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『半固形状流動食の使い分けは？
胃瘻では高粘度、加水タイプが第一選択でしょう
胃瘻では高粘度、加水タイプが第一選択でしょう』
ょう』
星薬科大学での前期講義が終了しました。6 月 23 日にはニプロ株式会社の松尾くん達に手伝っていただき、輸液器材の
実習を行いました。手の模型に末梢静脈留置針を刺入してみたり、輸液ラインを接続したり、実際にやってもらいました。
そうして 7 月 14 日が 6 回目の講義で、なんとか、無事終了しました。あとは、試験ですが、再試験はしません、と宣言し
てきました。試験はむずかしくない・・・はずです。例年のように、講義のレジメのスライドの隅に試験に出すキーワー
ドを示しておきましたから、勉強すれば、できて当然でしょう。選択講義だということですので、別に、単位がとれなく
ても問題ないのでしょう。今年は、去年や一昨年よりも、講義とは関係なく友達同志で話をしていて、講義を全然聞いて
ない学生が多かったような印象でした。そういう連中は、選択しなければいいのに、と思ったりしました。楽しい内容に
しようと、私なりに努力したのですけどね。秋には大阪薬科大学で臨床栄養の講義をすることになっています。90 分×7
回（同じ内容をさらに 7 回）です。同じ内容を、というのが苦手で、ギャグも 2 回？そんな感じ。大阪薬科大学の学生は、
ちゃんと聞いてくれるのでしょうか。講義を聞かずに、隣と話ばかりしている学生が多いということは、講義が面白くな
いから？かもしれませんよね。そんな雰囲気になったら、どうしよう・・・来年は講師を辞退しよう。
6 月 27 日には、西口くんが中心で活動している、研修医教育セミナー、PEN の会。今回は JCHO 大阪病院の野呂先生が担
当でした。北野病院の佐藤先生（栄養アセスメント）
、野呂先生（静脈栄養）
、大阪労災病院の吉川先生（経腸栄養）が 30
分ずつの講義をされましたが、お上手。非常にわかりやすい講義をしていました。その後、理解度をチェックする試験を
やっていました。用語を記入する問題があり、日本語で書いていたので、
「英語で書けよ。君ら医者やろう。TPN を total
parenteral nutrition と英語で書けんような医者は、情けないぞ」と言いながら見て回ったのですが、正解率の低いこと。
要するに、大学で教えていないということです。卒後 1 年目の研修医が、臨床栄養関連の略語を英語で書けないって、大
学で教えていないことの証明です。ま、教える教官も書け
ないのかもしれませんが。その後、私が CVC、特に PICC に
ついての講義を 30 分ほどやり、それからは PICC のハンズ
オンと症例検討でした。参加した研修医は熱心でした。函
館の岡田先生のご子息、私の胆石の主治医の谷口先生のお
嬢さんが来ていて、次世代になっているんだな、というこ
とを実感しました。
7 月は第 52 回、日本外科代謝栄養学会が東京で開催され
ました。今回は昭和大学小児外科の土岐教授が会長。私は、
1 日目の増本先生のランチョンセミナーの座長の仕事のた
めに出席しました。いろいろ工夫しておられることがよく

なんて思いました。確かに、参加者数を増やそうとすると、

↑星薬科大学の輸液器材についての実習。ニプロ株式会社に、い
ろいろ器材も提供していただき、教えていただきました。何も考
えずに？手の模型にブスッと針を刺入していましたが、現場に出
たら、いろいろ思い出してくれて、役に立つのではないかと期待
しています。針、カテーテル、輸液ライン、ヒューバー針、三方
活栓など、いい勉強だと思っているのですが。

↑PEN の会。結構、熱心に勉強していました。しかし、こういう
ことは、実は、臨床の最初にもっときちんと指導しておかなけれ
ばならないのでしょうね。こういう会に参加していない研修医は、
どこで勉強しているの？ずっとしない・・・？そのために、栄養
がわからない、大変な、困った医師がたくさんいるのです、日本
中に。これからもどうなるんでしょうね。

↑針を刺す方向が違うでしょう？手の末梢から中枢へと刺すんだ
よ。末梢？中枢？その用語自体がわからない。それから、現場へ
出たら、爪に派手な色を塗ってはダメですよ。そのヒューバー針
は 1 本 1000 円もするんだよ。留置針だって 1 本 100 円するんだか
らね。今日の経験は貴重だよ、現場に出ても、こういう実習はま
ず行われないからね。

わかりました。参加者は 600 名を超えた、ということでし
たが、コメディカルセッションや摂食嚥下のセミナーなど
があったためで、医師の参加者数はどうだったんだろう、

