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『食べられない患者に 1 週間も糖電解質輸液だけしか投与しない？
それは犯罪に近いと思います』
いやあ 10 月が終わります。本当、どうしたものでしょ
うか。この月日の流れの速さ。どうしようもない、という
感じ。もう忘年会の準備をしています。
10 月 1 日の最初の用事は、第一外科の先輩、北村惣一郎
先生の日本学士院賞受賞記念祝賀会でした。私のような
下々の者にはその価値もわからないような、高いレベルで
の受賞だそうです。知る人ぞ知る、ということでしょう。
PEG 在宅医療学会でいただいた、2017 年度の優秀論文賞な
んて、比較にならないものだし、リーダーズの岡田正メモ
リアルレクチャーの楯なんて、比較にならないようなもの
だとは思いますが、でも、うれしいものです。第 2 回のリ
ーダーズの岡田正メモリアルレクチャーの西口先生は、心
から喜んでいると思います。そういうものの価値って、受
け取る人の気持ち次第、なんだと思います。小さな幸せで

↑北村惣一郎先生の日本学士院賞受賞記念祝賀会です。発起人は、
有名な大阪大学心臓血管外科の澤芳樹教授です。挨拶は、日本学士
院会員の、大阪大学名誉教授、元大阪大学総長、文化功労者、文化
勲章・・・の岸本忠三先生（右上）と、日本学士院会員の、大阪大
学教授、紫綬褒章、文化功労者、ロベルトコッホ賞・・・などの審
良静男先生（右下）でした。左下は、私の尊敬する川島康生先生で
す。

いい、そう思っています。
10 月 5 日には、アボットジャパンのウェブ講演会で、エネーボを中心とした経腸栄養の話をしました。大阪支店で 10
人ほどを前にして講演し、それが、ネットで配信されたのだそうです。エネーボは、2014 年に発売された、15 年ぶりの新
規経腸栄養剤。それまでの医薬品経腸栄養剤に比べると、成分としては格段に優れているのに（特に微量元素）、薬価の問
題でアボットジャパンとしても、積極的に売り込めないのだそうです。なぜ、こんなに低い薬価をつけられたのでしょう
か。それなら、もっと薬価を上げてもらって、優れた経腸栄養剤を使ってもらうようにしてほしいものです。そういえば、
ラコール半固形剤は、発売後 1 年しか経過していないのに、薬価が 3 割も上がったのです。こういう例があるのですから、
エネーボも薬価を上げてもらい、優れた経腸栄養剤が普及しやすいようにしていただきたいものです。それによる患者さ
んへのメリットは大きいのですから。治験の医学専門家であった者としては、そういう思いでいるのです。抗悪性腫瘍剤
や C 型肝炎の薬剤に比べたら、経腸栄養剤なんて安いものですよ。
10 月 14 日には西奈良地域医療連携勉強会が奈良で開催されました。西奈良中央病院の主催でした。100 人ほどの参加者
だったとのこと。私は、地域医療連携勉強会なのだから在宅医療の話を、と考えて「本気の在宅栄養療法を実現するため
に」という講演をしました。でも、会の意図は、NST の話だったとのことで、ちょっとずれた講演だったのかもしれませ
ん。私の紹介も『NST で有名な・・・』だったの
ですが、『NST というより栄養管理の中身で有名
な・・・と言ってほしかったのですが』なんて
いう自己紹介から話を始めました。実際、そう
なのだと思って活動しています。松末先生が来
ておられ、懇親会と、それが終わってからも、
いろいろ話をさせていただきました。非常にい
い時間でした。残念、西奈良中央病院の方々や、
講演を聞きに来ていただいた方々との写真を撮
るのを忘れました。その夜は奈良ロイヤルホテ
ルに宿泊し、のんびりしました。

↑初めて、日本で一番高いビル、アベノハルカスの展望台へ行きました。景色
は抜群でした。写真を撮ってもらったのですが、1200 円。ハッピーハロウィー
ンということでしたが、ふつうの写真でよかったのに。この日は、高木先生の
復活食事会だったのです。金先生、根津先生とともに食事をおごってもらいま
した、いつものように。昨年の 10 月 18 日に、がんばって治療を受けてくださ
いということで高木先生に食事をおごり、次は元気になっておごってね、とい
うことだったのです。うれしい食事会でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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21 日には、広島での日本摂食障害学会に行きました。
神経性食思不振症症例における栄養管理が、専門家の方々
によってどのように行われているのか、それが知りたかっ
たのです。いいヒントが得られました。しかし、ちょうど、
台風 22 号が日本を直撃。早めに切り上げて帰阪しました。
翌月曜日は、富山県立中央病院での講演。台風？過ぎたん
だから、と安心していたら、北陸本線の「特急サンダーバ
ード」が運行中止。え？どうやって行く？米原経由で「特
急しらさぎ」で行けばいいんじゃない？え？「しらさぎ」

