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食道がんの患者の食をめぐる困難を理解する。

食べられない原因を身体的・心理的・社会的側面から包括的にアセスメントする。

食道がん手術後の食事支援においては，患者が食に抱く思いに注目する。

腹痛を起こす原因はさまざまであり，あらゆる原因を考慮した問診が大切である。

バイタルサイン，腹痛の状態，随伴症状から緊急性・重症度を判断する。

どのような患者においても，常に腹部の観察を行い，異常の早期発見に努める。
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食道がんによる
食事への影響
　食道は，咽頭から胃をつなぐ約25 ～

30cmの管状の臓器で，上から頸部食道，

胸部食道，腹部食道の３つに大きく分かれ

ます。食道には消化機能はなく，蠕動運動

によって食物を胃へ送り込み，胃の内容物

の逆流を防ぐ働きがあります。すなわち，

食道にがんが発生することにより，食道の

働きが障害され，「食べる」ことに支障を

来します。具体的な症状として，次のよう

なものがあります。

胸の違和感：飲み込んだ時に胸の奥が痛

む，熱いものを飲み込んだ時にしみるよ

うな感覚。

飲食物のつかえ感，体重減少：食道の内腔

が狭くなり，食べ物が通過できずにつか

えるような感覚。症状が悪化すると水分

を通過することも難しくなり，時に嘔吐

してしまうこともある。

胸や背中の痛み，咳，声のかすれ：食道は，

気管，肺，心臓，血管や脊椎に囲まれて

おり，がんが周囲の臓器まで浸潤する

と，むせるような咳や血液が混入した痰

が出ることがある。がんが声帯の傍らに

位置する反回神経まで及ぶと，声のかす

れが起こる。

術前の食道がんによる影響

　前述のように，食道がんの進行は，「食べ

る」「飲む」といった行動に影響を来します。

身体に栄養を取り込むことが障害されるた

め，低栄養状態に傾きやすくなります。低

栄養状態は，手術のみならずこれから治療

を受ける患者にとって，回復の阻害や合併

症発生のリスクとなります。したがって，

患者の栄養状態を医師や管理栄養士などの

多職種で評価し，必要な栄養を補給するな

ど栄養管理を行い，治療に備えます。

術前の食道がんによる影響
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手術に伴う術後の影響

●食道がんの手術を

受けた患者に

見られる食の困難

　食道がんの一般的な治

療の中心は手術療法で

す。近年，診断技術や治

療法の進歩により治療成

績は向上し，治療後の生

存率は徐々に向上してい

ます１）。しかし，食道がんの治療では手術

操作が広範囲に及ぶため手術による身体へ

の侵襲が大きく，食道がんの手術後は食物

の摂取や嚥下機能に障害を来すことが多く

あります。一般に術前の約５～20％の体

重減少を認め，栄養状態の維持が困難とな

る患者も見受けられます２）。

　近年では，食道がんの手術を受けた患者

は長期にわたって多様な困難を抱えたまま

生活していることが報告されています３～６）。

食は，単に栄養の摂取のみにとどまらず，

喜びや楽しみ，また社会生活にかかわるも

のであり，生への意欲へとつながります。

食道がんの手術を受けた患者にとって，食

べることは容易なことではなく，手術の後

遺症から食に伴う多様な困難を抱いていま

す７～12）。つまり，食道がんの手術を受け

た患者は，嚥下機能の変化や消化・吸収機

能の低下などによる不快な消化器症状が出

現することで，手術前と同様の食生活を送

ることができないことに動揺し，食べるこ

と自体が苦痛と化していると言われていま

す。さらに，このような食べる困難は，食

の喜びの喪失や生活基盤の混乱など心理・

社会生活への影響へと波及し，食に伴う困

難を増幅させています。食道がん手術後の

患者にとって，このような困難は，短期的

に軽快するものではなく，長期にわたって

持続することとなります（図１）。

●食道がんの手術に伴う消化機能の変化

　食道切除再建術は，消化器手術の中で手

術侵襲が最も大きいものの一つです。食道

がんが発生した部位によって手術の方法は

異なり，一般的には消化管の再建と共に頸

部，胸部，腹部の３領域のリンパ節郭清が

行われ，手術操作が広範囲に及びます１）

（表１）。

　手術によって生じる身体的な変化とし

