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『安全管理の領域から栄養管理を考える、そっち
安全管理の領域から栄養管理を考える、そっちのほうが
栄養管理の重要性が認識されるかもしれませんが・・・
栄養管理の重要性が認識されるかもしれませんが・・・』
んが・・・』
PICC に関するアンケート調査を実施しました。本当に多くの方、多くの施設に協力していただきました。現在、集計中
ですが、400 以上の施設からのデータが集まりました。これは、本当にすごい数です。特に、鹿児島厚生連栄養管理科の
油田さん、伊勢原共同病院の佐藤さん、がんセンター東病院の千歳さん、岐阜大学の村上先生、山形大学の森兼先生、宮
崎江南病院の白尾先生と吉田さん、佐賀好生館の佐藤先生、天理市立メディカルセンターの松村先生、日立港病院の末永
先生、近江八幡総合医療センターの茂森先生、高崎の小川先生、福井済生会の宗本先生、福井県立病院の栗山先生、山梨
の中瀬先生、愛媛の中瀬先生、数えるときりがないのですが、まわりへの呼びかけ、ありがとうございました。大勢の方
の協力のおかげで、非常に有意義な資料となります。必ず、論文にして発表します。こういう仕事は本当に大事です。特
に、PICC に関しては、こういうデータは全くないのですから。地道にこういう仕事も続けていきますので、お手を煩わす
ことになりますが、この領域における重要な仕事をしているんだとご理解いただき、今後ともご協力、よろしくお願いし
ます。
7 月 5 日には星薬科大学での今年最後の講義を終えました。早いものです。6 回、東京-大阪を往復しました。星薬科大
学の学生さん達、臨床栄養の重要性に気づいてくれたかな？将来、社会人として働くようになって、現場に出た時、井上
がこんなことを言っていたな、と思い出してくれたらうれしいのです。試験？大丈夫、ふつうに勉強すれば合格ですよ。
常識問題ですから。
7 月 6 日からは第 53 回外科代謝栄養学会学術集会。東京大学の深柄先生が当番会長。いろいろな工夫をしておられまし
た。私は、東大キャンパス内にある山上会館に宿泊。
東大の学内に泊まる？非常に興味津々でしたし、いい
思い出となりました。おかげで、東大キャンパス内の
観光もできました。やっぱり、東大はすごい。歴史を
ちゃんと保存しています。りっぱな銅像も、全部見ま
した。三四郎池は味わい深い。池の中の亀の数は阪大
の池が勝っているかと思いましたが、三四郎池にもた
くさん亀がいました。鯉もりっぱでした。それに、学
内を散歩している方たちの知的レベルが高いような、
そんな印象でした。学会はいろいろな工夫でいっぱい
でした。私は菅間記念病院の生澤先生と一緒に症例検
討の司会をしました。昭和大学の NST がプレゼンをし
たあとディスカッションをして、生澤先生のミニレク
チャーで閉める予定だったのですが、時間の関係でミ
ニレクチャーができず、生澤先生に申し訳ないことを

↑第 53 回外科代謝栄養学会です。会長の深柄和彦先生、シンポジウム
に出られた中村丁次先生、宇宙医学の講演の座長をされた齋藤英昭先
生、深柄先生の師匠、Kudsk 教授です。テーマは、みんなで研究しよう、
みんなで考えよう、でした。すばらしい。大事なテーマです。でも、な
かなか、そこへ行こうとしなくなっている、そんな傾向があるのではな
いかな、と思ったりしています。なかなか現状を打破できませんね。

しました。ごめんなさい。昭和大学の NST の方々は心
をこめて栄養管理をしている、それがよくわかる症例
報告でした。真田弘美先生の褥瘡の栄養管理に関する
ランチョンセミナー、古川宇宙飛行士の特別講演（ち
ょうど、ソユーズが宇宙ステーションへ飛び出す日だ
ったので、古川先生の講演は聞けなかったのですが）
、
漫才師の W マコトによるランチョンセミナーなど、楽
しむことができました。W マコトは、漫才師で、放送
作家。やはり「しゃべり」がすばらしいですね。後で
聞いたのですが、出演料はそれほど高くないというか、
結構安いな、というレベルでした。またいつか、お願
いしようと思いました。NST 医師教育セミナーの講師
もやりましたが、90 分で静脈栄養全般の講義をする