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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メディカルスタッフの方々を集めるのがいいのでしょう。しかし、外科代謝栄養学会って、何を目指しているのだろうか、
なんて思ったりしました。その後、札幌で開催された微量元素学会に出席しました。微量元素学会は、大阪大学が伝統的
その後、札幌で開催された微量元素学会に出席しました。微量元素学会は、大阪大学が伝統的
に活躍しているのですが、評議員もいなくなった、ということで、上司の高木先生に頼まれて、私が入会した、というこ
とです。評議員になって最初の学会なので、どうしても出席しなければならなかったのです。私は微量元素の領域の専門
家ではありませんが、参加してみると、なかなか面白い学会で、研究について真摯に議論する、という雰囲気がいいな、
と思いました。来年は、ニプロ株式会社の佐藤さんが会長ですので、何らかのお手伝いをさせていただくことになる
と思いました。来年は、ニプロ株式会社の佐藤さんが会長ですので、何らかのお手伝いをさせていただくことになると思
います。佐藤さんは、エレメンミックの処方決定に大きく関与しておられたのです。
7 月 11 日には第 21 回、関西 PEG・栄養とリハビリ研究会。近畿大学の汐見先生が当番世話人。今回は、リハビリを加え
・栄養とリハビリ研究会。近畿大学の汐見先生が当番世話人。今回は、リハビリを加え
るという名称変更をして、世話人として栄養士さん、摂食嚥下の専門看護師さん、そして、神経内科医としてリハビリテ
変更をして、世話人として栄養士さん、摂食嚥下の専門看護師さん、そして、神経内科医としてリハビリテ
ーションの領域で有名な、兵庫医療大学の野崎教授にも加わっていただきました。野崎先生は私の阪大の同級生です。演
題数は 15 題で、予定時間内に発表を終えることがむずかしいスケジュールでした。特別講演は東大の深柄先生とその野崎
題で、予定時間内に発表を終えることがむずかしいスケジュールでした。特別講演は東大の深柄先生と
先生。学術レベルの高い講演をしていただきました。一般演題の最優秀賞には、大阪大学の森本くんの「経腸栄養カテ

↑外科代謝栄養学会です。左が今回の会長の土岐教授。開会の挨
拶の時、ネクタイをはずして気楽に勉強しましょうと言っておら
れました。その前夜の会長招宴。私のテーブルのえらい方々は全
員、ネクタイと上着着用でした。私だけが気楽、でした。でも、
翌日のランチョンセミナーでは、増本くんがネクタイを締めてく
ると思って私はスーツ＋ネクタイで出かけたのですが、増本くん
はネクタイを締めていませんでした。こんなことで気を遣うこと
自体、時間の無駄ですよね。

↑司会、発表者、きれいに写っている写真だけを出しました。下
段、右から 3 人目の女性は、私が診察に行っている東宝塚さとう
病院の看護師さんで、今回は、胃瘻の有用性について発表しまし
た。いい発表でした。ご苦労さま。

↑第 21 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会です。当番世話人の汐
・栄養とリハビリ研究会です。当番世話人の汐
見先生、特別講演の深柄先生、野崎先生、そして次回当番世話人
の小山先生です。

↑この研究会の懇親会です。右上の、大阪大学の森本くんが最優秀演題に選ばれました。トロフィーを手にしての写真です。真ん中
囲みの方は、今回世話人になっていただいた、摂食嚥下専門看護師さん達です。
は、今回世話人になっていただいた、摂食嚥下専門看護師さん達です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ーテル閉塞予防における重曹の効果」が選ばれました。寂しいことに、今年も参加者数が減ってしまいました。胃瘻バッ
シングのせいでしょうか。来年は草津総合病院の小山先生が当番世話人です。
7 月 13 日には、福井県立病院の栗山とよ子先生に、第 359 回大阪大学臨床栄養カンファレンス（CNC）で講演していた
だきました。私の広報活動が不十分だったため、私が期待したほどの方に来ていただけなかったのですが、本当にいい講
演でした。もったいない！大阪市立総合医療センターの西口くんが来てくれました。なかなか NST 活動がうまくいってい
るという施設はないのですが、福井県立病院は栗山先生の長年のご苦労の成果でしょう、非常にいい活動をしておられま
す。話を聞けば、参考になるな、と実感されると思ったのですけどね。NST に理解のない医師に対しても、不利益を被る
のは患者さんだから、という思いで、あきらめないでその主治医に対応している、ということでした。その熱意、情熱、
気合が大事なんだなあ、と感心しました。
7 月 18 日には、大阪駅のグランフロントのインフュージョンクリニックの開院 5 周年記念の講演会。伊藤院長は私の大
学時代の同級生。ポリクリも一緒でした。西宮市立中央病院院長の根津理一郎先生とのジョイント講演会。極めて珍しい
組み合わせ。私が先に講演するはずだったのですが、JR が台風 11 号の影響で運転中止となっていたのに気づかなかった
ために遅刻、根津先生に先に講演していただきました。講演後は食事会。炎症性腸疾患の患者達は、長いお付き合いの方
が多く、私が HPN を診ながらインフュージョンクリニックで抗 TNTα製剤を投与する、といった関係で共有する情報も多
いため、話がはずみました。
翌 7 月 19 日は、伊丹空港から羽田空港へ飛び、バスで幕張メッセへ。在宅薬学会でのランチョンセミナーのためでした。
日大の林教授に司会をしていただきました。ゆっくり話をする間はなく、終わったらすぐにタクシーに乗り、羽田空港へ
戻り、高松へ飛びました。高松では、足立先生の臨床栄養セミナーが開催されていて、その 1 日目の最後の講義を担当し
ました。と言いましても、いつものように好きなことをしゃべったのです。そう、懇親会には相当力が入っていました。
歌あり、踊りあり、出し物あり、という懇親会。いやあ、本当、気合が入っていました。7 月 22 日は、名古屋大学で PICC
の講演会とハンズオンセミナー。名古屋大学では、まだ、PICC は普及していない、とのこと。司会をしていただいた西脇
教授はちゃんとネクタイをして上着を着ておられたのに、私は、気楽な格好で講演させていただきました。そうして、7
月 25 日は、沖縄で感染対策の講演会が開催される予定でしたが、台風 12 号が沖縄を直撃することになり、中止となりま
した。残念でした。

