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『静注用セレン製剤：アセレンドが発売されたことは
臨床栄養の明るい話題の一つです』
腰椎椎間板ヘルニアに苦しんだ 5 月。3 月 17 日から約 2 か月半、やっとふつうに寝ることができるようになりました。
仰向け、うつ伏せで寝ることができるようになりました。夜中に痛みのために目が覚めることがなくなりました。長い長
い 5 月でした。リリカをまだ服用していますので、調子が完全ではないのですが、これは仕方ありません。でも、ふつう
に歩けるようになり、ふつうに仕事ができるようになったことは、本当にうれしいことです。杖なしでも歩けるようにな
ったのですが、なんとなく、杖がないと手持無沙汰、そんな感じがしています。
10 連休の後半は、5 月 2 日は東宝塚さとう病院での外来。30 日、1 日、2 日は通常の診療体制でした。毎日、大学に行
き、いろいろ仕事をしました。5 月 5 日には、第 10 回リーダーズの案内、論文執筆のお誘い、栄養管理の現状に関するア
ンケート依頼のメールを約 500 通、送りました。6 日は、千里金蘭大学での講義がありました。学生さんたち、さぼるこ
となくほとんどが出席していました。10 連休、友人達の過ごし方が聞こえてきましたが、ずっと休んでいた方はほとんど
いませんでした。医療者は忙しい。10 連休ということは、月の 3 分の 1 を休むということですから、それでは患者さんが
困ります。10 連休を実行した、政府がおかしい、そう思います。
5 月 10 日には新大阪駅近くの会議室で関西栄養管理技術研究会の世話人会。千里中央駅の駐車場に車を停めて、北大阪
急行で新大阪駅へ。電車では座りたいのに、優先座席に若いカップルが座ってスマホをいじっている。
『おまえら、なあ』
と言いたかったけど。さらに、電車を降りてから会場までが遠い。新大阪駅は広い。杖をつきながら歩いたのですが、会
場に着いた時には右臀部から大腿部後面、下腿から足先までが痛くて痛くて。世話人会はいろいろな意見が出て、その意
見のレベルが上がったな、そんな感じでした。帰りは西口
先生と北大阪急行の新大阪駅まで歩いたのですが、西口先
生の歩き方が、椎間板ヘルニアの患者に対して優しくな
い！もっとゆっくり歩いてくれよ、とお願いしました。翌
11 日は地下鉄淀屋橋駅近くの AP 大阪で大塚製薬工場の PEN
の会：研修医対象の臨床栄養セミナー。顧問になった、西
口先生、山中先生、瀧藤先生と共に参加しました。ちょっ
と若手の玉森先生、天野先生、大場先生、佐藤先生、北出
先生、吉川先生、野呂先生、永原先生ががんばっていまし
た。今回の参加者は、なんと 90 名を越えまして、大盛況で

↑PEN の会です。PICC のハンズオンセミナーでは、エコーガイド
下の穿刺の実習を指導しました。おじさん、こわくないからリラ
ックスしなさい、なんて言いながら指導しました。90 人ほどの参
加者でしたので、45 人くらいは指導したと思います。

した。PICC のハンズオンセミナーは、行きがかり上、とい
うことになるのでしょうが、私が直々にエコーガイド下穿
刺を伝授させていただきました。まあ、動くのがつらかっ
たので PICC 担当の部屋でじっと座っていたからでもあり
ます。

↑星薬科大学での、株式会社クリニコによる試飲・試食会。非常に楽しそうにしていました。これがあるから私の講義を選ぶ学生が多
いのだそうです。今回も、開封しなかった製品は、すべて、学生達が持って帰りました。今回のサンプルも、全部で 20 万円以上した
のではないでしょうか。ありがとうございました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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5 月 14 日は星薬科大学での講義。がんばって品川駅から
は電車で移動。戸越銀座駅から星薬科大学までの徒歩はか
なりつらかったのですが、がんばりました。講義はいつも
のように椅子に座ってさせていただきました。この日の 2
時限目は実習。株式会社クリニコにお願いして、流動食な
どの試飲会をしていただきました。今年の学生は 200 名ほ
どですが、あっというまに試飲・試食が終わりました。結
構、積極的に参加してくれました。しかし、試飲する量は
少しで、おいしいからということで、自分で持って帰りた
い学生が多くて、持ってきていただいた製品はなくなって
しまいました。また、開封したのに飲まなかった製品がた
くさん残り、廃棄した量が多かったのは残念でした。飢餓

