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がん患者さんに
必要な栄養

このように、食事から1日2gのEPAを摂取することは容易

ではありません。しかし、栄養食品などを食事の補助に

活用すれば、EPAやたんぱく質を効率よく摂取できます。

バランスの良い食事と栄養食品を組み合わせて、体重減

少や体力の低下を予防しましょう。

EPA（エイコサペンタエン酸）は、魚油などに多く含まれる脂質
の一種です。近年の研究で、様々な機能を持つことがわかり、
注目されている栄養素です。
その1つとして、1日2gのEPA摂取により、炎症性サイトカイン
の働きが抑制され、がん患者さんに見られる特有の体重減少や
体力の低下が予防できることが明らかになっています。
※IPA（イコサペンタエン酸）と呼ばれることもあります。

?
EPAってどんなもの?

抗炎症作用のあるEPAと
筋肉の合成を促進する

たんぱく質を効率的に摂取できる
栄養食品があります

栄養治療
アドバイス おきたい知って

特有の炎症があるがん患者さんが
EPA※ 2g/日を摂取しようとすると

▼
切り身3切れ

キングサーモン 255g
切り身15切れ
メカジキ 2,120g

切り身3切れ
サバ 227g

クルマエビ（大）29尾
エビ 930g

3～4尾
イワシ 187g

1ブロック
クロマグロ 930g



炎症を放置すると…
細胞はたくさんのエネルギーや

たんぱく質を消費するようになります。

その結果、不足したエネルギーや

栄養を補うために筋肉組織を分解して利用し始めます。

これが、がん患者さんの体重減少や

体力の低下を招く要因の1つと考えられています。

その炎症を放置すると
さらに体重が減少し
体力も低下します。

炎症が長引くと筋肉組織の分解が
進んで体重減少や体力の低下が生じ、
がん治療に支障をきたす
1つの要因になります。

また治療の影響で
● 食欲がなくなる　● 味やにおいがおかしい　
● 疲れやすい　● 食べものがしみる　● 気持ちが悪い
　▼
食事量の減少により体重減少が加速
　▼
体力の低下を招き日常生活に支障が及ぶ

がんと体重減少
がんの診断時

治療が進むと…
さらに治療などの
影響を受け、最終的には
8割以上の患者さんが
体重減少を経験します。

すでに約半数の
患者さんに体重減少が
見られます。

がん患者さんでは、
症状がなくても炎症が
生じています。

バランスのよい食事のなかでも
特に と の

摂取が重要です!

その背景には、がん細胞による刺激や
治療の影響による炎症性サイトカイン
（炎症を引き起こす物質）の
過剰分泌が関係しています。

炎症は、
筋肉組織量の減少をもたらし、
体重の減少を招きます。

炎症性サイトカインが増加

がん細胞
による
刺激

がん治療の
影響

（化学療法）

がん患者さんの炎症に配慮した
栄養補給のポイント

EPA たんぱく質

EPA たんぱく質

たんぱく質
を
摂取

筋肉の
合成を
促進

EPA
を
補給

炎症を
抑える
作用

EPAには
炎症やたんぱく質の分解を
抑える作用があります
たんぱく質の

摂取により筋肉の合成が
促進されます
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炎症



炎症を放置すると…
細胞はたくさんのエネルギーや

たんぱく質を消費するようになります。

その結果、不足したエネルギーや

栄養を補うために筋肉組織を分解して利用し始めます。

これが、がん患者さんの体重減少や

体力の低下を招く要因の1つと考えられています。

その炎症を放置すると
さらに体重が減少し
体力も低下します。

炎症が長引くと筋肉組織の分解が
進んで体重減少や体力の低下が生じ、
がん治療に支障をきたす
1つの要因になります。

また治療の影響で
● 食欲がなくなる　● 味やにおいがおかしい　
● 疲れやすい　● 食べものがしみる　● 気持ちが悪い
　▼
食事量の減少により体重減少が加速
　▼
体力の低下を招き日常生活に支障が及ぶ

がんと体重減少
がんの診断時

治療が進むと…
さらに治療などの
影響を受け、最終的には
8割以上の患者さんが
体重減少を経験します。

すでに約半数の
患者さんに体重減少が
見られます。

がん患者さんでは、
症状がなくても炎症が
生じています。

バランスのよい食事のなかでも
特に と の

摂取が重要です!

その背景には、がん細胞による刺激や
治療の影響による炎症性サイトカイン
（炎症を引き起こす物質）の
過剰分泌が関係しています。

炎症は、
筋肉組織量の減少をもたらし、
体重の減少を招きます。

炎症性サイトカインが増加

がん細胞
による
刺激

がん治療の
影響

（化学療法）

がん患者さんの炎症に配慮した
栄養補給のポイント

EPA たんぱく質

EPA たんぱく質

たんぱく質
を
摂取

筋肉の
合成を
促進

EPA
を
補給

炎症を
抑える
作用

EPAには
炎症やたんぱく質の分解を
抑える作用があります
たんぱく質の

摂取により筋肉の合成が
促進されます

炎症炎症

炎症



炎症を放置すると…
細胞はたくさんのエネルギーや

たんぱく質を消費するようになります。

その結果、不足したエネルギーや

栄養を補うために筋肉組織を分解して利用し始めます。

これが、がん患者さんの体重減少や

体力の低下を招く要因の1つと考えられています。

その炎症を放置すると
さらに体重が減少し
体力も低下します。

炎症が長引くと筋肉組織の分解が
進んで体重減少や体力の低下が生じ、
がん治療に支障をきたす
1つの要因になります。

また治療の影響で
● 食欲がなくなる　● 味やにおいがおかしい　
● 疲れやすい　● 食べものがしみる　● 気持ちが悪い
　▼
食事量の減少により体重減少が加速
　▼
体力の低下を招き日常生活に支障が及ぶ