↑第 359 回、大阪大学 CNC です。福井県立病院の栗山とよ子先生
に、NST についての講演をお願いしました。「名ばかり形だけ！
の NST にしないために ～大規模病院での NST 成功例？～」本当、
いい講演でした。参加者がこのくらい？もったいない！

↑日本在宅薬学会でのランチョンセミナーです。日本大学の林教
授に司会をしていただきました。もちろん、今回も私はクールビ
ズでした。幕張の会場にいたのは、2 時間足らずでした。

↑インフュージョンクリニック開院 5 周年記念講演会の懇親会。
左端は私の大学時代の同級生、このクリニックの伊藤裕章院長。
神戸での JSPEN 学術集会のためになる講演で炎症性腸疾患の講演
をしていただきました。日本で一番多くのクローン病患者に抗 TNT
α抗体による治療を行っておられるのです。今回も、参加した医
師は全員、上着とネクタイでした。私以外です。でも、懇親会の
時にはネクタイをはずされましたよ。

↑足立先生の臨床栄養実践セミナーです。私はこの日の最後の講
演でした。懇親会は、見ておわかりのように、気合が入っていま
した。味の素ニュートリションの伴社長の歌は絶品でした。
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：先生、7
月は講演で忙しくて、落ち着きません
ゼン先生