↑星薬科大学です。椎間板ヘルニアの痛みがある時、戸越銀座駅
から星薬科大学まで歩くのは遠い。でも、みどりいっぱいの正門
です。左は品川駅で買った昼飯用のおにぎり。私の好きな：昆布
入り、しゃけ入り、などです。なんか、おにぎり、好きなんだけ
ど、最近は満足するのがありません。おにぎりも高くなりました
ね。

で苦しんでいる国の子供たちに飲ませたら、なんて言いながら片づけました。でも、学生たち、経腸栄養剤や濃厚流動食
は『まずい！』という固定観念は完全にひっくり返ったようです。現場に出たら、クリニコの製品はおいしい、そう宣伝
してください、優秀な薬剤師さん。クリニコの中島さん、ありがとうございました。
5 月 16 日は吹田市薬剤師会での講演。静脈栄養について、でした。
『静脈栄養についてきちんと勉強したことがある方？』
『栄養に関する本を 1 冊でも最初から最後まで読んだことがある方？』『栄養管理に自信がある方？』『井上善文著の本を
買った方？』いろいろ質問したのですが、手はほとんど上
がりませんでした。まあ、どこで講演しても、同じような
反応ですが。1 時間半、びっちりしゃべりました。もちろ
ん、椅子に座って。その土曜日の 18 日は、大阪大学医学
部、旧第一外科の同門会：汲泉会。ポケットにニプロ IP
エコーを入れて、大勢の友人医師に紹介しました。かなり
興味を持ってくれたように思います。兵庫医科大学の心臓
血管外科には坂口教授、大阪大学の呼吸器外科には新谷教
授が、新たに就任され、講演がありました。懇親会では、
いつものように赤ネクタイで記念写真。米寿を過ぎた川島
名誉教授、お元気です。次の日曜日は福井県小浜に釣りに
行きましたが、あまりに釣れなかったので、行った、とだ

↑大阪大学旧第一外科の汲泉会です。記念写真です。若手組で、
確か、昭和 60 年より後の方々の撮影準備です。私は高齢者組で、
確か、昭和 59 年より前に大学を卒業した組です。後ろから見ると、
本当にこの会に来る方々は年取ったなあと思います。もちろん、
私もその中の一人ですが。

けにしておきます。

↑汲泉会での写真です。上段は、左から小澤賞（優秀論文）の、
中島、高橋、山内くんです。第一外科の優れた業績に対しての賞
です。私も、確か、平成 8 年に受賞しました。上右は、おなじみ
の？大阪大学名誉教授の川島康生先生、松田暉先生です。下左は
心臓血管外科の澤教授、小児外科の奥山教授、呼吸器外科の新谷
新教授で、右は同窓会会長の大口先生です。

↑懇親会での写真です。いつものように、旧第一外科の赤ネクタ
イで川島先生と記念写真を撮りました。左上は乾杯の挨拶をされ
た、兵庫医大名誉教授の岡本英三先生です。右下は、中埜先生と
松田先生と川島先生。川島先生が教授の時の、カテグループとポ
ンプグループのトップのお二人です。

5 月 28 日は星薬科大学での講義。2 時限目はニプロに、輸液ライン、CV カテーテル、CV ポート、経腸栄養投与経路など
の実習をしていただきました。熱心なグループとそうでないグループがありますね。まあ、それも仕方ないことでしょう。
この経験は大事だと思うのですが。そうして 5 月最後の金曜日には、福井県立病院へ『ニプロ IP エコーを用いた上腕 PICC
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑ニプロ株式会社にお願いして、輸液ラインやカテーテル、輸液ポンプ、CV ポート、経腸栄養ラインや経腸栄養のカテーテル、胃瘻、
などについての実習を行いました。実際に CV ポートにヒューバー針を刺したり、末梢点滴のシミュレータに針を刺したり、しても
らいました。興味があって積極的な学生と、いやいや？の学生がいましたが、いい勉強になったはずです。ニプロの方々、ありがと
うございました。

