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肺がん患者への術後合併症予防を目的とした分岐鎖アミノ酸強化食

品の使用について 
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【要旨】 

2019 年末から開設されている肺がん・呼吸器病センターの取り組みの中で、リハビリテーションとの併用によ

り肺がん術後合併症予防効果が期待される分岐鎖アミノ酸(BCAA)含有栄養剤の導入を検討していた。 

2021年6月にBCAA強化食品のアミノフィール®がNST委員会で採用決定となり、2021年8月より呼吸器外科に

おいて運用開始となった。実際の取り組みの概要や経過について報告する。 

 

【キーワード】：分岐鎖アミノ酸(BCAA)、ロイシン、低肺機能患者、BCAAとリハビリテーションとの併用、術後合

併症予防 

 

【はじめに】 

肺がん患者では、腫瘍によるエネルギー代謝亢進の

影響で呼吸筋が減少することにより、呼吸状態の悪化

や栄養状態、免疫力の低下などが引き起こされ、感染

症発症のリスクが上昇しやすいとされる 1)2)。この際、

侵襲下で利用が亢進しているために呼吸筋で優先的に

代謝されるものが分岐鎖アミノ酸(BCAA)である 3)。BCA

Aは分岐鎖アミノ酸(必須アミノ酸)のうち、バリン・ロ

イシン・イソロイシンの3種類の総称である。BCAAに

は筋たんぱく質の異化を抑制し呼吸筋を維持する働き

があるといわれており 4)、さらにリハビリテーション

との併用による術後合併症予防効果が期待されている
5)。 

BCAAはヒトの筋たんぱく質中の必須アミノ酸の多く

を占めている 6)。なかでもロイシン(図1)には筋たんぱ

く質の合成を促進する働きがある。肺がんに対する低

侵襲手術とされるVATS手術の術前からリハビリとBCA

A を併用することで術後合併症発生率が有意に低下し

たというデータがある(術後合併症発生率：リハのみ4

5.1%、BCAA併用 21.6%)7)ことから、このデータを参考

とし、実際にアミノフィール®を用いた運用を開始した。 

 

【目的】 

アミノフィール®は、1包 4g中に 3200mgの BCAAと

ビタミン・ミネラルを配合した顆粒の栄養補助食品で

あり、亜鉛も配合している(5mg/1 包)。1 包で卵 3 個

分、又は牛乳2.5杯分(500ml)の量の BCAAを摂取する

ことが出来る(16kcal・Pro3.2g/1包)。含有成分（1.6

gのロイシン/1包、抗酸化作用のあるビタミン配合)は、

1.5-2.0gのロイシンで筋たんぱく質合成が促進される

高齢者 8）や慢性炎症性疾患である肺気腫の患者にも有

効と思われ、当院の呼吸器外科術前リハビリパス適応

患者に適していると考えられた。 

採用までの流れについては、2021年6月にNST委員

会で採用が決定となり、コスト面を考慮し栄養科・給

食委託会社協力のもと呼吸器外科限定で使用すること

になった。 

選択の理由は、顆粒で甘みが少なく継続して飲みや

すいという点、また、ロイシン含有量が多く含有成分

が充実しているという点、エネルギー制限下でも使用

しやすいという点、参考文献 7)で使用している製品で

あるという点があげられる。 

味の感じ方には個人差がみられているが(図 3)、提

供患者全員が飲めており中断例がない状況となってい

る。 

 

【対象】 

2021年8月より、呼吸器外科に入院の呼吸器外科術

前リハビリパス適応患者を対象に、術後合併症予防を

目的としたアミノフィール®の使用を開始した。当パス
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は、肺気腫を呈する低肺機能患者や術前血糖コントロ

ールの必要性がある糖尿病患者、心疾患を併存する患

者など高リスクの肺切除予定患者を対象としており、

肺がん・呼吸器病センター(図 2)にて治療方針決定の

段階から多職種(医師・コメディカル)が介入し症例検

討・評価が行われ対象者が抽出されている。 

当センターでは開設当初より周術期におけるリハビ

リテーションや栄養に関連した患者への介入・評価方

法を検討しており、その中でBCAA含有栄養剤の導入を

検討する方針となっていた。 

 