小越先生：なるほど、そうやって参加者数を増やしている
小越先生

でした。

んだな。

小越先生：そうか。いいことだよ。忙しいうちが花、だか
小越先生

ゼン先生：そうですね。実際に、外科代謝栄養学会の会員
ゼン先生

らな。

である医師の参加者数はどのくらいだったんでしょうね。

ゼン先生：そうですよね。
ゼン先生

企業の方の参加も多いので、医師の参加者数の実数が知り

小越先生：そうだよ。忙しい、忙しいといっている時にこ
小越先生

たいのですが、公表されないのでわかりません。

そ、いい仕事ができるものだよ。

小越先生：もともとは医師だけの学会だからな。そこが大
小越先生

ゼン先生：がんばりますよ。
ゼン先生

事だと、オレも思うな。

小越先生：ところで、JSPEN
の理事から降ろされたのに、
小越先生

ゼン先生：その後、札幌での微量元素学会に行ってきたん
ゼン先生

まだ、講演の依頼はあるのか？

ですが、なかなか、マニアックな学会ですね。岡田正先生

ゼン先生：ありますよ。よく考えたら、JSPEN
の理事でい
ゼン先生

や高木先生が中心的役割を果たしておられた関係で会員

ることって、大したことではないんだな、ということがわ

にならされた、ということなんです。非常に大事な議論が

かりましたし。

されていたと思います。発表も、議論も、理解できない内

小越先生：まあな、そうだと思うよ、俺も。
小越先生

容も多かったんですが、学術的でした。

ゼン先生：理事選でいろいろ、裏工作もあったということ
ゼン先生

小越先生：そうか。学術的か、最近、そういう表現をよく
小越先生

を聞くと、これでよかったんだな、と思います。ご存知の

するな、君は。

ように、私は、こういう裏工作とか、選挙活動とかって、

ゼン先生：確かに、そう思います。なんか、この臨床栄養
ゼン先生

嫌いな人間でしょう？

の領域に、学問がなくなってきているな、と思っています

小越先生：その通りだ。そういうことができない人間だか
小越先生

ので。

らな。いいんじゃないか、これで。

小越先生：俺も同じような感覚は持っている。誰かが、こ
小越先生

ゼン先生：地道に、地道に、自分が何をなすべきか、考え
ゼン先生

れではダメだ、と言わなくてはならないとは思うけど、あ

ながらやりますよ。

まり言うと、嫌われるかもしれないぞ。

小越先生：そっちの方が向いているからな。応援するし。
小越先生

ゼン先生：いいですよ、嫌われても、正しいことを言い続
ゼン先生

ゼン先生：ありがとうございます。
ゼン先生

ける、そっちの方が大事です。

小越先生：外科代謝の方も雰囲気が変わっているらしいな。
小越先生

小越先生：そうすると、人気がなくなって、講演の依頼も
小越先生

ゼン先生：そうですね。今回は、今まで、この学会でお見
ゼン先生

減るけど、いいのか？

かけすることがなかった方々が司会をしたりしていまし

ゼン先生：仕方ないですよ。でも、正しいことをきちんと
ゼン先生

た。メディカルスタッフの方々の参加も多かったようです。

発言する、それを求めている人や企業も多いと思います。
学問ですから。

↑日本微量元素学会学術集会は札幌で、北海道大学で。クラーク、
クラーク、でした。

↑北海道大学の中もクラーク、クラークでした。クラークの胸像、
クラーク会館、クラーク食堂がありました。

↑羊が丘のクラーク像。横から、後ろから、撮影してみました。

↑新渡戸稲造は、北海道農学校の卒業生。クラークには習ってい
ないとのことです。右は有名なポプラ並木。入ってはいけません。
新渡戸稲造は、花巻、盛岡にある像も見ましたから、これで、全
国にある銅像を制覇したかな？
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：そうだな。とにかく、その姿勢を貫け。
小越先生

