは管理センターを取り入れてい
る施設は全国でもわずかと把握しています。その導入の障害
となっているものは何でしょうか？

谷　最大の理由はコストと人ですね。導入したい施設はたくさん
あると思うのですが、それにかかる費用とリードをする人が
いないことが一番の理由かと思います。

佐　患者さんにとっていい取り組みであることは間違いないの
で、どんどん普及させたいです。

谷　職種ごとに取り組みはしていると思うのですが、それを誰か
が音頭をとって繋ぐことが大事です。今はERAS®を実施して
いる科としていない科があるのですが、明らかに回復が違い
ます。全部の科に導入するのが目的です。

江　導入するには全科の協力が必要です。

谷　連携は大事です。私が当院で始めた時も江川先生、佐藤先
生、高橋先生の協力なしには始められませんでした。またコ
メディカルの協力を得られると、一気に進む気がします。

佐　我々も谷口先生に音頭を取って頂いたおかげで、スムーズに
進めることが出来ました。

高　チーム医療ですね。

江　これからも、患者さん中心の取り組みを進めていきたいです。

先生方、本日は貴重なお話ありがとうございました。

患者早期回復を目指した済生会横浜市東部病院のチーム医療患者早期回復を目指した済生会横浜市東部病院のチーム医療
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