↑症例検討の出演者が集まって記念写真。右端は一緒に司会をしていた
だいた生澤先生です。そして、昭和大学の NST の方々です。すばらしい
発表をされました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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のは、やっぱりむずかしい。そうそう、宇宙飛行士の特別講演の司会が、私が尊敬する「齋藤英昭先生」でした。学会に
参加するのは 13 年ぶり、ということでした。一緒に写真もとることができ、短い時間でしたがお話をすることもでき、今
回の学会で一番うれしい出来事でした。懇親会は 3 回もありました。最後の夜の全員懇親会 2「夜の集い、不忍池」は、
正直、ちょっとつらかったかな。まわりの方と話をすることができないくらい、元気な音、いや、音楽でしたから。7 月 9
日の午後には、セレンの治験委員会があって、有森裕子氏の講演を聞けず、残念でした。でも、何年ぶりかで安田講堂の
中へ入ることができました。2009 年の三村先生が会長の時は、私がトップバッターで、安田講堂で発表したのでした。
7 月 15 日には、一般財団法人「若さの栄養学協会」の栄養学連続講義で講演してきました。講演といっても、まずは試
験をして、その回答をする、という内容だったのです。参加者は、かなり驚いたようです。試験の出来？ご想像におまか
せします、というところでしょうか。採点は、もちろん、自分でやりました。

↑東大医学部 1 号館。NST 医師教育セミナーが開催された講堂へ
の階段です。昔の大阪大学医学部と同じような雰囲気を残してい
るところがすばらしい。大阪大学医学部には、この雰囲気はなく
なってしまっています。

↑2 日目のランチョンセミナーです。W マコトによる、楽しい話で
した。でも、患者さんとの会話のコツについて、いい話が聞けたと
思います。患者さんに喜んで退院していただく、これが、実は、一
番大事なことなのだと思います。明石家さんまさん流相槌術、これ
もすばらしい。○○ですか～！話術が大事なことを教えてもらいま
した。

↑工学部の前庭です。雰囲気が、本当、ヨーロッパやアメリカの大
学の雰囲気をそのまま、という感じ。胸像も外人ですし。
↑私が宿泊した東京大学山上会館の部屋です。勉強しやすい、と
思いました。3 泊しましたが、この間に、PICC のデータの入力が
かなりできました。ベッドは、ちょっと硬かったかな？トイレが
ウォシュレットではなかったのがちょっと残念だったかな。1 泊
4800 円でした。

↑有名な三四郎池です。歴史があります。岩の上で瞑想している方
がいました。鯉がたくさん泳いでいましたし、亀もたくさんいまし
た。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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7 月 24 日には、
大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部、
中島和江教授就任祝賀会に出席してきました。
ものすごく盛大な会でした。大阪大学医学部附属病院のお偉方をはじめ、いろいろな大学の医療安全の教授、医師会、文
部科学省、大病院の院長、などなどで、参加者数は約 280 名だったとのこと。とにかく、中島和江教授は、すでに、この
医療安全の領域での有名人で、まだ教授になっていなかったのか、という雰囲気の祝辞が多かったのです。祝辞の中にあ
ったのですが、今後、病院長になるには、医療安全の
仕事を経験していることが必須条件になるのだそう
です。私は、ご主人とも一緒に仕事をしたことがある
し、中島教授とも結構以前からの知り合いで、そうい
う関係で呼んでいただきました。とにかく、すごい参
加者でした。私の隣の席は弁護士さんで、阪大の医療
訴訟を一手に引き受けておられるとのことでした。そ
れから、中島教授は東日本旅客鉄道株式会社「安全の
ヒューマンファクターに関する検討会委員」も務めて
おられるとのこと。病院だけでなく、企業における医
療安全にも関与しておられます。今後、医療の世界だ
けでなく、社会全般に関する安全管理という方面でさ
らに活躍されるでしょう。後ろに立っておられるご主
人が、内助の功、などと言っておられましたが、その
中島伸先生は、脳神経外科医であるだけでなく、随筆
家としても非常に人気のある方で（CareNet：Dr.中島
の新・徒然草）、お人柄だな、すごい方だな、と思い
ながら話を聞きました。

↑大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部の中島和江教
授就任祝賀会です。本当に盛大な会でした。大阪大学関連の方々、名誉
教授や現役教授、関連病院院長、文部科学省、日本医師会、などなど、
お偉方がたくさん来ておられました。待ち望まれた教授就任だとのこと。
中島教授は現在○○歳。お若いころは、大阪大学の松田聖子と呼ばれて
いたとのことです。とにかく、最後のあいさつが素晴らしかった。今後、
日本の安全管理をリードしていかれることは間違いないでしょう。栄養
管理についても、もっと、注目してください。よろしくお願いします。