法』の講演、ハンズオンセミナーに。予定より早いサンダーバードに乗りました。なぜ？ソースかつ丼とおろしソバを食
べるため。ソースかつ丼はアツアツのかつと濃厚なソースで、なんか、うまかったな。早めに病院に到着し、HPN を始め
る患者さんがいるということで、いろいろ指導？させていただきました。外科の宮永先生、看護師さん、そして栗山先生
に実際に CV ポートの管理をしている HPN 患者さんのビデオを見せたのですが、こんなに真剣なんだ、と理解していただけ
たと思います。18 時からは講演とハンズオン。5 台のシミュレータと 5 台の IP エコーを用いての実践。たくさんの医師が
興味深そうに、嬉々として実践していまし
た。この IP エコーはすばらしい！そう実感
していただけたようです。実際に使っても
らうと、その良さをわかってもらえます。
病院として、この IP エコーを何台も購入し
てくれるはずです。終わってからの懇親会
は、放射線科の吉川先生をはじめ、慣れた
面々との楽しい会話でした。敦賀の林先生
も来てくれて、楽しい時間を過ごしました。
そう、5 月 29 日付の日経メディカルに、私
の IP エコーに関するインタビュー記事が掲
載されています。IP エコーの動画も見るこ
とができます。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、前回の会話は、なんとなく暗い内容になって
しまって、明るい話題になりませんでしたね。
小越先生：確かにそうだな。これから臨床栄養の領域が盛り上
がる、そんな雰囲気がなかったな。
ゼン先生：がんばる気持ちにならない話題ばかりになって、反
省しています。
小越先生：いい話はないのか？
ゼン先生：そうですね。一つ、明るい話題としては、私の腰痛
がかなりよくなりました。杖なしでなんとか歩けるし、夜も姿
勢を気にせず寝られるようになりました。
小越先生：よかったなあ、相当つらかったみたいだから。しか
し、これは君のきわめて個人的な話題じゃないか。それがどう
した、という人が大部分だ。君の腰痛がどうなろうと、どうで
もいいことだよ、きっと。
ゼン先生：でも、椎間板ヘルニアです、というと、結構、まわ
りにヘルニアの人がいるんですよ。本当、共感してくれます。
小越先生：へええ、そんなにいるのか。
ゼン先生：いますよ。驚くくらい多いです。こんなに多いのか、
こんなに苦労している人がいるのか、と思います。それなのに、
こんなに医療が進歩しているのに、なぜ、一発で治る治療法が
確立していないのか、そう思います。
小越先生：一発で治る？それは難しいんじゃないか？
ゼン先生：たぶん、そうなんでしょう。でも、もっと整形外科
の先生達に、一発で治る治療法の研究をして欲しいと、つくづ
く思いました。
小越先生：勝手な考え方だよ、それは。
ゼン先生：そう思うんですが・・・。
小越先生：さっきの話の続きだけど、君の腰痛がよくなったの
は明るい話題だ、なんて言っていたけど、君の立場としては、
日本全体というか、臨床栄養の領域で明るい話題が必要なんじ
ゃないか？
ゼン先生：もちろんです。しかし、ですね。私自身が痛い、痛
いで気分が落ち込んでいたら、明るい話もできませんよ。だか
ら、前向きに考える雰囲気が出てきた、ということで意味があ
ると思います。

↑懇親会の写真です。ほとんど顔なじみですから、話も盛り上がりま
す。そうそう、吉川先生が、講演中のスライドでお見せした、私の椎
間板ヘルニアの MR 画像を見て、骨が非常にしっかりしていると褒めて
くれました。ヘルニアもりっぱですが、とのことでした。HPN もきち
んと管理できるようになりそうですね、宮永先生、栗山先生。NST は、
これだけ活躍しているのだから、NST 加算は目いっぱい申請するべき
ですよ、森川さん。ICT の白崎さんは、栄養輸液とカテーテル感染に
ついて、NST とコラボしてがんばっておられるとのことです。菜畑さ
んは、ベースが上手なんだそうです。いいね、若いということは。林
先生、はるばる？敦賀から来ていただきありがとうございました。し
っかりビールを飲み、一緒に来てくれた看護師さんが車で連れて帰っ
てくれるのだそうで、よかったですね。

第６６回

小越先生：まあ、それはそうだ。しかし、明るい話題はあるの
か？
ゼン先生：いろいろ考えてみたんですが。今月、研修医と関わ
る機会が 2 回ありました。どちらも研修医たちのやる気という
か、捨てたもんじゃないな、という感じがありました。
小越先生：それはいい話だ。明るい話題だ。これからの医療と
いうか、臨床栄養の領域を背負って立つ人材がその中から出る
かもしれないからな。どういうことで、やる気を感じたという
ことなんだ？
ゼン先生：どちらも、PICC の手技に関連したことです。
小越先生：手技か。確かに、手技については、興味を示す研修
医が多い、これは昔からだ。