ゼン先生：そうですよ。辞書ではそうなっています。
ゼン先生

ゼン先生：はい、そうします。そうそう、7
月 25 日は、沖
ゼン先生

小越先生：やっぱり、おかしいと思うな、おれも。
小越先生

縄で感染対策の講演会が開催される予定でしたが、台風 12

ゼン先生：きのこ栽培に使う肥料として「栄養材」は定義
ゼン先生

号が沖縄を直撃することになり、中止となったんですよ。

されていますし、ガーデニングの肥料として「栄養材」と

小越先生：台風だろう？仕方ないよ。
小越先生

いう名称で販売されていますからね。きのこの堆肥の研究

ゼン先生：実は、7
月 16 日にも岡山で講演したのですが、
ゼン先生

会？なんて思う人もいるでしょうね。

この日は台風 11 号が四国に上陸し、夜中に岡山あたりを

小越先生：栄養材の定義なんてあるのか？
小越先生

直撃したんです。私が台風を呼んでいるんじゃないか？な

ゼン先生：ありますよ。食品産業センターのホームページ
ゼン先生

んて言われたりもしましたが。

（http://www.shokusan.or.jp/pdf/nousanjas/3-3.pdf）

小越先生：雨男ではなくて、台風男か？
小越先生

にも掲載されています。

ゼン先生：台風男ですか。そう言われると、昨年も岡山で
ゼン先生

小越先生：そうなのか。今度、ゆっくり見るよ。
小越先生

講演した時に台風が岡山を直撃しました。私の記憶にある

ゼン先生：このくらいにしておきましょう。
「畑にこれだけ
ゼン先生

限りでは、岡山で台風に遭遇したのは 3 回で、千葉でも台

栄養材」とか「畑の栄養材」なんかの肥料の写真を出すと、

風が直撃、そうして、この沖縄。もう 10 年以上になりま

刺激が強すぎますから。

すが、日生病院の海水浴の時も台風 10 号が直撃で大変だ

小越先生：そうだ、そうだ。議論して負かしても、受け入
小越先生

ったという記憶があります。そうそう、昨年の 8 月 9 日、

れる気持ちのない人にとっては、恨みをかうだけだから。

第 1 回血管内留置カテーテル管理研究会も、台風が直撃し

ゼン先生：それって、坂本龍馬のセリフじゃなかったです
ゼン先生

て大変だったのですよね。

か？

小越先生：そうか。そういうことなら、君が台風を呼んで
小越先生

小越先生：そうだったな。
小越先生

いる、のかもしれんなあ。そういうのは、台風男じゃなく

ゼン先生：それは、確かにそうだと、私も思っています。
ゼン先生

て、風雲児と言うんだよ。

小越先生：ところで、その半固形状流動食だが、どういう
小越先生

ゼン先生：風雲児ですか。いいですね、それ。ありがとう
ゼン先生

話にするつもりなんだ？

ございます。

ゼン先生：まずは、経腸栄養剤の歴史、投与経路の歴史に
ゼン先生

小越先生：そうだな。ところで、風雲児くん、今回の話題
小越先生

ついて説明し、なぜ、半固形状流動食が使われるようにな

は何にするつもりなんだ？

ったのか、を解説するつもりです。

ゼン先生：実は、8
月 1 日に JSPEN の北陸支部会の特別講
ゼン先生

小越先生：なるほど。昔は経鼻胃管を用いて、流動食を投
小越先生

演に呼んでいただいていましてね。そこで、半固形状流動

与していた。しかし、詰まりやすいから液体流動食が開発

食について、しゃべろうと準備しているんです。

された、そこから始まるんだろう？

小越先生：半固形？ああ、あれか。栄養材の材という字が
小越先生

ゼン先生：そうです。経鼻胃管は患者にとってつらい、で
ゼン先生

おかしいと主張して、みんなの栄養管理講座の連載中止の

きるだけ細いカテーテルにしたい、そうすると、液体経腸

原因となった、あれか？

栄養剤が必要、ということでさまざまな組成のものが開発

ゼン先生：みな栄養の中止の直接原因ではないでしょうが、

された、ということです。

ま、いろいろ、議論を醸し出してしまったかもしれません。

小越先生：ところが、PEG
という胃瘻造設術が発達し、太
小越先生

小越先生：確かに、おれも、あの材の字はおかしいと思っ
小越先生

いカテーテルを使うことができるようになった。そこに、

ているよ。材って、もともと、丸太や材木という意味と、

胃瘻の問題点に対する対応という課題が生まれ、それに対

「あるものを作るもととなるもの」という意味だろう？

する対策として粘度がついた半固形状流動食が開発され
た、ということだな。

↑北海道の方は、野外でのバーベキューが好きなんですね。あち
こちでバーベキューを楽しんでおられました。この写真は、微量
元素学会学術集会が開かれた建物のすぐ前です。もちろん、北海
道大学のキャンパス内です。おおらか！キャンパス内でバーベキ
ューができるなんて。それだけ、広いってことなんでしょう。大
学としての総合面積は大阪大学の方が広いということですが、吹
田、池田、豊中、箕面、それぞれのキャンパスの合計です。やっ
ぱり、北大は広い！規模が違う、そんな感じがしました。

↑北海道大学は、なぜ、クラーク、クラークなのでしょう。北大
饅頭もありましたし、ゴーフルもありました。左は、ノーベル賞
を受賞された鈴木章先生です。
「精進努力」と書かれた色紙がマグ
ネットになっていたので買いました。クラークの「Boys, Be
ambitious!」の方がかっこいい？実際には、クラークは「Boys, be
ambitious, like this old man」と言われたのだそうです。
「この
老人のように、みんな元気でがんばれ」という軽い激励の言葉だ
った、ということですが・・・。
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：もちろんです。でも、それだけではなくて、胃
ゼン先生