て，頸部周囲のリンパ節郭清による反回神

経麻痺があります。これにより，誤嚥を起

こしやすくなり，時に誤嚥性肺炎に至るこ

ともあります。また，消化管の再建，消化

経路の変化などで消化・吸収機能が障害さ

れ，逆流感，腹痛，消化不良といった消化

器症状を起こします。そのため，食道がん

手術後の患者への栄養管理や食事支援を行

手術に伴う術後の影響
心理・社会的な
影響

●食の変化への衝撃と喜びの喪失
●社会生活への支障
●精神的な健康状態への影響          

食生活の混乱
●食行動が思うようにできない動揺
●苦痛と化した食事
●生活基盤の混乱

食に伴う身体
的な苦痛

●食に伴う機能の変化
  （嚥下・消化）
●経口摂取に伴う身体的な苦痛

図１  食道がんの手術を受けた患者に見られる食の困難
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う上で，看護師は消化管再建に伴う消化吸

収機能の変化を理解しておくことがとても

大切です。

　手術後の合併症の出現は，食事の開始や

継続に影響します。また，手術により消化経

路，消化・吸収機能が変化するため，術後

は長く後遺症が生じます。看護師は，出現

しやすい合併症や後遺症を踏まえて，患者

の食事場面や食に関連して起こる症状の変

化を観察し，長く続く食生活を見据えて支

援していくことが求められます（表２，３）。

食道がんの手術後の
患者に対する食事支援

新たな食行動の確立に向けて，
「食べる」ことをチームで支える

　食道がんの手術を受けた患者は，手術後

７日前後で経口摂取が開始となり，徐々に

食形態が調整され，手術後14 ～21日程度

新たな食行動の確立に向けて，

内容合併症

吻合部
縫合不全

肺炎

反回神経麻痺

再建した消化管の吻合が不完全である場合に起こる。
手術後の食事を開始する前には造影検査を行い，消化液の漏れがないかを確認して経
口摂取が開始される。
食物や消化液が漏れると，炎症が起こり発熱，疼痛が生じる。

痰の喀出不良，無気肺から肺炎が生じる場合がある。
反回神経麻痺から誤嚥が生じて誤嚥性肺炎を起こすことがある。

頸部の手術操作で，声帯を調整する役割を担う反回神経に触れて神経機能が障害され
る場合がある。
声のかすれ，誤嚥（むせ）が生じやすくなる。

表２  手術後の主な合併症

再建方法切除範囲がんの発生部位

頸部食道がん

胸部食道がん

腹部食道がん

その他
バイパス手術

・小腸（遊離腸管移植）
・胃管再建

・胃管再建
胃切除後，胃がん合併や胃を温存す
る場合には結腸，回結腸や空腸が用
いられる。
・再建経路としては胸壁前，胸骨後，
後縦隔の３経路があり，最近では後
縦隔経路を利用した再建が最も多く
施行されている。

胃管，または空腸を挙上しての空腸間
置法による胸腔内吻合などが行われる。

がんで狭窄している部位を残し，胃，
空腸，結腸などを用いて食物を通す新
たな経路をつくる。

〈喉頭温存の場合〉
頸部食道，周囲リンパ節，進展度により胸部
食道も切除する。
〈喉頭合併切除の場合〉
喉頭，気管に腫瘍浸潤がある場合は，喉頭温
存術の切除範囲に加えて喉頭を合併切除し，
永久気管孔造設を行う。

胸腹部食道と胃上部の切除と共に，頸部，胸
部，腹部のリンパ節郭清を行う。

腹部食道，進展度により胸部食道，胃の切除
と共に，胸部・腹部のリンパ節郭清を行う。

食道狭窄のために経口摂取が困難な症例に対
する姑息的治療として行われる。
バイパス術に代わり，食道ステント挿入術が
行われることもある。

表１  食道がんの発生部位別の切除範囲と再建方法
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原因 対処方法症状後遺症

早期ダンピング
症状

＊食直後から30
分くらいで起
こる症状

後期ダンピング
症状

＊食後２～３時間
後に見られる低
血糖症状

逆流

腹痛

小胃症状

消化不良

下痢

便秘

・１回の食事量を減らし，食事回数を増や
す。
・食事中の水分を少なめにして，流し込むよ
うな食べ方は控える。
・よく噛んでゆっくり20～30分以上かけて
食べる。
・食後は上半身を高めにして横になり休む。

・予兆を感じる場合は，早めに甘いもの（あ
め，ジュース，角砂糖など）を摂る。
・外出中の症状出現に備えて，あめや角砂糖
を携帯する。
・頻繁に症状が出現する場合には，食後２時
間くらいで糖質を多く含む間食を入れる。