↑福井県立病院での PICC 講演＋ハンズオンセミナー「エコーガイド
下上腕 PICC 法実践セミナー」です。かなり多くの医師も参加してく
れました。サブタイトルは『ニプロ IP エコーを用いた上腕 PICC 法を
実践できるまで指導します』でした。有意義な会だったと思います。

↑本当に熱心に実践していました。興味津々という感じ。敦賀の林先
生は、IP エコーを値切っていました。大田先生も熱心に実践していま
した。とにかく研修医が IP エコーを欲しがっていました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：どちらもエコーガイド下上腕 PICC の手技です。最先
端とはいいませんが、進んだ領域ということになります。先生
が実施しておられたソーレンソンカテーテルの時代とはちょっ
と違います。
小越先生：ハハハ、ソーレンソンカテーテルはほぼ 50 年前のこ
とだ。肘で尺側皮静脈や肘正中皮静脈を直接穿刺してカテーテ
ルを上大静脈まで挿入する手技だからな。
ゼン先生：もう 50 年になりますか。確かに安全な手技でした。
見える、触れる静脈を直接穿刺するのですから。重大な合併症
は起こりませんね。
小越先生：もちろんだ。阪大の岡田先生達が推奨していた鎖骨
下穿刺では、気胸や血胸という合併症は、ある意味、完全には
避けられないけど、ソーレンソンカテーテルではその合併症は
あり得ないんだから。
ゼン先生：その通りです。でも、1994 年に私は肘からの PICC
を日本に導入したのですが、その頃の経験では、肘を曲げると
滴下が悪くなる、静脈炎のために痛みを訴える患者さんが多い、
そんな問題がありました。でも、安全に挿入できる、患者の恐
怖心が軽減される、このメリットは非常に大きいと思っていま
した。
小越先生：2006 年からエコーガイド下上腕 PICC 法を始めたん
だったな。
ゼン先生：そうです。よく考えると、もう 13 年ですか。
小越先生：そうだな。しかし、上腕 PICC 法はまだそれほどは普
及していないんだろう？
ゼン先生：ものすごく PICC が多い施設と、全然の施設と、いろ
いろですが。でも、もっと普及させるべきであることは間違い
ないと思います。
小越先生：その方法を研修医に伝授したんだな。
ゼン先生：伝授というほどではありませんが、なんか、できる
ようになりたい、という意図がはっきりありましたね。
小越先生：それは非常にいいことだ。しかし、輸液・栄養に関
連した勉強はどうなんだ？
ゼン先生：それについては、今回はコメントできません。しか
し、参加している研修医に、大学で臨床栄養について教えても
らいましたか？研修医になって栄養管理について教えてもらい
ましたか？という質問をしたところ、習ったという返事は 3 割
程度でした。
小越先生：3 割？その程度なのか。
ゼン先生：そうです。個人的に聞いてみると、1 時間ほど講義が
あった、という返事がありましたね。それから、習ったかどう
か忘れた、という回答もありました。
小越先生：それは習っていないことと一緒だよ。
ゼン先生：そうですね。とにかく、医学教育では臨床栄養は非
常に軽視されているということです。
小越先生：中心静脈カテーテル挿入に関しても教えていないん
だろうな。
ゼン先生：もちろんです。だから、重大な合併症が起こるんで
すよ。勉強せずに、見よう見まねで実践するんですから。
小越先生：そうだな。基本的なことは、ちゃんと自分で本を読
んで勉強するべきだよ。
ゼン先生：講演で、私の本を買ってくれた人はいますか？なん
て聞いても、ほぼゼロです。
小越先生：それは君の本自体が・・・。

