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病院におけるエネルギー必要量の設定に関する調査報告

普家由香理1)・三宅理江子1)・桔下 淳1)

緒言

医療の場では、栄養管理をする上で、適正なエネルギー量を投与することは重要である。投与する

エネルギー量が過剰の場合でJ士、肝機能障害1)や代諜上の合併症〈高皐着など)のなどの爵題を生じ、

エネノレギー量が不是の場合では、創傷治癒の遅延、免疫能の低下による感染症の併発3) などの問題を

引き起こす。適正なエネノレギー量を投与することは、良好な栄養状態を維持するために、あるいは昌

標とする栄養状態に改善するために、重要な事項であるため、適正なエネルギー必要量を設定する必

要がある。

毘療の場において、エネルギー必要量を推定する方法としては、 Harris-Benedictの式4) で算出され

る基礎代議量に、活動因子 (ActivityFactor : AF) とストレス因子 (StressFactor : SF) を乗じて求め

る方法5)、需接熱量瀦定機器を用いて個々のエネルギ一代謝量を実演して求める方法、体重当たりか

ら算出する方法などがある。

1919年に報告されたHarris-Benedictの式4) は、性、年齢、体重、身長の 4つの変数を用いて、基礎代

謝量を推定することが可能であり、エネルギー必要量を設定する際の代表的な基礎代謝量の推定式の

1っとして、教科書やガイドラインに記載されているω7)8)。しかし、この式で推定される基礎代謝量

は、実測値と比較すると過大評価することが報告されているω10)11l。さらに、 1日のエネルギー必要

量は、このHarris-Benedictの式から算出される基礎代謝量に、 AFとSFを乗じて算出する。このAFとSF

は、エネルギー必要量の設定において大きく影響する国子であるが、十分なエピデンスがないことが

明らかにされている印。つまり、エネルギー必要量を設定するために用いられるHarris-Benedictの式、

AF、SFの全てに問題点が含まれていることになる。

臨床で栄養管理に携わっている人を対象に、エネルギー必要量の設定方法についての調査では、体

重あたりからエネルギー必要量を算出することが多いという結果もある13)。体重からエネノレギー必要

量を算出する方法は、体重のみを使用するため、簡単で使用しやすいという利点がある。しかし、エ

ネルギ一代謝量は、除脂肪量と高い正の相関性があり、体組成はエネルギ一代言者量に大きく影響する

との報告がある14}。体重だけでは体組成は分からないため、脂肪量の多い肥満患者や除詣肪量の少な

い者では、実擦のエネルギ一代謝量と推定値の差が大きくなることが予想される。

間接熱量減定機器を用いてエネノレギ一代章者量を実測する方法は、呼気ガス分析に基づ、いてエネル

ギ一指費量を算出する方法である190 医療の場においては、患者の病態や全身状態によってエネル

ギ一代謝が変動するため的、健常者を対象として作成されたHarris-Benedictの式や、エピデンスの少な

いAFおよびSFの値を用いて、エネルギー必要量を設定するの辻正確性に欠けると考えられる。実演

すれば個々人のエネノレギ一代議量をリアノレタイムに評価することができ、推定式よりも正確なエネル

ギー必要量の設定が可能である。そして、エネルギ一代謝量だけで、なく、呼吸高から燃焼基質の割合

も知ることができ、その時点でのエネルギ一代謝状態を把握することもできる。AmericanSociety for 
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Parenteral and Enteral Nu住ition (ASPEN)ガイドライン6) には、間接熱量測定機器によって個々人のエ