↑前回出せなかった、6 月 25 日に開催された第 22 回関西 PEG・
栄養とリハビリ研究会の写真です。世話人が集まって、初めて写
真を撮りました。もちろん、世話人はもっとたくさんおられます。
次回からは、もっと大勢で集合写真を撮ることにします。

↑前回は、研究会の写真を出したのですが、今回は、研究会後の懇
親会の写真です。曽和先生は、お元気です。今回の発表の最優秀演
題は、堺市立総合医療センターの看護師、鈴田薫さんでした。大阪
市立大学の腫瘍外科の教授に就任された大平雅一先生には花束を
贈呈しました。みなさん、楽しそうな雰囲気の写真です。

↑ダブって出ておられる方もいますが、とにかく、きれいに写って
いる写真を出させていただきました。私も何回も出てきています
が、まあ、目をつぶっている写真はシャッターが下りるタイミング
の問題なので仕方ありませんが、口に食べ物を入れて写っている写
真はいただけませんね。失礼しました。みなさん、研究会できちん
と勉強して、ほっとして、うまいものを食べながら楽しい話をして
いる、これが大事です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、外科代謝栄養学会で齋藤先生にお会いし
ゼン先生

ゼン先生：一緒に写真を撮りたかったのですが、できなく
ゼン先生

ました。13 年ぶりでした。

て。だから、三浦雄一郎が講演の前に座席に座っておられ

小越先生：齋藤先生？エイショウさんか？
小越先生

るときに、こっそりと一緒に座っているかのような写真を

ゼン先生：はい。齋藤英昭先生です。
ゼン先生

撮りました。

小越先生：そうか、元気だったか？
小越先生

小越先生：へええ、そうなのか。
小越先生

ゼン先生：はい。ちょっとやせておられましたが。話す雰
ゼン先生

ゼン先生：今回は、東大キャンパス内を観光しました。い
ゼン先生

囲気は、全く変わりありませんでした。

ろいろ見どころがありますね。さすが、東大ですよ。ちゃ

小越先生：それはよかったな。君は齋藤さんに、かなりか
小越先生

んと、昔のものを残しています。NST 医師教育セミナーの

わいがってもらっていたようだな。

会場は医学部 1 号館というところだったのですが、かつて

ゼン先生：そうなんですよ。最初にお会いしたのは、1990
ゼン先生

の、大阪大学が中の島にあった時の医学部の建物をそのま

年の A.S.P.E.N.です。確か、テキサスのサンアントニオで

ま残しているという雰囲気でした。

した。初めてお会いした時、
「君か、阪大の元気な井上と
いうのは」と言われました。
小越先生：ははは、エイショウさん、らしいな。
小越先生
ゼン先生：その後、TNT
ローンチで一緒にシカゴへ行った
ゼン先生
り、PENSA でご一緒したり、いろいろ、かわいがっていた
だきました。Immunonutrition の日本のパイオニアだった
でしょう？
小越先生：そうだったな。日本の代表だったな。
小越先生
ゼン先生：immunonutrition
の座談会にも出させていただ
ゼン先生
きました。本当、感謝しています。
小越先生：エイショウさんは、
元気なやつが好きだからな。
小越先生
ゼン先生：宇宙飛行士の古川先生も齋藤先生のお弟子さん
ゼン先生
ですよね。
小越先生：そうだよ。宇宙飛行士に合格した時、一緒に写
小越先生
真を撮ったのを覚えているよ。その時は、岡田さんも一緒
だったぞ。

↑安田講堂、安田講堂の舞台の絵、そして、安田講堂の裏にある
山川健次郎の胸像です。山川健次郎って、東京帝国大学と京都帝
国大学の総長を兼任し、さらに、九州帝国大学の初代総長も務め
られたとのこと。すごい！もともとは会津の白虎隊士だったとの
ことです。