第６６回

ゼン先生：その・・・は何ですか？大した本じゃない、という
意味ですか？
小越先生：そんな失礼なことをいっているんじゃないよ。
ゼン先生：わかっています。しかし、いろいろな医療処置を実
践する前に、本を読んで勉強して、という準備をしている医師
は少ないんじゃないでしょうか。見よう見まねで、なんとなく
わかっていて、それで実践してしまうから重大な問題を引き起
こしてしまうんだと思います。
小越先生：そうだな。それは間違いない。しかし、今回、ハン
ズオンセミナーで君がエコーガイド下上腕 PICC 法の技術を教
えたとするだろう？それだけの知識で実践してもらうと困るな、
確かに。
ゼン先生：本当にそうですよ。私の PICC の本を読んでから実践
してくれ、という雰囲気の話はしました。
小越先生：まあいいだろう。しかし、本を買ったりはしないだ
ろう。
ゼン先生：買わないでしょう。
小越先生：しかし、指導する連中も勉強していないんだろう？
ゼン先生：そうでしょう。悪循環になっています。しかし、こ
ういう手技とからめたら、もっと栄養の勉強もしてくれるんじ
ゃないかと思います。
小越先生：そうだよ、そういう企画をすればいいんだよ。
ゼン先生：もちろん、やっていますよ。この 7 月 27 日と 28 日
に第 3 回 Medical Nutritionist セミナーをニプロの研修センタ
ーで開催します。IP エコーを用いたハンズオンセミナーもやり
ます。
小越先生：そうか、それはいい話だ。もっと広報しなさいよ。
ゼン先生：はい、いろいろやっています。本当に実践的な内容
のセミナーなので、たくさん参加して欲しいです。
小越先生：そうだな、オレもそう思っている。この話はもうい
いだろう。他に、明るい話題はないのか？
ゼン先生：明るい話題ですね。ついにセレンの注射剤が発売さ
れました。
小越先生：ほおお、セレンの注射剤か。
ゼン先生：そうです。ついに、です。藤本製薬株式会社から発
売されました。『低セレン血症治療剤 アセレンド注 100μg』
です。

小越章平先生

↑小越先生自身が描かれた図です。肘からソーレンソンカテーテルを
挿入する、今の PICC です。1970 年代からこの方法で実施しておられ
ました。
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小越先生：これで患者さんは楽になるな。
ゼン先生：そう思います。特に長期 HPN 症例では、院内製剤と
してセレンの注射剤を作っていた施設がかなり多かったのです
から。そういう病院も楽になるはずです。薬剤師さんも。
小越先生：本当にそうだ。何年か前に処方箋の約 700 倍濃度の
セレンを投与して患者が死亡したという医療事故があったな。
ゼン先生：2 年前ですね。しかし、この問題は、実は、このアセ
レンドを早く認可しておけば起こらなかったはずです。
小越先生：しかし、厚労省としては正規の手続きをする必要が
あったんだから、仕方ないだろう。
ゼン先生：もともと、セレンの注射剤はオーファンドラッグ（希
少疾病用医薬品）で、どこか、開発する企業はないか、と厚労
省が提案して、藤本製薬が手を挙げたんです。院内製剤として
の実績があるから、優先的に許可する、20 症例くらいの使用実
績を作れば、という話だったんです。2012 年に治験が始まった
んです。
小越先生：2012 年か。もう 7 年になっているんだ。
ゼン先生：そうです。治験が始まると、いろいろ、厚労省があ
れもこれもと言い出して、結局、こんなに時間がかかったんで
す。2 年くらいで認可されると考えていたんですが、こんなに
時間がかかってしまいました。実は、私、この治験の医学専門
家だったんです。だから、いろいろな事情も理解しているんで
す。
小越先生：そうか。そういう経緯があったのか。
ゼン先生：ありました。でも、藤本製薬は非常に地道にがんば
ったと思います。社訓が『人がやらないことをやれ』だそうで

第６６回

す。
小越先生：へええ、それは面白い。
ゼン先生：多発性骨髄腫治療薬としてサリドマイドを扱ってい
ることでも知られています。
小越先生：サリドマイドか。サリドマイド事件はもう 60 年前の
ことだけど、今は、そういう目的で使われるようになっている
のか。
ゼン先生：そうです。そういう意味でセレンの注射剤の開発に
着手してくれたんだと思います。うれしいことですよね。
小越先生：本当にそうだな。
ゼン先生：しかし、このアセレンドを普及させるには、いろい
ろ解決しなければならない問題があると思っています。
小越先生：医療界が待ち焦がれていた新薬だから、すぐに普及
するんじゃないのか？
ゼン先生：いろいろ制約があります。まず、低セレン血症治療
剤となっていますから、使用を開始する前に、血清セレン濃度
の確認をしなければなりません。
小越先生：血清セレン濃度の測定って、保険診療になっている
のか？
ゼン先生：2016 年 4 月から保険適用になっています。144 点で
す。
小越先生：それじゃあ血清セレン濃度をどんどん測定すればい
いじゃないか。
ゼン先生：そう思うんですが。そもそもセレンについて知って
いる医療者が少ないことが最大の問題なんです。
小越先生：知ってるだろう。セレンが欠乏すると、爪が白くな