小越先生：何？液体栄養剤症候群？液体栄養剤を使うと、
小越先生

に入れる栄養剤って、液体でなくてもいいだろう、食事と

どの患者にもそういう合併症が起こる、という感じだな。

して考えたら、粘度のついた物の方が、生理的だ、という

ゼン先生：でしょう？そう思いますよね。
ゼン先生

考え方ですよね。

小越先生：そりゃそうだよ。しかし、この名称って、液体
小越先生

小越先生：そうだな。それは、香川の合田先生のアイデア
小越先生

栄養剤を扱っている企業が困っているんじゃないか？

だな。

ゼン先生：実は、そうなんですよね。私も使うべきではな
ゼン先生

ゼン先生：そうです。しかも、ダラダラと注入するんじゃ
ゼン先生

いと言っているんですが。

なくて、結構、短時間で注入することによって、胃の生理

小越先生：合田先生は、この領域では第一人者だし、原点
小越先生

的な運動を引き起こせ、ということです。

となる仕事をしておられるから、誰も文句を言えないんじ

小越先生：なるほど、食事って、結構短時間で食べるもの
小越先生

ゃないか？

な。

ゼン先生：その可能性はあります。確かに、液体栄養剤を
ゼン先生

ゼン先生：コース料理は別ですけど、普通は、何時間もか
ゼン先生

使うから、という発想はわからなくはないんですよ。でも、

けて食事することはありませんよね。

名称が悪い。

小越先生：普通の昼メシや晩飯って、せいぜい
30 分だろ
小越先生

小越先生：そうだな。どうする？
小越先生

う？

ゼン先生：実は、
「液体栄養剤不耐症候群」という名称に
ゼン先生
「液体栄養剤不耐症候群」

ゼン先生：そうです。もっとも昼メシなんて、ラーメンや
ゼン先生

したらいいのではないかと思っているんです。
「乳糖不耐

そば、うどん、カレーなんかだったら、10 分もかかりませ

症」と同じ発想です。英語では、syndrome of intolerance

ん。でも、普通は、NHK の生活白書をみると、1 日の食事

for liquid formula なんですが。

に費やす時間は 1 時間半くらいですから、1 回の食事に費

小越先生：いいんじゃないか。それだと、合田先生も納得
小越先生

やす時間は 30 分くらいとなります。

するんじゃないか？

小越先生：そうだな。とすると、粘度のついた半固形状流
小越先生

ゼン先生：でしょうかねえ。話を戻しましょう、粘度と注
ゼン先生

動食を 30 分ほどで注入したら、生理的な胃の運動だけで

入の仕方についてでした。

なく、それに伴って消化管運動が起こる、ということだな。

小越先生：楽に注入するためには、粘度が低い方がいい、
小越先生

ゼン先生：そうです。問題は、どの程度の粘度が、その生
ゼン先生

だけど、もともとの半固形状流動食を投与する目的はどう

理的な運動を起こすことができるか、ということです。

なるんだ、ということだな。

小越先生：それがわかっていないんだろう？
小越先生
ゼン先生：そうなんですよ。合田先生のデータをみると、
ゼン先生
20,000 mPa・s の粘度があれば、ということです。
小越先生：そうすると、注入がしにくくなるんじゃない
小越先生
か？
ゼン先生：注入はできますが、確かに、現場ではそれが困
ゼン先生
るという意見もあります。それだったら、もっと楽に注入
する方法はないか、ということになります。
小越先生：それだったら液体でいい、ということになるん
小越先生
じゃないか？
ゼン先生：確かにそうなんですが、液体ではダメだから半
ゼン先生
固形にしよう、ということになったんですよね。というこ

↑長野県上田市。上田の駅は、なんとなく、武家屋敷っぽくて、
いい雰囲気。駅前には真田幸村の銅像があります。来年の大河ド
ラマで盛り上がるはずです。しかし、主役は堺雅人・・・イメー
ジが違うんじゃない？なんて思っていますが・・・。

とで、液体栄養剤を投与した症例におこるさまざまな合併
症に対して、合田先生が「液体栄養剤症候群」という名称
で定義してしまっているんですよ。

↑飛行機は快晴で、函館などがきれいに見えました。函館山、函
館湾、函館空港、そして、汐首岬。飛行機から見えた、恵山にも
地球岬にも、私は行ったことがあるのです。この景色の海岸線は、
すべて、ドライブしました。

↑説明不要！草笛の、上左から、並盛り、中盛り、大盛り、です。
400g、1.5 倍、2.5 倍です。並盛りにした方がいいと思います、普
通の方は。中盛りを完食しましたが、途中からは苦痛でした。
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：今は、とろみ状流動食と呼ばれる、粘度が非常
ゼン先生

小越先生：なぜ、医学中央雑誌なんだ？英文論文は検索し
小越先生

に低い製剤を、自然落下法といって、ぶら下げているだけ

なくていいのか？

で注入できる、という製品が流行しているようです。

ゼン先生：半固形状流動食って、日本だけなんですよ、使
ゼン先生

小越先生：自然落下？落下というと、なんか、ものが落ち
小越先生

われているのは。だから、英文論文も、書いているのは日

てくるという感じだから、なんか、おかしいような気がす

本人だけなんです。だから、医学中央雑誌で検索すれば、

るぞ。

ほとんどの論文が網羅できる、ということです。もちろん、

ゼン先生：先生もそう思われますか？
ゼン先生

英語での検索もしていますよ。

小越先生：そりゃそうだろう。落下？落下なあ。何か、ほ
小越先生

小越先生：なるほどな。で、データはあったのか？
小越先生

かにいい表現はないのか？

ゼン先生：実は、この領域の論文数はどんどん減っていま
ゼン先生

ゼン先生：私は、落差注入法
落差注入法という呼称を提唱しているん
ゼン先生
落差注入法

す。

ですよ。

小越先生：なぜ？
小越先生

小越先生：落差を利用して注入する、という意味だな。
小越先生

ゼン先生：わかりません。なんか、半固形状流動食を使う
ゼン先生

ゼン先生：そうです。しかも、勝手に入るんじゃなくて、
ゼン先生

と「いい」という噂で、データがないのに、考え方として

ちゃんと、考えて落差を決め、それによって注入するのに

定着してしまったのかもしれません。エビデンスはないの

要する時間も調整できるじゃないか、という発想なんです

に、なんか、
「いい、有効だ」ということになっているの

けど。

ではないでしょうか。

小越先生：いいんじゃないか、その考え方は。英語では、
小越先生

小越先生：なるほど。日本らしいな。
小越先生

さしずめ drop injection method か？

ゼン先生：確かに、そうなんですが。私、2002
年から 2014
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。drop
には「落差」という意味だけ
ゼン先生