・１回の食事量を減らし，食事回数を増やす。
・食後すぐに横にならないようにする。
・就寝時も枕や布団を利用し，やや上半身を
起こして休む。
・就寝２時間前は食事を控える。

・食べ過ぎに注意し，よく噛んでゆっくり食
べる。

・１回の食事量を減らし，食事回数を増やす。
・よく噛んでゆっくり食べる。
・食後すぐに横にならないようにする。

・よく噛んで，ゆっくり食べる。
・すするような食べ方は空気を多く飲み込ん
でしまうため，食べ方に注意する。
・食べ過ぎ，飲み過ぎに注意する。
・食後30分はゆっくり休む習慣をつける。

・胃切除後の下痢は１日１～２回程度のこと
が多いため，下痢の量や回数が少ない，ほ
かに症状がない場合は様子を見る。

・水分を十分に摂取する。
・適度に食物繊維を摂り，よく噛んで食べる。
・適度な運動を心がける。
・食事の時間を決めて規則正しく摂取する。
・便意を我慢せず，トイレに行く習慣をつけ
る。

食物が胃にとどまらず，急速に小腸
へ流入することで，消化管ホルモン
や神経性反応が生じて起こる。

食物が急速に小腸へ流入し，糖質が
急速に吸収されて一過性に血糖値が
上昇する。それに対して，インスリ
ンが過剰に分泌されて低血糖を起こ
すために生じる。

食道，胃の逆流防止機能が損なわれ
て生じる。
また，残胃の通過が障害されて胃の
内容物が停滞し，胃内の圧が高まる
ことにより生じる。

食物が流れ込み，腸が引き伸ばされ
たり，強く収縮したりすることに
よって起こる。
一度に食べ過ぎると，残った胃が引
き伸ばされることでも起こる。

胃が縮小，または消失したために起
こる。
食物が胃に長く停滞していることが
原因で起こることもある。

よく噛まずに早食いすると生じやす
い。空気を飲み込む量が増えること
も原因となる。

胃切除により，脂肪分の消化吸収能
力の低下，胃酸分泌が低下する。
消化吸収機能が十分に働かず，腸に
食物が急速に流れることで，腸蠕動
が亢進したり，栄養の吸収が低下する。
過食，飲料のがぶ飲み，冷たいもの，
脂っこいものなどの摂取も原因とな
ることがある。

食事量・水分摂取量が少ない，食物
繊維の不足，運動不足などで起こる。
排便反射の反応が弱まることも原因
と考えられる。
胃酸の分泌が少なくなり，腸内細菌
の種類が変化することによっても起
こることがある。

〈全身の症状〉
眠気，だるさ，
冷汗，動悸，体
熱感，めまい，
脱力，頭痛，胸
の苦しさ，しび
れ，頭重感，失
神，顔面紅潮／
蒼白など
〈腹部症状〉
腹部膨満感，腹
鳴，腹痛，下痢，
悪心，嘔吐など

手指の震え，動
悸，頻脈，顔面
蒼白，発汗，意
識消失，不安な
ど

酸味・苦味があ
る消化液が上
がってくる，胸
焼け・悪心など

みぞおちや臍の
辺りが痛む

すぐに満腹感を
感じる，つかえ
る感じ，食後の
胃もたれ

おならが多い，
腹鳴，おなかが
張る，げっぷが
出る

便が軟らかく形
がない，急な便
意

便の回数が少な
い・出ない，便
が硬い，残便感

表３  食道がん手術後に起こる主な後遺症と対処方法
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で退院を迎えます。つまり，食道がんの手