ネルギ一代謝量を挺定することは有用であると記載されている。また、病態によっては、エネルギ一

代謝量を実測する方が望ましい17)。しかし、機器が高値である、測定に時間がかかる等の理由から、

実測することは難しいのが現状でまちる。

このように、エネルギー必要量の設定方法は様々あり、それぞれ利点、欠点がある。 Harris-Benedict

式は詮目されているが、実際に広く使用されているのか、そして、間接熱量測定機器によるエネル

ギ一代謝の実測は有男であると記載されているが、どのくらい行われているのか疑問である。そこ

で、アンケートにより、医療の場記おいて、栄養療法を実施する場合、エネルギー必要量をどのよう

に設定しているのかを調査したので報告する。

方法

1 .対象・謂査時期

栄養士が主穫する研惨会と研究会でアンケート調査を行なった。調査時期と調査場所は、 2007年 7

月に広島県、 2007年 8月に愛知県の二ヶ所である。

2.方法・質問内容

1 )方法

アンケート調査は、研諺会と研究会を利用し、その場で配布して質問に容えてもらい、回収籍を設

置して回収する方法とした。アンケートをするにあたり、今回のアンケートの目的、個人情報の保

護、集計結果の使用方法を別紙にて説明したc

2)糞問項目・回答項目

9項目の質問と、選択、または自由記入捕の回答を設けた。質問項E、自答項自は表 1tこ示す。

表 1 質問項目・回答項冨

Ql 
エネルギー必要量設定の際、基礎代謝量はHarris-Benedict式を使用していますか7 使用している、対象

者によっては使用する、使用していない、 Har討s-Benedict式を知らない〉

Qlで「使用しているj または f対象者によっては使用するj と答えた方に質詩。

Q2 
Harris-Benedict式はどのように使用していますか?

[豆arris-Bene<主ct式にAFを乗じ、更にSFを乗じている (AF.SFの決め方は7)、Har主is-BenE必ct式に工夫

をして使用〈具体的に)、その他】

Q3 
Qlで f使用しているj または f対象者によっては使用するj と答えた方に質罰。

算出された値のエネルギー量を投与(摂取〉して、困ったことはありますか?ある、特にない〉

Qlで f使用しているj また辻 f対象者によって註使用するj と答えた方に質問。

Q4 栄養管理実施加算・栄養ケアマネジメント加算実施後、Harris-Benedict式を使用するようになりました

か7 はい、いいえ)

Q5 
Qlで「対象者によっては使用するム f使用していない」、 rH釘IIS・Benedict式を知らないj と答えた方に質問。

Harris-Benedict式以外では、どのような方法で、エネルギー必要量を設定していますか?

Q6 エネルギー必要量を知るために、エネルギ一代謝量を実測していますか7 している、していない)

Q7 
Q6で fしているj と答えた方に質詩。

機器は拐を使用していますか?また、主にどのような方を対象として測定していますか?

Q8 
Q6で fしていなしリと答えた方に質問。

今後、実測することを考えていますか7 はい、いいえ)

Q9 日紅IIS-Benedict式の捷用以外に、実誤yに近い推定式があれば使用しますか7 はい、いいえ、分からない〉
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結 果

広島県と愛知果の 2ヶ所を合計すると、集計枚数は56であった。勤務先別で見ると、病院43、福祉

施設 4、その他 8、無記入 3で、あった。このうち、霞療の場におけるエネルギー必要量の設定方法に

ついて諒査するため、結果のデータは勤務先が病読の43のみを用いた。職種は、管理栄養士35名、栄

養士 2名、その他 1名(塁師)、無記入 5名で、あった。

集計結果は表 2に示す。

表 2 集計結果

人数(人) 号も

費用している 18 42 

Q1 
対象者によっては費用する 21 49 

集用していない 3 7 

式を知らない 1 2 

耳紅ris-Benedict式 XAFXSF 37 95 

Q2  
H訂ris-Benedict式に工夫をして使用 。 G 

その他 。 G 

無記入 2 5 

ある 17 43 

Q3  特にない 17 44 

無記入 5 13 

;まし、 4 61 

Q4  いいえ 12 31 

無記入 3 8 

体重から算出 8 32 

Q5  その他 § 24 

無記入 11 44 

している 2 5 

Q6 していない 40 93 

無記入 l 2 

Q7  
-機器〈無記入)、対象者(人工呼吸器を装着している患者)

-機器 (Del阻trac)、対象者[小児、病人 CIcu)】

2まレ、 5 12 

Q8  いいえ 32 76 

無記入 5 12 

;まし、 26 60 

Q9  
いいえ 2 5 

分からない 10 23 

無記入 5 12 

自由記入構の内容。( )内の数字は回答数を示す。

Q 2 : Harris-Benedict式はどのように使居していますか?