【運用方法】 

入院当日に、担当管理栄養士が対象患者に対しアミ

ノフィール®の使用の目的・摂取方法・摂取のタイミン

グ(リハビリ後)等を説明、説明用紙(図4)・摂取チェッ

ク表(図5)を配布し、翌日から使用する流れとした。併

せて、合併疾患や術後低栄養予防の栄養指導も実施し

ている。周術期リハビリテーションに加えて、対象患

者の疾患・必要栄養量に合わせた提供食とアミノフィ

ール®2包を術前に摂取してもらうという流れとしてい

る。摂取困難である患者(嚥下困難患者・アレルギー患

者など)や中断した患者については、他の栄養補助食品

を検討する対応としている。対象者について病棟やリ

ハビリテーション科と連携をとるようにしており、病

棟やリハビリテーション科の協力を得て、リハビリ後

の摂取状況の把握等も連携して行っている。 

説明用紙は事前に患者に渡すことで取り組みへの十

分な理解が得られるようにした。摂取チェック表は〇

を付けることで摂取状況の確認が出来、達成感が得ら

れることを目的としている。担当の理学療法士の協力

もあり、摂取率向上に繋がっている。病棟にも協力し

てもらい、アミノフィール®を摂取していない場合など

に声掛けをしてもらっている。 

リハビリ後(午前・午後)のBCAAの摂取は、筋たんぱ

く質合成を促進する効果が期待されており、高齢者で

は、運動後のたんぱく質合成の刺激時間が短いため運

動直後のBCAAの摂取がより効果的といわれている8)9)。

リハビリの予定がない時には、担当の理学療法士に協

力してもらい患者に自主トレーニング後に摂取しても

らっている。 

 

【結果】 

2021年8月より呼吸器外科術前リハビリパス対象と

なった 12名の傾向を示した(男性 5：女性 7)(図 6)。

年齢は70代、80代が半々であり、高齢患者が多く、病

名は下葉肺癌が多い傾向があった。提供食については

特別治療食提供者(特にエネルギーコントロール食)が

多くなっていた。入院時%理想体重は90%以上の対象者

が大半を占めていた。入院時栄養状態(GNRI)は、軽・

中等度リスクの患者が数名みられたが、低リスク患者

が多い結果となっていた。栄養量は概ね充足出来てい

た(90%以上)患者が多かった。対象患者の体重は、入院

時から退院時まで大幅な減少はみられなかった。退院

時、入院時と同等の ADLまで改善している症例もみら

れた。術後合併症発生率は12名中1名の結果となった

(2021年11月現在)。アミノフィール®を採用する前段

階の当パス対象者の術後合併症発生率と比較した結果、

12名中1名と同率であった。 

 

【考察】 

肺がん患者は喫煙歴のある患者が多いので、関連す

る合併疾患(HT・COPD・狭心症など)があり特別治療食

提供者が多くなっていると考えられる。また、高齢で

あるため何らかの疾患を併せ持っていることが多い。 

当院呼吸器外科では、手術による術後の体力・呼吸

機能低下が PS に与える影響が大きい低肺機能患者に

対し術前入院を長めにとるリハビリパス適応としてい

る。肺葉切除の術後の体力低下を考えると上葉切除よ

りも下葉切除の方が影響が大きいので、当パスでは下

葉切除患者の割合が多くなっている傾向がある。 

入院時に軽・中等度の栄養リスクがみられた患者は、

もともとの既往(食道癌など)により食事摂取量が少な

く栄養充足率が低い傾向があったので、早期からの栄

養介入が必要であると考えられた。 

%理想体重が90%以上の対象患者が大半を占めていた

ことに関して、参考文献 7)からアミノフィール®付加の

対象者として適していると考えられた。退院時、入院

時と同等の ADLまで改善している症例もみられており、

アミノフィール®とリハビリテーションとの併用によ

る術後合併症発生率・ADL への影響をより正確に検証

するためにも、今後も症例数を増やし肺機能などの関

連項目なども含め調査していく必要がある。 

また、患者に十分な説明をした上でアミノフィール

®とリハビリテーションと併用することにより、術後合

併症予防効果が期待でき、患者のリハビリテーション

に取り組む上でのモチベーションにも影響するのでは

ないかと推測される。術後合併症を予防することで患

者側の身体的負担が減少することに加えて、医療者側

の負担軽減や、在院日数の延長防止・短縮に繋がり、

病床の利用が効率化するなどのメリットもあると考え

られる。 

本取り組みを通して関係部署間の連携強化にも繋が

った。 

 

【結論】 

周術期リハビリテーションに加えて合併症予防のた
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めのBCAA強化食品を摂取することで、さらに肺がん術

後合併症予防への相乗効果が期待できると考えられる。 

取り組みは 2021 年 8 月開始で症例数はまだ少ない

が、術後合併症発生率とその関連項目を調査し、今後

も肺がん患者の術後合併症発生率減少に向けて検討し

ていきたい。 

 

【本論文内容に関連する著者の利益相反】 
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図1 ロイシン 

 

 
図2 肺がん・呼吸器病センター 

 

 

・最初は飲みづらさがあったが段々慣れてきた 

・鮮やかな色の見た目に驚いた 

・薬だと思って飲んでいる 

・体に良い物であれば頑張って飲みたい 

・美味しく飲めている 

・味がスッキリしている 

・炭酸のような感じで飲みやすい 

・味は苦手だが何とか飲んでいる 

 

図3 アミノフィール提供患者の感想 

 

 

図4 アミノフィール説明用紙 
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図5 アミノフィール摂取チェック表 

 

図6 呼吸器外科術前リハビリパス対象者の傾向 

 

 

 

 

 

 