↑富山県立中央病院の方々との懇親会での写真です。みなさん、

も運休。え？どうやって行く？富山県立中央病院の松村さ

熱心に栄養管理に取り組んでおられることがわかりました。大きな
病院なので、なかなか思うようにいかないこともあるようですが、
がんばってください。本当、いろいろお気遣い、ありがとうござい
ました。

んと坂本さんからはお待ちしておりますのメール。どうし
よう？そうだ、東京経由で北陸新幹線で富山へ行けばいい。
しかし、台風の後の電車の遅れなどもあって、大学を出て
から富山県立中央病院まで 8 時間かかりました。講演は
17 時半開始。坂本さんに迎えに来てもらっていなかった
ら、きっと遅刻だったと思います。病院に着いたのは 17
時 20 分くらいでした。講演のテーマは『急性期にこそ実
施すべき栄養管理』でした。のびのびしゃべらせていただ
きました。懇親会でも非常に楽しい時間を過ごさせていた
だきました。ありがとうございました。また呼んでくださ
い。ほたるいかミュージアムや立山、黒部に行きたいので
す。富山って、たくさん観光するところがありますからね。
27 日には長崎へ。第 60 回日本感染症学会

中日本地方

↑富山城と、富山の売薬を始めたお殿様です。富山の売薬は江戸
時代からなのですね。延々と続く伝統、すごいことです。

会学術集会でのランチョンセミナーのためでした。早く長
崎入りしたけど、仕事は翌 28 日の昼。時間たっぷり、と
いうことで、レンタカーを借りて長崎の端へ行きました。
しかし、長崎の市内の運転は大変でした。狭いし、坂道だ
し、一方通行だし、まっすぐな道は少ないし、駐車場はな
いし、市内電車が走っているし・・・。翌日は歩き回りま
した、しかも、雨の中を。風頭公園の龍馬像を見て、亀山
社中記念館へ行き、講演会場まで歩きました。風頭公園ま
では、ずっと上り坂。まっすぐ行けたら近いのに、相当遠
回りの道。汗だく。15000 歩歩いたので、1 歩が約 70cm

↑長崎の端、野母半島です。先端にある展望台まで行きました。
本当に「物好き」な人間ですよね。

↑軍艦島には行きませんでしたが、軍艦島が見えるところへ行き ↑伊王島です。長崎の、ここも「端」ですね。ここへ行く道は、
ましたので、写真を撮影しました。資料館にも行きまして、解説ビ
デオを見ました。よく考えると、確かにすごいことですね。世界遺
産となる価値があることを実感しました。歴史を感じました。軍艦
に見えるということで軍艦島と呼ばれるようになったのですが、ど
の写真が一番軍艦に見えるのでしょうかねえ。本来の島の名前は端
島です。

カーナビの案内が非常に細い道を通るように、ということだったの
です。すれ違うことができない細い道を通らされました。対向車、
来るなよ、来るなよ、という思いで運転しました。伊王島からの景
色は抜群でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座

第４７回

とすると 10km ほど歩いたことになります。汗だ
くの上、雨でびしょ濡れ。講演は大丈夫？そんな
感じもしましたが、大丈夫だったと思います。
『血
管内留置カテーテルの適切な管理』と題して、静
脈栄養を知らずにカテーテル管理を語れるはず
がない、という雰囲気の講演をしてきました。配
布資料は、講演の内容を○×で答えてもらうとい
うスタイルにしてみたのですが、結構、評判はよ
かったようです。きっと、これも『マネされる』
と思います。なんでもマネされますから。講演の
前振りに、講演と関係がないような話題を取り上
げるスタイルも、実は、私がオリジナルなのです。
ほとんどの方の講演スタイルとして定着してい
ますよね。まあ、マネをしていただけるというの

↑日本感染症学会中日本地方会学術集会でのランチョンセミナーです。3 つ
の学会の同時開催だし、金沢の飯沼先生が会長の学会がなぜ長崎で？と思いま
したが、とにかく、長崎へ行くことができてよかったです。呼んでいただき、
ありがとうございました。