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ったり、下肢筋肉痛が出たり、心臓に問題が起こる、心不全で
死ぬことがある、程度の知識は持っているだろう。
ゼン先生：そうですよね。そうであって欲しいと思いますが。
小越先生：そうじゃないのか？
ゼン先生：全然違うと思います。先生のその考えは非常に甘い
と思います。実は、先生もご存じだと思いますが、私、臨床栄
養に関する知識レベルを調査したことがありましたよね。
小越先生：あったなあ。セミナーや講演会で抜き打ちで試験を
していたな。
ゼン先生：そうです。その結果は、医歯薬出版から出版した本
『あなたは知っていますか？いまさら聞けない臨床栄養の常識』
中に掲載しています。第 30 回［セレンという微量元素の欠乏症
があることも知っておかなくては！］です。
小越先生：どのくらいの医療者がセレンについて知っているん
だ？
ゼン先生：2763 人のデータですが。MR は 71%が知っていると回
答しました。栄養士は 15%、看護師は 4.1%、薬剤師は 32.4%、
医師は 17.8%で、全体としては 17.4%でした。
小越先生：そうか。それは残念だ。試験ではどういう質問をし
たんだ？
ゼン先生：『（
）内を埋めてください。エレメンミックを投
与しながら行っている長期高カロリー輸液実施症例でも、これ
に含まれていない微量元素欠乏症には注意すべきで、とくに慢
性の心筋症などを呈する（
）欠乏症には注意しなければ
ならない』という質問です。
小越先生：いい質問じゃないか。しかし、その程度の正解率し
かないんだな。
ゼン先生：これは臨床栄養に興味がある人達のデータです。そ
うじゃない人で試験すると、ものすごく低い正解率ですよ、き
っと。
小越先生：そうかもしれないな。とにかく、講義なんかでも教
えていないんだろうな。
ゼン先生：もちろんです。だから、セレン欠乏症という問題が
あることを認識している医療者が少ないんです。そんな状態だ
から血清セレン濃度を測定する、それ自体が少ないんじゃない
かと思うんです。
小越先生：そうか。そういう問題があるか。
ゼン先生：医師でしょうね、問題は。メディカルスタッフが長
期栄養管理症例でのリスクに気づいて、血清セレン濃度を測定
するべきだというアドバイスをしてくれたらいいんですが。
小越先生：そうだな、それは大事なことだ。
ゼン先生：でも、そういうメディカルスタッフの意見を受け入
れない医者が多いですから。
小越先生：それも問題だ。
ゼン先生：長期栄養管理症例では、本当、低セレン血症になっ
ているのじゃないかということで、積極的にセレンを測定して
欲しいですよね。
小越先生：長期栄養管理症例だけか？欠乏症の恐れがあるのは。
ゼン先生：ふつうの食生活をしている場合には、まずセレン欠
乏症になることはないでしょう。しかし、栄養障害症例では、
セレンが欠乏している可能性はあると思います。
小越先生：セレンって、どこから吸収されるんだ？
ゼン先生：十二指腸が主で、上部空腸でも吸収されるとのこと
です。

第６６回

小越先生：そうか、そうすると、十二指腸から上部空腸を切除
している症例ではセレン欠乏症のリスクがあるんじゃないか？
膵島十二指腸切除術後症例なんて、な。
ゼン先生：私もそう思っていますが、ちゃんとは調べていない
んじゃないでしょうか。
小越先生：それは研究として調べてほしいところだな。
ゼン先生：問題は、松末先生が報告しておられるように、一旦
セレン欠乏症の臨床症状が発現してしまったら、それは不可逆
性の部分がある、ということです。
小越先生：クローン病の症例で、セレンを投与して一旦は心不
全症状は軽快したが、突然死して、解剖すると心筋の線維化が
著明であった、という報告だな。
ゼン先生：そうです。日本で初めてセレン製剤を投与した、そ
の経験を Medical Nutritionist of PEN Leaders に寄稿しても
らいましたが、非常に重要な問題です。
小越先生：そうだな。そういう意味では、セレン欠乏症が起こ
る可能性がある症例については、まだ、検討の余地があるとい
うことだ。
ゼン先生：そうですね。心不全症例なども検討してみる価値は
あると思います。
小越先生：なるほど、オレもそう思う。循環器内科の先生達に
も啓発してみる価値があると思う。
ゼン先生：セレン欠乏症は、長期 TPN 症例で問題となって、院
内製剤が作られていたんですが、経腸栄養でも起こる事を知っ
ておく必要がありますよね。
小越先生：確かに、そうだ。食品は 2000 年の食事摂取基準に従
ってセレンを添加しているが、医薬品の経腸栄養剤では問題が
あるんだろう？