Harris-Benedict式にAFを乗じ、更にSFを乗じている:AF. SFの決め方は?

-ガイドラインや教科書などを参考には〉

・手術の有無、疾病等病態に応じて、リハビりの有無、寝たきりか否かげ)
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-院内マニュアル(4 ) 

・何となく、主観で、話し合いで、各信人の事j畿で (3) 

・一般的に言われている主観(1 ) 

両立is-Benedict式に工夫をして使用:具体的に

-現体重・理想体重の両方を計算する(1 ) 

Q 3 :算出された僅のエネルギー量を投与〈摂取)して、菌ったことはありますか?

}まし、

・体重増加 (10)

・体重減少 (5)

-全カロリーを投与できない、摂取できない(3 ) 

・水分の貯留(特に濃軍流動食) (1) 

-体重が少ない入は、算出されたエネルギー量がより少ないエネルギー量になる(標準体重

でも矛震があるところ) (1) 

-高畠棒(1 ) 

・脂質代謝異常(1 ) 

Q 5 : Harris-Benedict式以外では、どのような方法で、エネルギー必要量を設定していますか?

体重から算出

・20'"'-'25kcal/均/日 (4)

. IBW (理想、体重)から算出(2 ) 

-体重から算出(体重当たりkα1記載なし) (1) 

・25'"'-'30kcal/kg/日(1 ) 

• 30"""" 35kcal/見/日(1 ) 

-基礎代謝が20-----22kcal/見/日なので、若い方 (30歳くらいの方まで)でスポーツをしてい

る人には22kcal/kg/ヨを使用(1 ) 

・腎不全患者に対しては、体重x30'""-'35kcallkg/自 (1 ) 

その飽

-ガイドラインを利用(3 ) 

・日本人の食事摂取基準2005年版を利用(1 ) 

・全冨窮民栄養士協議会が出した阜見表(1 ) 

Q 8 :今後、実測することを考えていますか?

はし、

• ICUで特定の患者の栄養管理のため(1 ) 

・個人差が大きいため(1 ) 

いいえ

・機器が高い、予算がない、購入が難し1八機器がない(8 ) 

・実施方法が分からない(2 ) 

-必要性が少ない、ない(2 ) 

・機器の精度の告頼性による(1 ) 
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-設編、時間の開題がある(1 ) 

・検討していない(1 ) 

・コンスタントに利用できるか心配、特別のみになりそう(1 ) 

・患者議に負担がかかる行)

Q 9 : Harris-Benedict式の使用以外に実測に近い推定式があれば使用しますか?

tまし、

・併用で使用するかもしれない(1 ) 

いいえ

-必要性が少ない(1 ) 

分からない

・エピデンスがあれば使用したい (2) 

-使用しやすければ装用するが、計算など複雑であれば捷用しないかもしれない行〉

考察

H訂主is-Benedict式は、蔀床栄養管理に関する教科書や資料等に記載されることが多いことから、基礎

代謝量の推定式の 1っとして広く使用され、これを基にエネルギー必要量を設定しているが、問題点

も指搭されている9)郎防。また、体重当たりかちエネノレギー必要量を設定する方法の捷用が多いとい

う結果13) もある。さらに、間接熱量測定機器によるエネルギ一代謝量の実測註有用であるとの報告6)