は、その方法が認められているということなのですから。そういえば、リーダーズと JAN-VIC で、きちんと時間をとって
『企業プレゼンをする』ようにしているのも、どこかの研究会がマネしているようです。節操がない、なんてことは言い
ません。私のアイデアがすばらしい、と認めてくれているのですからね。でも、協力してくださっている企業の方に対す
る私の思いとは違う狙いなのでしょうね、きっと。

↑長崎みなとメディカルセンターの樋口くんと、長崎大学 NST、
救命救急センターの山野先生です。写真を撮る場所が悪かったな、
と思いました。非常に楽しい食事会でした。

↑亀山社中記念館に行き、龍馬のブーツ像へ行きました。大雨で
したので、ブーツの中へ足を入れて立つことはできませんでした。
ま、ここにも何回も来ていますのでね。

↑亀山社中記念館も、もう、何回目でしょうか。今回は、新しい
アイデアとして、海援隊の名簿に自分の名前を書いて、仲間とし
て一緒に写真を撮ることができるようになっていました。ミーハ
ーなので、やはり、この写真も撮らないといけないでしょう？

↑坂本龍馬の写真など、です。右の写真が、一番好きです。「世
の人は我を何とも言わば言え。我なすことは我のみぞ知る」いい
ですね。今年は龍馬没後 150 年だということです。近江屋事件は
慶応 3 年 11 月 15 日（1967 年 12 月 10 日）です。それにしても、
生まれたのが天保 6 年の 11 月 15 日、亡くなったのが慶応 3 年の
11 月 15 日と、うまくできていますよね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、この季節に、台風が二つも来ましたよ。

ゼン先生：千里中央駅から北大阪急行に乗ったら、スムーズに

小越先生：そうだな。本当に変な気候だ。台風の後、北海道で

行けたはずなんですよ。JR のほうが安いから、ということで

は雪が降ったそうだし。

JR を使っているんですけどね。失敗でした。

ゼン先生：そうですよね。地球温暖化の影響だということです

小越先生：そんなところでケチるなよな。

ね。

ゼン先生：はは、すみません。100 円以上違いますからね。

小越先生：もちろんだよ。しかし、アメリカのトランプ大統領

小越先生：富山には間に合ったのか？

はそれを否定している。アメリカって、本当、何を考えている

ゼン先生：なんとか、というところでした。大学の研究室を出

んだろう。

たのが朝の 9 時半で、富山県立中央病院に着いたのは 17 時半

ゼン先生：本当に。そもそもトランプを大統領に選んだ国なん

ちょっと前、でした。本当に、ギリギリでした。

ですからね。アメリカ全体に責任があることになりますよ。

小越先生：間に合ってよかったな。ところで、その富山では何

小越先生：日本の政治も同じようなものなんじゃないか？

をしゃべったんだ？

ゼン先生：そうですよね。今回の衆議院議員選挙。日本らしい、

ゼン先生：急性期病院では「在院日数が短いので、栄養管理を

ということなんでしょうね。

やる時間がない」、という話をよく聞くけど、それおかしい、

小越先生：ははは。まあ、政治に余計なことを言っても意味が

という話をしました。

ないから、このくらいにしておこう。ところで、今回は、台風

小越先生：急性期病院の平均入院期間は、長くても 2 週間程度

の被害にあわなかったのか？

になっているんだろう。2 週間栄養管理をやっても、意味がな

ゼン先生：大きな影響は受けませんでした。台風 21 号の時は広

い、という考え方があるらしいな。

島にいたのですが、早めに大阪へ戻りました。22 号の時は、予

ゼン先生：そうです。退院したら飯食うんだから、という考え

定を変更することはありませんでした。でも、21 号は、台風が

方の医師が多くなっていますね。ソリタ T3 号で 1 週間、とい

過ぎた後、移動で疲れました。

う患者さんがたくさんいますよね、多くの病院では。食事もほ

小越先生：列車が止まったりしたのか？

とんど食べていないのに。

ゼン先生：そうです。富山へ行くのに、北陸本線が不通だった

小越先生：そういう管理が多くなっているという話はよく聞く

ので、東京経由の北陸新幹線で行きました。

な。それに対して、どういう解説をしたんだ？

小越先生：ものすごい遠回りだな。

ゼン先生：ソリタ T3 号だけで 1 週間も管理すると、栄養障害

ゼン先生：本当にそうです。新大阪駅へ行ったんですけどね。
バスで JR 茨木駅へ行って、そこから新大阪駅へ快速電車で行
こうとしたのですが、これが、台風の影響で遅れて、10 分もか
からない距離なのに 1 時間ほどかかりました。
小越先生：それは大変だったな。