↑セレンに関する知識を調査した結果です。医療者の正解率が低すぎ
ます。でも、アセレンド発売をきっかけに、勉強もして欲しいと思い
ます。血清セレン濃度も測定してください。

↑亜セレン酸ナトリウムの、セレン注射剤、アセレンドです。容器は
真っ赤なバイアルです。現在、院内製剤として作って使っていた患者
さんには本当に朗報です。しかし、セレンが欠乏状態にある患者はも
っともっといるはずです。セレンについての知識がない方も多いので、
とにかく、教育です。セレンについて知ってもらわないとどうしよう
もありませんから。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：そこです、そこが問題です。エレンタール、エレン
タール P、ツインライン、エンシュアリキッド、エンシュア H、
ラコール、ラコール半固形では注意する必要があります。
小越先生：そういう認識がない医療者が多いんだろうな。
ゼン先生：確かに。やはり、医薬品の経腸栄養剤を在宅で投与
している症例は、低セレン血症に陥っている可能性があるから、
血清セレン濃度を定期的に測定して欲しいと思っています。
小越先生：そうだな。そういう啓発活動をしなければ、な。
ゼン先生：そう思います。とにかく、セレン欠乏症という問題
にもっと注目して欲しいと思います。
小越先生：教育だ、教育だよ。
ゼン先生：本当にそうです。教育です。しかし、治験に苦労し
たおかげで、このアセレンドの薬価は非常に高く設定されまし
た。2mL、100μg で 1618 円ですよ。
小越先生：それは高いのか？
ゼン先生：高カロリー用微量元素製剤と比較すると理解できま
す。ジェネリック製剤では 58 円なんていうものもありますが、
オリジナルのエレメンミックは 170 円です。プレフィルドシリ
ンジでも 281 円です。5 種類の微量元素が入っている製剤が 281
円、セレンだけのアセレンドが 1618 円ですから。これはものす
ごくいい薬価になった、と評価できると思います。
小越先生：まあ、それだけ重要な薬剤だということだ。
ゼン先生：そうですね。とにかく、もっともっとセレンという
微量栄養素に興味をもってほしい、血清セレン濃度を測定して
欲しい、そう思います。
小越先生：本当だ。
ゼン先生：そうそう、経腸栄養剤のセレン含有量ですが、アボ
ットジャパンから 2014 年に発売されたエネーボには必要量の
セレンが入っています。
小越先生：久しぶりに発売された、医薬品の経腸栄養剤だな。
ゼン先生：そうです。あれ？先生も一緒に治験相談に行かれま
したよ。
小越先生：そうだったな、思い出した。この治験は無理だ、と
PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構: Pharmaceuticals
and Medical Devices Agency）に言われた時、君が激怒して医
薬品の経腸栄養剤の必要性を主張して、PMDA が考え方を変えて
治験が許可されたんだったな。
ゼン先生：激怒？ではないです。冷静に正しい意見を述べただ
けです。それがエネーボです。
小越先生：どうなんだ？よく売れているのか？
ゼン先生：私は非常にいい製品だと思っています。しかし、薬
価が非常に低く設定されて、アボットとしては苦労しているよ
うです。
小越先生：そうか、それは非常に残念だ。
ゼン先生：実は、この 6 月に株式会社大塚製薬工場からイノラ
スという、新しい医薬品が発売になります。
小越先生：イノラス？君はこの経腸栄養剤の開発にも関与して
いるのか？
ゼン先生：いいえ、全くです。
小越先生：名前は『イノ』だから、そう思ったんだけどな。
ゼン先生：
『Enteral Nutrition＋Oral Nutritional Supplements』、
『ENORAS』でイノラスと読むんだそうです。
小越先生：なんだ、エノラスか。紛らわしいな。
ゼン先生：もちろん、新しい基準に従った組成ですから、セレ
ンもちゃんと入っています。