術後，経口摂取の開始から退院までの期間

は最短で約７日です。その間に，患者は食

に関連する身体的な変化を体験しながら，

自分なりの食行動を習得していく過程を歩

み始めます。とりわけ，手術後の経口摂取

を開始する時期の体験は，食にかかわる身

体的感覚を感じ取り，新たに食を確立して

いく上で大切であり，退院後の生活へとつ

なぐ初めの一歩になるものと言えます。そ

のため，退院後も続く食生活を見据えて患

者の食を支援する看護師の役割は，大変重

要です。

　食の支援は，手術前から始まります。食

道がんの手術をめぐっては，医師，看護師，

管理栄養士，薬剤師，理学療法士，言語聴

覚士，医療ソーシャルワーカー，栄養管理

チ ー ム（nutrition support team：NST）

など多職種でサポートしています。患者が

食道がんの診断を受けた時から，がん治療

の過程において必要とされるケアの提供を

目指して活動しています。

退院後も続く食生活を見据えた
栄養管理・食事支援のポイント

　当院の栄養管理，食に関連する周術期の

流れを図２に示します。

 POINT●①  手術前のオリエンテーション

とアセスメント

〈多職種でのアセスメントと支援〉

　当院では手術が決定したら，外来での一

般的な手術オリエンテーションに加えて，

多職種で患者の身体面，心理面，社会面の

情報を確認しながら身体機能と栄養状態を

アセスメントし，患者と家族が安全に安心し

て治療を受けられるようにサポートしてい

ます。各職種の主な役割は次のとおりです。

◦看護師

・身体機能面の確認

・病気や治療をめぐる患者・家族の気がか

りな内容の確認と支援

・食生活を含む普段の生活の様子の確認

退院後も続く食生活を見据えた

オリエン
テーション

造影
検査

点滴

常食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食

常食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食

絶食 嚥下食
３分粥

嚥下食
３分粥

嚥下食
３分粥

嚥下食
３分粥

５分粥
食

５分粥
食

５分粥
食

５分粥
食

５分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

常食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 絶食 嚥下食
３分粥

嚥下機
能評価

嚥下機
能評価

嚥下
訓練

嚥下食
３分粥

５分粥
食

５分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

７分粥
食

夜から
開始
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◦薬剤師

・常用薬の確認

・術前・術後の休止薬，ハイリスク薬の確

認

◦管理栄養士

・普段の食事の内容，嗜好，推定摂取カロ

リーの確認

・栄養状態の確認

・手術前の栄養管理の支援（食事摂取の工

夫，経口補助食品の提案）

◦理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

・運動機能の評価

・嚥下機能の評価（嚥下機能の低下が認め

られれば，手術前から嚥下訓練を開始）

　患者や家族の中には，手術によって元の

ように「食べられる」と過度に期待する人

がいます。しかし，食道がんの手術により

消化吸収機能に影響を来すため，手術後の

食事は自分なりの食べる工夫を獲得してい

くことが必要となります。手術後に「こん

なはずではなかった」というようなギャッ

プを緩和するためにも，術前から手術後の

食生活について話し合っておくことが大切

です。

　そして，がんの発症前や治療前の食事の

嗜好，習慣（食事摂取の回数・時間帯，ど

こで何を食べることが多いのかなど）と

いった食生活の情報は，手術後の食事支援

を行う上で非常に重要です。例えば，一日

の食事をほぼ自宅で摂取している人と仕事

などの都合で外食が多い人では，栄養を確

実に摂取するための指導の内容は変わって

きます。患者の元々の食生活には，手術後

の食事支援のヒントが詰まっていると言え

ます。患者の習慣や嗜好を理解して手術後

の食事の支援に盛り込むことで，患者や家

族がより取り入れやすい食品や具体的な工

夫へとつながります。

〈口腔内の衛生〉

　そして，忘れてはならないのが口腔衛生

状態の観察です。口腔内は多数の細菌が生

息していると言われています。食道がんで

食べられず，「食べていないから歯を磨か

なくてよい」と考える人も中にはいます。

しかし，食べられないからこそ唾液の分泌

が低下して，細菌の温床となります。その

細菌は，手術後の誤嚥性肺炎などの合併症

の引き金になりますので，口腔内の衛生に

ついて患者・家族と共有しておくことも大

事な支援です。

 POINT●②  最初の嚥下を慎重に見守る

　手術後約１週間経過した後にX線造影を

行い，消化管の吻合部に縫合不全がないこ

とや，反回神経麻痺の有無とその程度を確

認した後に経口摂取が可能であることを医

師が判断し，食事を開始します。最初は少

量の水分を飲んでもらい，誤嚥がないかを

確認します。そして，嚥下訓練食（３分粥）

から開始して，徐々に５分粥，７分粥（主

食は全粥）へと食事形態を上げていきます。

　経口摂取を開始する時には，準備として

まずしっかりと上体を起こし，消化管を直

線にするイメージで背筋を伸ばしてもらい

ます。そして，「ゴクン」と嚥下すること

に意識を傾けてもらいます。この時，患者

の喉頭の上下の動きを観察し，嚥下反射を

確認します。嚥下の際にむせた時は，しっ
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かりと咳を出し切ってもらい，ゆっくりと