ゼン先生：その写真は見ました。PEN
で紹介されていまし
ゼン先生
たから。先生の奥様も一緒でしたよ。
小越先生：そうだったな、よく覚えているな。
小越先生
ゼン先生：いろいろ、話のネタは、気をつけて考えていま
ゼン先生
すから。
小越先生：エイショウさんというと、侵襲と栄養、グルタ
小越先生
ミン、だな。
ゼン先生：そうですね。それを今回の外科代謝の会長をさ
ゼン先生
れた、深柄先生が引き継いでおられます。
小越先生：そうだな。今回は、かなり工夫した学会だった
小越先生
そうだな。
ゼン先生：そうですね。会期も
3 日にしていましたし。
ゼン先生
小越先生：3
日だって？例年は 2 日だったよな。
小越先生

↑東京大学のキャンパスです。大学らしい、歴史の重みがある、
そう思いました。銅像も立派です。3 人とも知らない方なのです
が、偉い方です。

ゼン先生：3
日目は、午前中はリバイバルセッションとい
ゼン先生
うことで、安田講堂で発表したい方はどうぞ、ということ
でした。午後からは市民公開講座だったんです。
小越先生：あの安田講堂か。三村さんが会長の時は安田講
小越先生
堂だったじゃないか。今回は違ったのか？
ゼン先生：今回は、東大の学内の伊藤国際学術研究センタ
ゼン先生
ーで学会は開催されました。安田講堂が土曜日しか使えな
かったのだそうです。
小越先生：あの時は、三浦雄一郎さんが講演したんだった
小越先生
な。覚えているよ。

↑日本の内科、外科をリードした、東大教授の胸像です。ベルツ
教授とスクリバ教授で、お二人ともドイツから来られ、日本でそ
の生涯を終えられました。この方たちのおかげで、今の日本の医
療があるのですよね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：阪大はあの医学部の建物から平成
5 年に今の吹
小越先生

小越先生：それより、ビタミン
B1 投与忘れっていうのは、
小越先生

田キャンパスへ移動したんだったな。

ちょっとひどいな。

ゼン先生：そうです。その後はいろいろと新しい建物が建
ゼン先生

ゼン先生：確かに。まだ、ビタミン
B1 をちゃんと投与しな
ゼン先生

っていますから。もう、あの頃の建物は全くないんですよ。

さい、っていう教育をしなければならないんですかねえ。

なんか、寂しいな、と、東大を見ながら思いました。

これは 2009 年の事案ですけどね。

小越先生：なるほどな。
小越先生

小越先生：そうだなあ。でも、実際に、こういう問題が起
小越先生

ゼン先生：東大のキャンパスは、なんとなく、外国の大学
ゼン先生

こったんだからな。

キャンパスの雰囲気でした。最近、忠犬ハチ公と農学部の

ゼン先生：ビタミン
B1 があらかじめ入っている PPN 製剤や
ゼン先生

上野英三郎教授の銅像ができたんですよ。

TPN キット製剤が普及しすぎたんですかねえ。

小越先生：へええ、東大のキャンパス内に忠犬ハチ公の像
小越先生

小越先生：それも一つの原因であることは間違いないだろ
小越先生

か。東大もやるな。

う。

ゼン先生：そうですね。赤門のところは、観光客がたくさ
ゼン先生

ゼン先生：その通りですよね。キット製剤が普及しすぎて、

んいました。そうそう、鉄門のところでは、中国の方が大

ビタミン B1 の重要性に注意が向かなくなっているんだと

勢集まって、記念写真を撮っていましたよ。

思います。

小越先生：中国人にとっては、いい観光地なんだろうな。
小越先生

小越先生：TPN
ではビタミン B1 を投与しなければならない
小越先生

ゼン先生：でしょうね。私が、Duke
大学へ行って、いろい
ゼン先生

って、知らない医師もいるんだろうな。

ろ写真を撮った、それと同じです。批判したり非難したり

ゼン先生：いるんでしょう。TPN
キット製剤にあらかじめ
ゼン先生

もできないかもしれません。でも、私は、もっと品格のあ

ビタミン B1 が入っていることも、実は、知らないんでしょ

る観光をしたつもりですけど。

うね。

小越先生：ハハハ、それって、自分で思っているだけじゃ
小越先生
ないのか？
ゼン先生：いや、そんなことはありません。日本人として
ゼン先生
の誇りです。
小越先生：ところで、今回は、どんな話題を考えているん
小越先生
だ？
ゼン先生：先生、ビタミン
B1 を 1 ケ月間も投与しなかった
ゼン先生
患者が Wernicke 脳症になって、それが裁判になって、病
院に 1 億 2000 万円の支払い命令が出たことが話題になっ
ているんです。ちょうど、というか、阪大の医療安全管理
部である中央クオリティマネジメント部に教授が就任し
ましてね。だから、医療安全を話題にしようかと考えてい
ます。
小越先生：医療安全か。大事だな。そういえば、医療の質
小越先生