もある。今回のアンケートでは、医療の場において、栄養療法を実施する擦、エネルギー必要量をど

のように設定しているのか語査を行なった。

体重当たりからエネルギー必要量を設定することが多いとの報告13) もあったが、今回の課査では、

体重から算出すると回答した人は少なく、 rHarris-Benedict式を使用しているふまたは、「対象者に

よっては使用するj を合計すると、全体の90%以上となり、 Harris-Benedict式を使用すると自答した人

の方が多かった。さらに、 rHarris-Benedict式を使用しているj、または「対象者によっては使用するj

と回答した人を対象に、 f栄養管理実施加算実施後、 H訂ris-Benedict式を使用するようになりました

か。j と質問したところ、約的%が「はいj と回答した。栄養管理実施加算は、平成18年 4月の診療報

酬改定により新設されたもので、 f患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄

養士、薬剤師、看護師その他の塁療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養状態、摂金機能及び食形

態を考慮した栄養管理計画を作成していること。j とされており、患者一人ひとちの栄養管理を必要

としている o Harris-Benedict式は、教科書に記載されていることや、ガイドラインで使用が推奨されて

いることで、 Harris-Benedict式の使用が多いので、はないかと推察される。そして、性・体重・身長・年

齢の長つの因子を使用するため信人対応に適すると考えられ、栄養管理実施加算新設後に捷用が多く

なったのではないかと誰察される。

Harris-Benedict式を使用している人は、 2名 (5%)を除いて全員が、 rH紅ris-Benedict式にAFを乗

じ、更記SFを乗じているJと回答した。 fHarris-Benedict式に工夫をして装用j という回答は、 Harris-

Benedict式から推定される基礎代裁量は、実測値よりも過大に算出されるという問題を考慮し、算出

憧より誌い値になるよう工夫をしているなどの回答を予想したものだったが、そのような回答はな

く、実誕値よりも過大に算出されるという問題の対処はされていないことが分かった。これは、

豆紅白-Benedict式の問題点を認識していなし、、または、問題になるほどの誤差ではないと感じているた
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めかもしれない。 AFとSFの決定方法としては、ガイドラインや院内マニュアルを使用しているとの