深呼吸を促して患者が焦らないように配慮

します。むせは，気道に入り込む異物を排

出しようとする反射であり，誤嚥を防ぐ大

切な反応だからです。

　最初の嚥下は，患者にとっても手術後初

めてで緊張しているものです。むせは非常

に苦しいものですが，むせることに敏感に

なり過ぎて，嚥下する恐怖が先に立たない

ようにしたいものです。

　また，誤嚥の徴候がない不顕性誤嚥で誤

嚥性肺炎に至る場合もあるため，発熱や喀痰

の有無などを観察していくことも必要です。

　入院中の食事は，栄養補給のみならず，

嚥下・食べ方の練習でもあります。看護師

は，患者が不意にむせた時に一人で苦しむ

ことがないよう緊張させることなく見守

り，食べることへの恐怖を未然に防ぐ配慮

が大切です。

 POINT●③  手術後の基本的な食べ方の 

習得を助ける

　食道がんの手術後には，しばらく消化器

関連の後遺症が続きます。そのため，身体

の消化機能の変化に合わせ，食べ方を身に

付けることを支援していきます。

　具体的には，飲み込む感覚，腹部の感覚

に意識を向けるように，身体の感覚に合わ

せた工夫や方法を提案し，患者が自分に合

う方法を選択し実践できることを助けます

（表４）。つまり，患者が自分の身体をモニ

ターし，症状に合わせてどのような工夫を

取り入れていくかを考える力を養うことを

支援するということです。

 POINT●④  患者の食に抱く思いを 

支援に組み込む

　手術後の経口摂取を開始する初期の食事

は，栄養の摂取というよりも嚥下訓練の意

味合いを持ちます。患者は手術後の食事に

対して，手術前に食べ慣れていた食事とは

かけ離れた嚥下訓練食の形態に驚き，また

思うように食べられないことに落胆して，

焦りや不安を感じていることが少なくあり

ません。次第に食べることが重荷になり，

心理的な負担を強めてしまう場合もありま

す。

　患者が食に抱く思いは，食の回復に大き

く影響すると同時に，看護師が食の支援を

する上での重要な要素と言えます。例えば，

想定していた手術後の食事とのギャップに

患者が困惑している時には，あえて食事か

ら切り離して訓練であることを強調する，

時には，食べる楽しさを身近に感じられる

よう，好きなものをあきらめなくてもよい

姿勢

噛む

飲み
込む

食事の
回数

調理の
工夫

・背筋を伸ばす（背もたれがあるいす
を利用する）
・食後はすぐに横にならない（食後
30分程度は身体を起こす，または
頭側を高くする）
・食後は安静をとる（食後すぐに運動
すると，筋肉に血液が流れ，消化不
良や腹痛を起こすことがある。30
分～１時間程度は身体を休める）

・よく噛む（唾液が分泌され消化を助
ける）
・ゆっくり20～30分を目安に食べる

・顎を引いてうなずくように飲む（飲
み込みを助ける）
・適温にして食べる（熱い・冷たいも
のを一気に飲み込むことは避ける）

・１回の食事量を少なくして回数を増
やす（間食を取り入れる）
・夜９時以降の飲食は避ける（胃や腸
を休める）

・軟らかく調理する（煮る，刻む，お
ろすなど）
・とろみをつけたり，ゼリー状のもの
を選択する
・浸して食べる

表４  食事の工夫（一例）
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ことを伝えたり，患者の好みや嗜好を取り

入れて味わう喜びを感じる機会をつくり出

したりする支援が求められます。

　もちろん，手術後ですので，食べられな

い原因についてはしっかりアセスメントし

て，適した対策を検討することが基本で

す。時に，義歯を使用していた患者が，治

療後に痩せて義歯が合わなくなったために

食べられないといったこともあります。ま

た，食道がんは集学的治療として，手術前

後に化学療法や放射線療法を組み合わせて

治療することもあり，そのような場合に治

療による副作用が食べられない原因となっ

ていることもあります。経口摂取で必要な

栄養の補給が困難である時には，無理に食

事を促すと患者の負担だけが募ります。そ

のため，食べられない間は食事を味わうこ

と，楽しみを守る視点も大事にして，経管

栄養などで補うなどの対策を患者・家族と

相談することも一つです。
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PROFILE
いとう・さとみ●2010年がん化学
療法看護認定看護師認定取得。
2017年北海道医療大学大学院看
護福祉学研究科博士前期課程修

了。同年，がん看護専門看護師の認定を受ける。食
道がんをはじめとする消化器内科／外科などの治
療期にあるがん患者の看護経験を経て，食道がん
根治術を受けた患者に対する食の支援を研究。
2017年より同病院にて勤務。
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