↑忠犬ハチ公と上野英三郎博士の像。最近、できたということで
す。もちろん、もともとは渋谷にあったのですが、上野博士と一
緒の像は、これが初めてのものです。「ハチ、やっとご主人に会
えたな」ということです。

と安全学会で、二人で講演したな。
ゼン先生：やりました。あれ？この話、何回か前、話題に
ゼン先生
しませんでしたか？
小越先生：したな、確かに、やった。
「安全な CVC 挿入」
小越先生
と「より安全な CVC 挿入」が並んでランチョンセミナーを
やった、だったな。
ゼン先生：そうです。あの頃、安全管理の一環として
PICC
ゼン先生
を普及させようと躍起になっていましたよね。
小越先生：そうだったな。
2007 年だったな。あれから、PICC
小越先生
はどんどん普及してきているんだろう？
ゼン先生：普及はしてきていますが、正しい普及か？とい
ゼン先生
うところが気になっています。今、アンケート調査の結果
を集計しているんですが、どうなんでしょうね。今の段階
では、なんとも言えないかもしれません。
小越先生：そうか。でも、アンケート結果を集計したら、
小越先生
何かは言えるんだろう？

↑懇親会会場が上野だったので、ついでに、上野公園へ行き、西
郷さんに挨拶してきました。「敬天愛人」、この書は私の部屋に
も飾っています。いくら、本物の西郷さんには似ていないという
ことであっても、やっぱり、上野公園へ行けば、西郷さんに会い
に行きたいのです。

ゼン先生：はい。ちょっとお待ちください。
ゼン先生
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：ということは、TPN
用総合ビタミン剤が入って
小越先生