年までの医学中央雑誌で、半固形状流動食に関する発表の

ではなくて、
「液体をたらす、したたらせる」という意味

約 1000 件をチェックしてみたんです。そうすると、一応、

がありますから、いい英語だと思います。

ちゃんとした症例報告や複数症例で検討している論文で

小越先生：しかし、そのとろみ状流動食って、どんな場合
小越先生

検討すると、肺炎や胃食道逆流に対して有効であったと判

に使うんだ？

断されたのは 242 例中 192 例、79.3%でした。もちろん、

ゼン先生：要するに、短時間で、簡単に注入したい、そん
ゼン先生

こういう発表って、結果がよかったから報告するというバ

な場合でしょうね。

イアスがかかっているのですが。

小越先生：それはわかるけど、しかし、いわゆる半固形状
小越先生

小越先生：確かに、そうだ。比較論文はないのか？
小越先生

流動食の目的の、胃の生理的運動を引き起こす、というほ

ゼン先生：私が調べ得た範囲では、
5 論文しかないんです。
ゼン先生

どの粘度ではないよな。

しかも、これらは、使っている製品も違うし、病態も必ず

ゼン先生：そうなんです。半固形状流動食の主な使用目的
ゼン先生

しも統一されてはいないんです。でも、その 5 論文をまと

に、胃食道逆流を防ぐ、というのもありますが、とろみ状

めて検討してみると半固形状流動食を使用した場合の方

流動食程度の低い粘度では、そういう効果もないようです

が肺炎発生頻度が有意に低いということになりました。

し。

小越先生：そうか、有意差ありか。
小越先生

小越先生：ないようです？自信なげな言い方だな。
小越先生

ゼン先生：
ゼン先生 一応、ということになりますが、Fischer’s exact

ゼン先生：本当、その通りなんですよ。どの程度の粘度が
ゼン先生

test で p 値は 0.00198 となりました。

あれば、胃食道逆流を防ぎ、誤嚥性肺炎の発生頻度を下げ

小越先生：それだったら、RCT
ではないけど、半固形状流
小越先生

ることができるのか、そんなデータはないんですから。

動食を使うと、誤嚥性肺炎発生頻度を低下させることがで

小越先生：そうなのか。それは困った。でも、検討はされ
小越先生

きると、言えるんじゃないか？

ているんだろう？

ゼン先生：と思います。フジメディカルから出版した、
「経
ゼン先生

ゼン先生：それがですね、医学中央雑誌で検索をかける
ゼン先生

腸栄養剤の選択とその根拠」という本の中で「半固形状流

と・・・。

動食」の項に書きました。

↑ホテルの窓からの高松港です。いいですね、この雰囲気。どこ
かへ船で行きたかったな。

↑私は、高松には昔からよく行っていました。宇高連絡船の頃も
知っています。駅がものすごく変わっています。うどん県の看板
もありましたので、写真を撮ってきました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第２０回
２０回
小越先生：そのくらいの有意差を出すことができているん
小越先生