がんと体重減少
がんの診断時

治療が進むと…
さらに治療などの
影響を受け、最終的には
8割以上の患者さんが
体重減少を経験します。

すでに約半数の
患者さんに体重減少が
見られます。

がん患者さんでは、
症状がなくても炎症が
生じています。

バランスのよい食事のなかでも
特に と の

摂取が重要です!

その背景には、がん細胞による刺激や
治療の影響による炎症性サイトカイン
（炎症を引き起こす物質）の
過剰分泌が関係しています。

炎症は、
筋肉組織量の減少をもたらし、
体重の減少を招きます。

炎症性サイトカインが増加

がん細胞
による
刺激

がん治療の
影響

（化学療法）

がん患者さんの炎症に配慮した
栄養補給のポイント

EPA たんぱく質

EPA たんぱく質

たんぱく質
を
摂取

筋肉の
合成を
促進

EPA
を
補給

炎症を
抑える
作用

EPAには
炎症やたんぱく質の分解を
抑える作用があります
たんぱく質の

摂取により筋肉の合成が
促進されます

炎症炎症

炎症



  治療中の
QOL（生活の質）を
    高めるために

監修：谷口 英喜 先生
済生会横浜市東部病院
患者支援センター長／栄養部部長

2018年6月作成
P180412CDA

アボット ジャパン株式会社
http://www.abbott.co.jp
フリーダイヤル 0120-964-930

がん患者さんに
必要な栄養

このように、食事から1日2gのEPAを摂取することは容易

ではありません。しかし、栄養食品などを食事の補助に

活用すれば、EPAやたんぱく質を効率よく摂取できます。

バランスの良い食事と栄養食品を組み合わせて、体重減

少や体力の低下を予防しましょう。

EPA（エイコサペンタエン酸）は、魚油などに多く含まれる脂質
の一種です。近年の研究で、様々な機能を持つことがわかり、
注目されている栄養素です。
その1つとして、1日2gのEPA摂取により、炎症性サイトカイン
の働きが抑制され、がん患者さんに見られる特有の体重減少や
体力の低下が予防できることが明らかになっています。
※IPA（イコサペンタエン酸）と呼ばれることもあります。

?
EPAってどんなもの?

抗炎症作用のあるEPAと
筋肉の合成を促進する

たんぱく質を効率的に摂取できる
栄養食品があります

栄養治療
アドバイス おきたい知って

特有の炎症があるがん患者さんが
EPA※ 2g/日を摂取しようとすると

▼
切り身3切れ

キングサーモン 255g
切り身15切れ
メカジキ 2,120g

切り身3切れ
サバ 227g

クルマエビ（大）29尾
エビ 930g

3～4尾
イワシ 187g

1ブロック
クロマグロ 930g



  治療中の
QOL（生活の質）を
    高めるために

監修：谷口 英喜 先生
済生会横浜市東部病院
患者支援センター長／栄養部部長

2018年6月作成
P180412CDA

アボット ジャパン株式会社
http://www.abbott.co.jp
フリーダイヤル 0120-964-930

がん患者さんに
必要な栄養

このように、食事から1日2gのEPAを摂取することは容易

ではありません。しかし、栄養食品などを食事の補助に

活用すれば、EPAやたんぱく質を効率よく摂取できます。

バランスの良い食事と栄養食品を組み合わせて、体重減

少や体力の低下を予防しましょう。

EPA（エイコサペンタエン酸）は、魚油などに多く含まれる脂質
の一種です。近年の研究で、様々な機能を持つことがわかり、
注目されている栄養素です。
その1つとして、1日2gのEPA摂取により、炎症性サイトカイン
の働きが抑制され、がん患者さんに見られる特有の体重減少や
体力の低下が予防できることが明らかになっています。
※IPA（イコサペンタエン酸）と呼ばれることもあります。

?
EPAってどんなもの?

抗炎症作用のあるEPAと
筋肉の合成を促進する

たんぱく質を効率的に摂取できる
栄養食品があります

栄養治療
アドバイス おきたい知って

特有の炎症があるがん患者さんが
EPA※ 2g/日を摂取しようとすると

▼
切り身3切れ

キングサーモン 255g
切り身15切れ
メカジキ 2,120g

切り身3切れ
サバ 227g

クルマエビ（大）29尾
エビ 930g

3～4尾
イワシ 187g

1ブロック
クロマグロ 930g