小越先生：その
20μg というのは、もともとの TPN 基本液
小越先生

いる製剤と入っていない製剤があることは知らないだろ

に入っている、という意味だな。

うし、微量元素が入っている TPN 製剤と入っていない TPN

ゼン先生：そうです。エルネオパ以外は、アミノトリパ、
ゼン先生

製剤がある、これももちろん知らないんだろうな。

ピーエヌツイン、フルカリック、ネオパレン、そしてミキ

ゼン先生：だから、TPN
用総合ビタミン剤が入っていない
ゼン先生

シッド、いずれも、大体 1000mL あたり亜鉛は 10～20μg

ピーエヌツインを使う時や、腎不全処方としてのハイカリ

入っていますから。これにエレメンミックを 1 アンプル加

ック RF とネオアミユーやキドミンとの組み合わせの時な

えると、70～80μg になるんです。でも、エルネオパを使

んかに、総合ビタミン剤を投与しないことになって、こう

うと、亜鉛は 1000mL で 30μg しか入らないのですから、

いう問題が起こるんじゃないでしょうか。

これだけの差が出てくるんですよね。

小越先生
小越先生：その可能性が一番考えられるな。
先生

小越先生：なるほど、そこにはなかなか気づかない、とい
小越先生

ゼン先生：今や、TPN
については、組成について考えるこ
ゼン先生

うことか。

とはなくなっていますから。

ゼン先生：そうです。要するに、組成を気にしなくなって
ゼン先生

小越先生：エルネオパなんて、全部入っているから、何も
小越先生

いる、ということですよ。

考えなくてもいい、そんな感じだろう？

小越先生：あぶないことになっているなあ。安全管理とし
小越先生

ゼン先生：でしょうね。日本の
TPN のシェアの 60%以上だ
ゼン先生

ては、どうするべきなんだろうな。

ったかな、エルネオパになってしまっているようですよ。

ゼン先生：鉄の過剰なんて、大したことないだろう？本当
ゼン先生

小越先生：へええ、そうなのか。それに対して、フルカリ
小越先生

にエルネオパを投与している症例に鉄過剰がそんなに起

ックを販売しているテルモが、エルネオパに入っている鉄

こっているとは考えられないんだから、とにかく、エルネ

の量が多すぎる、それが問題だから、エルネオパは使わな

オパを投与しておいたら、少なくとも、ビタミン不足や微

いほうがいい、という議論をふっかけているんだな。

量元素不足は起こらない、安全だ、ということになるんだ

ゼン先生：そういうことになりますね。その結果、微量元
ゼン先生

と思います。

素はどうしたらいいのか、わからなくなっている医師も多

小越先生：エルネオパを投与しておけば、欠乏症は発生し
小越先生

いんですよね。

ない、ということになるんだな。

小越先生：鉄過剰になるから、毎日、エレメンミックを投
小越先生

ゼン先生：そう思います。医療安全の面から
TPN 輸液組成
ゼン先生

与したり、あらかじめ鉄が入っているエルネオパは使わな

を考えると、考えなくても問題が起こらないからエルネオ

いほうがいい、ということか。

パを使っておけばいい、ということになると思います。

ゼン先生：その結果、微量元素製剤を投与しなくなって、
ゼン先生

小越先生：医療安全の面から、か。
小越先生

銅欠乏症の報告が増えているんですよね。

ゼン先生：それではだめとは言えないんですけど。ある
MR
ゼン先生

小越先生：なるほどな。
小越先生

さんが、輸液の説明会を某病院でやった時、このビタミン

ゼン先生：問題は、鉄が多すぎるというのだったら、鉄が
ゼン先生

B1 欠乏症の話をしたそうなんですが、ビタミン B1 入りの

入っていない微量元素製剤を発売して使えるようにして

PPN 製剤や総合ビタミン剤入り TPN キット製剤を使ってお

もらわないといけないのに、そういう企業が出てこないと

けば何も問題ないんだろう？大した問題ではないぞ、なん

いうことですよね。

て言われたそうです。

小越先生：それは言える。
小越先生

小越先生：うううん、
それは、ちょっとさびしい発言だな。
小越先生

ゼン先生：いろいろ考えてみると、エルネオパは
2000mL
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。輸液の中身にはもう興味もな
ゼン先生

で鉄が 2mg 入るんです。でも、2000mL 投与している症例は

いんでしょうね。

少ないし、1000mL の場合は鉄は 1mg しか入らないんです。

小越先生：しかしな、それは、おかしいぞ。我々が
TPN を
小越先生

1mg というのは、ふつうの摂取量なんですよね。

日本で開始したころは、特に外科医は、みんな、必死で静

小越先生：なるほど、逆説的だな、その説明は。
小越先生

脈栄養について勉強したものだぞ。

ゼン先生：そうなんですけど、そうすると、ビタミンとそ
ゼン先生

ゼン先生：私も、卒業して第一外科の研修が始まった頃か
ゼン先生

のほかの微量元素は一日必要量の半分しか入らないとい

ら、必死で勉強しました。本当、どうして栄養管理に興味

うことになりますから、どうしたらいいんでしょうね。

がないんでしょうね、お医者さん達。

小越先生：むずかしいな。
小越先生

小越先生：本当だな。栄養管理に興味があって当たり前だ
小越先生

ゼン先生：それから、エルネオパを使うと、亜鉛の投与量
ゼン先生

と思うな、オレも。

が少なくなっていることにも気づいてはいませんし。

ゼン先生：こんなに製剤が発達しているのに、いまだに電
ゼン先生

小越先生：どういう意味だ？
小越先生

解質輸液だけで 2 週間、なんていう症例もいるんですよ。

ゼン先生：もともとのエレメンミックの処方では亜鉛は
1
ゼン先生

小越先生：そうなのか。当然、低栄養になるだろう？
小越先生

アンプルに 60μg 入っているんですよ。だから、ピーエヌ

ゼン先生：当然なんですが、低栄養状態に陥る、なんてこ
ゼン先生

ツイン 3 号 1200mL に混注すると（60＋20）μg となって、

とは考えないんです。なぜでしょう。

80μg になるんですよね。

小越先生：わからん。
小越先生
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第３２回
ゼン先生：これって、ある意味、完全に医療ミスなんです
ゼン先生