ゼン先生：そうですよね。それに、この製品って、粘度が
ゼン先生

だから、そういってもいいと、オレも思うな。

B 型粘度計、20℃、回転数 12rpm で 6500～12500mPa・s と

ゼン先生：でも、どのくらいの方が、この本を買って、半
ゼン先生

なっています。もちろん、粘度測定条件が製品によって違

固形状流動食の項を読んでくれているか、ですけどね。

うので、厳密なことは言えませんが、この粘度で、果たし

小越先生：大勢の方が読んでくれていると、期待しようじ
小越先生

て、本来の半固形状流動食の機能を発揮できるのかどうか

ゃないか。

は、慎重に見ていかないといけないでしょうね。

ゼン先生：そうなんですが、本当、いくらいい論文を書い
ゼン先生

小越先生：そうだな。使い方によっては、問題が起こる可
小越先生

ても、読んでもらわないと、ダメですよね。その上、この

能性もあるからな。

半固形状流動食の領域では論文数や発表数が減っている、

ゼン先生：そう思います。と、いろいろ考えてみたんです
ゼン先生

ということは重大な問題ですよ。

が、今、悩んでいるのは、この講演の結論をどうするか、

小越先生：だけど、半固形状流動食の使用症例は増えてい
小越先生

なんです。

るんだろう？半固形状流動食として、医薬品も発売になっ

小越先生：半固形状流動食を、
積極的に使え、というのか？
小越先生

ただろう？

ゼン先生：胃瘻の場合は、その結論でいいと思っています。

ゼン先生：なっています。
ラコール NF 配合経腸用半固形剤
ゼン先生

やはり、半固形状流動食の「生理的な胃・消化管運動を惹

です。

起する」という機能は、消化・吸収機能を高めるという意

小越先生：ラコール
NF と成分は一緒だよな。
小越先生

味で、非常に重要だと思いますから。

ゼン先生：もちろん一緒です。でも、半固形にするための
ゼン先生

小越先生：だな。経腸栄養法の有効性を高めることができ
小越先生

成分は加わっていますよ。

るんだから、それは重要だ。

小越先生：しかし、よくこの製品を厚生労働省が認可した
小越先生

ゼン先生：でも、それは、胃瘻を用いることによって実現
ゼン先生

な。

できる、という原点を忘れてはいけないと思うんです。実

ゼン先生：そうですよね。だって、半固形にしたら、どん
ゼン先生

際、マーメッドやハイネイーゲルという製品は、
「経鼻胃

な効果があるのか、きちんとしたデータとはなっていない

管で投与できる液状ではあるが、胃内の pH で半固形状に

んですから。

なる」という謳い文句で販売されているのです。しかし対

小越先生：確かに、そういう考え方もできるな。
小越先生

象となっている患者達は、高齢者だから胃内の pH が必要

ゼン先生：単なる剤形変更、として考えたらいい、という
ゼン先生

なほど低くないし、H2-blocker が使われている患者も多い

意見もあります。

ので、十分に半固形化していない場合が多いようです。そ

小越先生：なるほど、そういう考え方か。
小越先生

れに、本当に半固形状流動食と呼べる粘度になっているの

ゼン先生：でもね、先生。投与方法とか投与時間とか、こ
ゼン先生

か、検証もされていませんからね。

の領域では非常に重要ですよね。

小越先生：なるほど、そういう問題もあるのか。
小越先生

小越先生：もちろんだよ。投与時間は非常に重要だと思う
小越先生

ゼン先生：仮に、百歩譲って、これらの製品が胃内で十分
ゼン先生

ぞ。

な粘度に変化するとしても、それを受け入れると、本来は

ゼン先生：
ゼン先生 「投与時間は 100g 当たり 2～3 分とし、1 回の最

胃瘻を用いるべき患者が、経鼻胃管で管理されることにな

大投与量は 600g」となっているんですが、その根拠となる

って、患者が苦労することになってしまうんです。そうい

引用文献が愛媛医学に掲載されている、会議録なんですよ

うことも考えるべきだと思います。

ね。

小越先生：そうだな。胃瘻バッシングを受け入れることに
小越先生

小越先生：会議録？原著論文ではないのか？
小越先生

なってしまうな。

ゼン先生：第
3 回愛媛 NST 研究会の抄録なんですよ。それ
ゼン先生

ゼン先生：でしょう？だから、原点に戻って、半固形状流
ゼン先生

が引用文献になっていて、しかも、これは 1 例報告なんで

動食の意義を考えなければならないと思うんです。そうい

す。
小越先生：へええ、それで最大投与量は
600g までとしな
小越先生
さい、ということになっているのか。驚きだ。
ゼン先生：きちんとした論文がないから、仕方ない、とい
ゼン先生
うことになるのかもしれませんが・・・。
小越先生：そうかもしれないが、薬として認可するのに、
小越先生
そういう状況は、かなりあぶないな。
ゼン先生：そう思います。問題は、そういうことも考えな
ゼン先生
くなっているという、この臨床栄養の領域ですけどね。
小越先生：まあな。半固形状流動食を、医薬品として処方
小越先生
できたら、患者の経済的な負担が軽減されている、という
意義は重要だと思うけど、ちょっと寂しいものがあるな。

↑名古屋大学での PICC 講演会。麻酔科の西脇教授はちゃんと上着
とネクタイ姿なのですが、私は、相変わらずの気楽な服装。夏で
すから、暑いですから、日本は亜熱帯ですから、熱い講演をしま
すから・・・いろいろ言い訳？ではありませんよ。
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
・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第２０回
２０回
うことで、いろいろ考えています。ま、本番までにはなん

小越先生：しかし、いい加減なことは言うなよ。そこが講
小越先生

とかするつもりです。

演では一番大事なんだからな。

小越先生：今までだって、いろいろ、悩みながらなんとか
小越先生

ゼン先生：ありがとうございます。肝に銘じて、ちゃんと
ゼン先生

してきたんだろう？

した講演をしてきます。

ゼン先生：もちろんです。だから、なんとかします。
ゼン先生

↑私が岡山で講演していた 7 月 17 日の夜、台風 11 号は四国の室戸岬に上陸し、翌 18 日の午前 6 時に岡山県倉敷市付近に再上陸しまし
た。私が沖縄で講演する予定だった 7 月 25 日の午後には台風 12 号が沖縄を直撃するとの予報であったため、講演は中止になりました。
11 号は、普通は沖縄へ向かうでしょう。12 号は、11 号が岡山を直撃したのだから、同じように岡山へ来たらよかったのでは？なぜ、11
号は私が講演した岡山へ向い、12 号は私が講演する予定だった沖縄へ向かった？風雲児！！

【今回のまとめ】
1. 7 月 16 日の岡山での講演は、台風が直撃しましたが、ちゃんと講演できました。7
日の岡山での講演は、台風が直撃しましたが、ちゃんと講演できました。7 月 25 日の
沖縄での講演は、台風 12 号のために中止となりました。私が台風を呼んでいる？そんなこと
はないと思いますが、そうだとしたら、私は風雲児？
2. 半固形状流動食の本当の意義は、食塊として胃を刺激することにより、生理的な胃運動、ひい
ては消化管機能を回復・維持することになるはずです。
3. そのためには、食事程度の粘度が必要で、現段階では製品として存在している 20000mPa・
20000mPa・s
以上といっておくべきなのではないでしょうか。
4. 医中誌に発表された論文をまとめてみると、半固形状流動食は誤嚥性肺炎発生頻度を低下させ
ることができる、といえるのではないでしょうか。
5. 安定した状態の、胃瘻を用いて経腸栄養を行う症例に対しては、高粘度、加水タイプの半固形
状流動食が第一選択となる、私はそう考えてもいいと思っています。
状流動食が第一選択となる、私はそう考えてもいいと思っています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

9