回答が多かったが、唆味に設定している病読もあり、エネノレギー必要量の設定は厳密に行われていな

い場合もあることが分かった。

Harris-Benedict式から算出した値は、実測値よりも過大に算出される詩題9)10) 11)があるが、 rHarris-

Benedict式から算出された値のエネルギー量を投与(摂取)して圏ったことがありますか?Jの糞聞

で、因ったことがあると特にないとの匝答が、法ぼ半数ずっという結果であった。匿ったこととして

は、体重増加が最も多く、日紅ris-Benedict式が過大評価するという開題に繋がると考えちる。しかし、

実際に投与するエネルギー量は、日泣主is-Benedict式かち算出されたf直にAFとSFを乗じた量であること

から、捧重増加の原因は、 H紅白-Benedict式のみの問題と辻特定できず、 AFやSFに問題があるかもし

れない。

fエネルギー必要量設定の擦、基礎代謝量はH訂主is-Benedict式を使用していますか?Jの糞問で、

f対象者によっては使用するj、f使用していなしリ、 rHarris-Benedict式を知らないJと回答した人に対

して、「百位ris-Benedict式以外では、どのような方法でエネルギー必要量を設定していますかむとい

う雲間では、体重から算出しているが最も多かったが、手本重当たりのカロリー量は病院により異なっ

た。これは、体重当たりのカロリー量は病慈によって変更する必要があるためかもしれない。

fエネノレギー必要量を知るために、エネルギ一代謝量を実測していますか?Jの質問では、 fはいJ

と回答したところは、 2つの病院のみで、 1つの購読辻、人工呼吸器を装着している患者、もう 1つ

の病院は、小児、 ICU患者の特殊な患者を対象としていた。 fいいえJと回答した人を対象に「今後、

実測することを考えていますか?Jと質問したところ、?はいj と回答した要因は、エネノレギー必要量

の信人差が大きいため、 ICじで韓定の患者を対象に実視lJしたいと、エネルギー必要量の設定が函難で

あると考えている病院で、あった。「いいえj と臣答した者は75%以上と大多数を占めており、理串とし

て、機器が高缶なことが最も多かった。測定精度、測定時間などの問題や病態により、演定したエネ

ルギ一代諸量が真的エネルギー必要量になるとは限らないが、AmericanSociety for Parenteral and 

Enteral Nu仕ition(ASPEN)ガイドライン6) にも測定することは有用である、との記載があり、実測す

れば、推定式よりも正確なエネルギー量を投与することができる。また、投与するエネルギー量や栄

養組成が適切か否かの判顕の参考になり得るため、栄養管理を行う上では重要である。今回のアン

ケート調査で、エネルギ一代謝量をj.lj定していない、今後も測定する予定がない、と回答した人が大

半を占め、エネルギ一代謝量を実部するには国難であるという施設が多かった。この理由として、購

入費や維持費などの経費がかかるためとの回答が多かった。

豆紅白-Ben吋ict式から算出した穫が、実測値と比較して過大評価するということや、エネルギ一代議

量を実測すること註困難である、などの問題があるため、より実測に近い値を算出できる推定式が必

要であると考えられる。そこで、 rHarris-Benedict式の使用以外に、実測に近い推定式があれば使用し

ますか ?J という質問をしたところ、使用したいが約60%と要求度が高いことが示された。しかし、

「分からないj と呂答した入の理告には、根拠がないと使用は難しい、計算など複雑であれば捷用し

ないかもしれないとの意見があった。

今回のアンケート調査で、エネノレギー必要量の設定には、基礎代謝量を推定する式のH紅討s-Benedict

式が、約91%と広く箆用されていることが分かった。しかし、平成18年の診療報改定による栄養管理

実施加算の実施後にH訂ris-Benedict式を使用するようになったと回答した施設が約60%と多く、

Harris-Benedict式が広く使用されるようになったのは近年であることが分かった。エネルギ一代謝量

を実測している施設は約 5%と少なく、実瀕していない施設においては、経費の問題から今後も実瀕

することは考えていないものが大部分を占めており、推定式が必要であることが分かった。アンケー
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ト調査においても、使用し易く根拠があり、実誤.IJ値;こ近い置が算出できる推定式の要求度は高かった。

要約

栄養療法を行う場合、個々人のエネルギー必要量の設定は重要で、ある。その設定方法は複数ある

が、病院におけるエネルギー必要量の設定方法についての報告は少ない。そこで、病院におけるエネ

ルギー必要量の設定方法を調査するためにアンケートを行なった。

その結果、

④ 基礎代謝量を推定する式の、Harris-Benedict式が約91%と広く使用されていた。

@日紅白-Benedict式を用いている病院では、体重増加を引き起こすという問題があった。

③ エネルギー措費量を測定している病院は約 5%と少なかった。

④ 大部分の病院栄養士が、今後も測定することはないと考えていた。その理由として、経費の問題

が最も多かった。
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Abstract 

A survey about method of setting energy 

requirements in hospitals 

Y法紅iFUKE1
)， Rieko 阻 YAKE1

)， Jun KA YAS匝 TAl)

se百inga patient's energy requirements is an important aspect of nutritional treatment. There are various 

setting methods， but there have been few reports about the setting method of patient energy re司uirementsused 

in different hospitals. Therefore， we performed a司uestionnaireto research the setting method of energy 

requirements in hospitals. 

As a result: 

① The Harris-Benedict equation to estimate basal metabolism was it used by 91 % of白edieticians surveyed. 

②In hospitals using the Harris-Benedict equation， there were problems with increasing the patients' body 

weight. 

③ Only 5% of hospitals measure patients' energy expenditure. 

④ Most hospital dieticiarls do not measure energy expenditure because of the cost of也isprocedure. 
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