ゼン先生：ということは、
NST が関与していない症例では、
ゼン先生

よ。

ちゃんと栄養管理が行われていない可能性があるという

小越先生：そうだな。間違いない。
小越先生

ことですよね。

ゼン先生：それから、ビタミン
B1 欠乏症だけでなく、必須
ゼン先生

小越先生：そうだな。それだけじゃなく、NST
があるから
小越先生

脂肪酸欠乏症や銅欠乏症なんかも、発生させたら、医療ミ

ちゃんと栄養管理ができているということでもない、とも

ス、っていってもいいと思うんです。だって、製剤もある

言ってたな。

し、投与しておけばこういう合併症は発生しないんですか

ゼン先生：よく考えると、こわい状況がありますね。
ゼン先生

ら。

小越先生：本当だ。その上、NST
に依頼してくるのは、経
小越先生

小越先生：死亡症例が出ないと、なかなか、大問題にはな
小越先生

口摂取ができるようになってから、なんていう話もあった

らないな。

よな。

ゼン先生：そうですね。そういう意味では、今回のウェル
ゼン先生

ゼン先生：だから、経口摂取ができない患者さんをきちん
ゼン先生

ニッケ脳症が訴訟になった、というのは、非常に意味があ

と管理するのが NST だと、
ずっといい続けているんですよ。

りますね。

小越先生：そこに医療安全の考え方を入れなくてはならな
小越先生

小越先生：本当だ。将来というか、近い将来、栄養投与が
小越先生

いのか？

少ないから、栄養管理がまずかったから栄養障害に陥った、

ゼン先生：そうかもしれませんね。医療安全って、栄養管
ゼン先生

これは医療ミスだ、という時が来るんじゃないか？

理より優先されていますし、もっとも大事な分野だと思わ

ゼン先生：可能性はありますね。なんでも医療ミスという
ゼン先生

れていますからね。

のは問題ですが。でも、最低限、ここまではやるべきだ、

小越先生：医療安全として、ちゃんと栄養管理をするよう
小越先生

という基準はありますよね。

にしなければ、ということだな。

小越先生：そうだな。どんな理由があっても、食事がほと
小越先生

ゼン先生：きちんと栄養管理を実施して、ビタミン
B1 不足
ゼン先生

んど食べられない患者に、電解質輸液だけで 2 週間も管理

による乳酸アシドーシスやウェルニッケ脳症を起こさな

して、低栄養状態に陥らせたら、これは、ダメなんじゃな

いようにしなさい。必須脂肪酸欠乏症、亜鉛欠乏症、銅欠

いか？

乏症などを起こさないようにしなさい。

ゼン先生：そう思っているんですけどね。なんでも医療ミ
ゼン先生

小越先生：基本中の基本だな。
小越先生

ス、医療訴訟というのはおかしいんですが、もっと、医療

ゼン先生：高血糖になったのに気付かずに、高血糖高浸透
ゼン先生

としても患者の身になって考える、それは大事だと思いま

圧症候群を起こさないようにしなさい。

す。どう考えても、きちんと栄養管理ができていない症例

小越先生：逆に、低血糖発作を起こさないように、TPN
を
小越先生

が多いですから。

中断する時は投与速度を落として 1 時間ほど様子を見てか

小越先生：増えてはいないだろう。
小越先生

らにしなさい。ちゃんとエネルギー、タンパク質を投与し

ゼン先生：いやあ、増えているんじゃないですか？
ゼン先生

て栄養障害に陥らないようにしなさい、栄養状態を改善し

小越先生：そんなことはないだろう。NST
がこんなに普及
小越先生

なさい、だな。

しているんだから。

ゼン先生：もちろん、カテーテル感染を起こさないように
ゼン先生

ゼン先生：さあ、どうなんでしょうね。NST
がどこまで有
ゼン先生

しなさい、ですね。

効な活動をしているか、ということになりますが。

小越先生：確かに、ずいぶん前だけど、カテーテル感染で
小越先生

小越先生：確かに、NST
があるから栄養管理はちゃんとで
小越先生

も訴訟になっていたな。

きています、ということはできないだろうけど。

ゼン先生：そうです。TPN
だけではなく、PPN でも、です。
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。施設による差はあると思いますよ。