第６６回

小越先生：まあ、当然だな。
ゼン先生：経腸栄養剤、ということで開発されましたが、名前
から見ても、結局、飲む栄養剤になっていますね。
小越先生：そうだな。それだったら、医薬品の経腸栄養剤は、
医薬品としていることがおかしい、そうはならないのか？
ゼン先生：そうですね。実は、私も最近、そういうことを考え
ています。食品としての濃厚流動食と、医薬品としての経腸栄
養剤には成分としては差がないんですから。
小越先生：エネーボの治験の時の PMDA はそういう意見だったん
だよ。それを君がひっくり返した。今になって、そういう意見
をいうのはおかしいんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。
小越先生：それはそれとして、そのイノラスの薬価はどうなっ
たんだ？
ゼン先生：それがですね、さすが、大塚製薬工場です。300kcal
で 292.5 円です。
小越先生：それが高いのか、安いのか、わからん。
ゼン先生：エネーボは 1 缶、250mL、300kcal で 182.5 円、エン
シュア H は 1 缶、250mL、375kcal で 237.5 円です。
小越先生：単位を一定にして計算してくれよ。
ゼン先生：1kcal あたりで比較すると、イノラスは 0.975 円、エ
ンシュア H は 0.633 円、エネーボは 0.61 円です。
小越先生：なるほど、そうするとわかる。イノラスはすごく高

↑アメリカ大統領、トランプ氏が国技館で相撲の千秋楽を観戦しまし
た。会場に入ってきた時はニコニコ。優勝カップを渡す時もニコニコ。
しかし、升席に高級ソファーを置いて実際に相撲を見ている時の雰囲
気は、相撲に全く興味がないのだとわかりました。とにかく、なんだ、
これは、相撲？どんな意味があるんだ、という雰囲気でしたね。

↑釣りの写真です。釣れた瞬間の写真は撮っていません。ほとんど釣
れなかったのですから。釣れるのを待っている時の写真ばかりです。
私の傘は、高知の桂浜で購入した坂本龍馬の傘です。こういうネタで
盛り上げないといけません。とにかく、釣れなかったのですから。

↑小浜は、景色もよかったし、海も穏やかだったし、天気もよかった
のです。問題は、ほとんど釣れなかったことです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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い薬価をつけたんだな。エネーボの 1.6 倍か。すごいな。
ゼン先生：そうですね。企業の政治力でしょうか。これに対し
てはなんともコメントはできませんが、私としては、どの企業
も、もっと経口栄養ではなく、経腸栄養に力を入れて欲しいと
思っています。
小越先生：経腸栄養？経管栄養という意味だな。
ゼン先生：そうです。そういう解釈での経腸栄養です。どの企
業も、飲むこと、経口栄養に力が入っていますから。飲めない
患者さんの栄養管理はどうするんだ？そこが大事だと思ってい
ます。

第６６回

IP エコー

上腕 PICC 法
↑5 月 2 日、私自身が IP エコーを用いて上腕 PICC を挿入しました。
確かに、目の前にある静脈を穿刺しているような感覚です。実際に実
施してみると、この IP エコーの良さが実感できます。院内で講演会、
ハンズオンセミナーを開催したいという希望があれば、連絡してくだ
さい。

【今回のまとめ】
1. うれしいことに、椎間板ヘルニアによる疼痛がかなり軽くなりました。なんとかふつうに生活できるように
なりました。
2. IP エコーを用いた上腕 PICC 法のハンズオンセミナーを実施すると、医師、特に研修医が非常に興味をもっ
てくれました。これに臨床栄養学をからめたセミナーを実施すると、医師が興味をもって参加してくれるか
もしれません。
3. 静注用のセレン製剤、アセレンドが発売されました。ついに、という感じです。血清セレン濃度を測定して
ください。低セレン血症であればアセレンドを使用してください。
4. まずは、セレンについて勉強してください。長期 TPN 症例だけが低セレン血症のリスクがあるのではあり
ません。経腸栄養実施症例でも発生します。その場合でもアセレンドを使用することができます。アセレン
ドは末梢静脈内への適応もあります。
5. 臨床栄養の領域の明るい話題として静注用セレン製剤が発売されたことを取り上げましたが、日本全体の臨
床栄養が活発になった、そういう話題で明るく、患者さんのための栄養管理を実施したいですね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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