あの訴訟も 1 億 2000 万円の判決でしたね。

小越先生：施設内でも、差があるんじゃないか？
小越先生

小越先生：カンジダによる敗血症で失明した症例も訴訟に
小越先生

ゼン先生：あるでしょうね。主治医により、科により、と
ゼン先生

なっていたな。

いうことかもしれませんが。

ゼン先生：そうでした。誤嚥性肺炎もそうですし、経鼻胃
ゼン先生

小越先生：でも、それはおかしいだろう。NST
って、全科
小越先生

管の気管内誤挿入で経腸栄養剤を注入して死亡した、とい

型で活動していることになっているんだろう？

う症例もありましたね。

ゼン先生：2014
年の調査では、92.7%が全科型で活動して
ゼン先生

小越先生：そうだな。そういう意味でも胃瘻の方が安全な
小越先生

いる、という結果でしたね。

のに、胃瘻は延命治療だから、とか、安らかに死ねないか

小越先生：そうだろう？
小越先生

らよくない、なんてことになっているな。

ゼン先生：でも、NST
加算を取得している施設でも、延べ
ゼン先生

ゼン先生：そうです。安全管理の面から考えると、胃瘻の
ゼン先生

加算取得症例数が 100 人以下の施設が 75%以上でしたから。

方が安全ですよ。

栄養障害症例や、栄養管理をきちんと実施すべき症例で

小越先生：本当だ。安全ということから考えると、こうし
小越先生

NST が関与していない症例は多いと思いますよ。

なければならない、という内容はものすごく多いんだな。

小越先生：なるほど、そうだな、たぶん。
小越先生
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、当たり前ですよ。だから、基本的なこと
ゼン先生

ですが。画一的な栄養管理ではなく、
「一人ひとりについ

だけでも勉強して理解してもらわなくてはならないんで

て、細かい対応をしながら」を優先させたい、それにこだ

す。

わりたいんです。

小越先生：しかし、正しい栄養管理をやる、ということを
小越先生

小越先生：相変わらず融通がきかないやつだな。
小越先生

実践すれば、これらの問題はすべて解決することになるな。

ゼン先生：なんと言われようと、
「一人ひとりにとって最も
ゼン先生

ゼン先生：もちろんです。本当は、有効な栄養管理を実施
ゼン先生

有効な栄養管理をやる、それが本当の安全管理だ」
、そう

する、という観点から栄養管理レベルを上げたいのですが、

したいんですよ。

現状では、安全な管理をする、という観点からの啓発活動
が必要なのかもしれません。今度、阪大の中央クオリティ
マネジメント部の教授になられた、中島教授にもそういう
問題にも興味をもって欲しいと思っています。
小越先生：そうだな。全国的に医療安全の実践内容の一つ
小越先生
として考えてほしいな、オレもそう思う。そういう考え方
がいいんじゃないか？
ゼン先生：でも、そうすると、逆に、画一的な栄養管理に
ゼン先生
なって、個人個人にとって最適な栄養管理を実施しなくな
る問題もあるように思うんですよ。
小越先生：それでも、安全なんだったらいいじゃないか？
小越先生
ゼン先生：うううん、安全であることの重要性を否定する
ゼン先生
つもりはないんですが、本当に有効な栄養管理をしながら、 ↑完全に私のプライベートな写真です。子供のころから一緒に過ご
安全でもある、ということにしたいんですよね、私は。
小越先生：気持ちはわかるけど、現状では、医療安全の面
小越先生
から栄養管理レベルを上げるという考え方も必要かもし
れないな。
ゼン先生：わかってますよ。でも、やっぱり、そこには、
ゼン先生

した、いとこの芳郎が亡くなりました。同い年ですから、61 歳でし
た。頑張り屋でした。真面目でした。くそまじめでした。松山商業
野球部でもがんばりました。ジャイアンツで活躍した西本聖の先輩
で、彼からも慕われていたとのこと。ゴルフのレッスンプロとして
がんばりました。日テレ関連のゴルフ場に勤めていたので、いろい
ろ有名な方と一緒にラウンドして教えたそうです。早すぎるぞ、天
国へ行くのが。でも、がんばりつくしたからな。ご苦労様、芳郎！

少し抵抗したいんです、矛盾しているのはわかっているん

【今回のまとめ】
1. 第 53 回外科代謝栄養学会、東京大学の深柄先生のいろいろな工夫が目立ちました。東大キャ
ンパス内を観光しましたが、やっぱり、東大はすごい。歴史もちゃんと残しています。
2. 栄養管理は、医療安全の中でも非常に重要な部分を占めるはずです。でも、現在は、そこにあ
まり注目されていないように思います。栄養管理は軽視されていると思います。
3. 医療安全というと、だれがやっても問題が起こらないように、ということになり、画一的な栄
養管理内容になってしまうかもしれません。
4. しかし、とんでもなくひどい栄養管理がなくなるという利点はあるでしょう。とんでもない輸
液処方がなくなれば、それはそれでいいことです。
5. しかし、私は一人ひとりにとってベストな栄養管理をしたいと思っています。それが本来の栄
養管理の目的だと思っています。そうすると、安全がついてくるのだと思っています。そのた
養管理の目的だと思っています。そうすると、安全がついてくるのだと思っています。そのた
めには、本物の栄養管理が実施できる Medical Nutritionist が必要です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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