↑カーブミラーも、風で引っこ抜かれたのでしょう。道路の反対側まで
吹っ飛んだようです。アスファルトの道路に、カーブミラーの支柱が抜
けた穴がありました。

↑台風 21 号で、阪大キャンパス内の大きな木が倒れていました。根か
ら抜けていました。2 本も。完全に道路がふさがれていました。

↑大阪から富山への長旅。駅弁を 2 個も食べてしまいました。「峠の釜
めし」と「はらこ弁当」。どちらも完食。8 時間の列車旅行なんだから、
何か、思い出を作りたいでしょう？しかし、その思い出作りが弁当を 2
個食べる？いいんじゃないでしょうかねえ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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患者を作っていることになる、という内容です。

の術後代謝研究会なんかは、そういう議論をどんどんやったも

小越先生： ふつうに考えたらそうなるだろう。

のだよ。

ゼン先生：しかし、そういう認識がないんですよ。そこが問題

ゼン先生：みなさん、そういう患者さんにどうやって栄養管理

だと思います。

をしたらいいのか、真剣に考えておられたんですよね。

小越先生：なるほどなあ。ソリタ T3 号でとりあえず輸液して

小越先生：そのとおりだ。それなのに、今の状況はどうなって

おいたらいい、そんな認識なんだな。

いるんだ、と言いたい。

ゼン先生：しかし、ソリタ T3 号が維持輸液としてのオリジナ

ゼン先生：そう思います。それからですね、一旦栄養障害に陥

ルだということを知らない医師も増えていますよね。ソルデム

らせると、それを回復させるのに何倍もの時間がかかる、とい

3A のほうが名前としてもよく知られていて、ジェネリックだと

う話もしました。

いうことも知らないんだと思います。

小越先生：大事なことだ。1 週間で 1kg の筋肉を失うことは簡

小越先生：そうか。オレが開発に関与した KN シリーズはオリ

単だけど、1kg の筋肉を身体に作らせるには、何倍もの時間が

ジナルだけど、KN が中山恒明のイニシャルだということなん

必要だ。結局は失ったまま、ということもあるんだからな。

て、本当に知らないんだろうな。

ゼン先生：その話は、むかーしですが、千葉大学の第一外科の

ゼン先生：その話は難しいと思います。販売している大塚製薬

真島先生が、ステーキ肉の写真で説明しておられたように記憶

工場の MR だって、知らない人が多いんじゃないでしょうか。

しているんです。

小越先生：でも、この話は君がどこかで話したって言ってただ

小越先生：そうだったな。真島先生か。えらく懐かしい名前を

ろう？

出してくるじゃないか。

ゼン先生：確かに。

ゼン先生：あの頃の千葉大学は、先生達の第二外科と、真島先

小越先生：とにかく、君が言いたいのは、ソリタ T3 号やソル

生や田代先生の第一外科と、ものすごく活発に研究もしておら

デム 3A 輸液を使っていても、その中身を理解せずに使ってい

れたでしょう？

る、ということなんだな。本当か？

小越先生：そうだな。その時のステーキ肉か。なるほど。

ゼン先生：本当ですよ。ソリタ T3 号 500mL のエネルギー量は
86kcal です。これを 3 本投与すると 258kcal です。
「チンして食
べる米飯」180g が 250kcal なんですよね。
小越先生：そうだな。1 膳のごはんは 230kcal 程度だろう？そう
覚えているんだよ。
ゼン先生：私の好きな「ふりかけ」のエネルギー量が大体 10kcal
なんです。やっぱり、「のりたま」ですよね。
小越先生：エイトマンの「のりたま」か？古いな。オレは「海
苔かつを」のほうが好きだ。
ゼン先生：
「のりたま」も「海苔かつを」もエネルギー量はほぼ
同じなので、しょうもない議論はやめましょう。
小越先生：そうだな。とにかく、ソリタ T3 号 1500mL で管理
するということは、ふりかけご飯 1 膳で生きているようなもん
だ、という説明をしたんだな。
ゼン先生：そうなんです。これを 1 週間もやれば、確実に栄養

↑滝廉太郎が小学生の時に富山で暮らしたことの証拠です。富山県中病
院の方々、このラーメン屋の前にこの像があることは知っておられまし
たが、これが滝廉太郎だとは知らなかったようです。滝廉太郎の荒城の
月のイメージは富山城？

障害に陥らせる、ということです。食べられない患者に 1 週間、
ソリタ T3 号 1500mL の点滴しかしないことは、意図的に患者
を栄養障害に陥らせていることになる、意図していないとは思
うが、これは、ある意味、犯罪、あるいは医療ミス、なんてこ
とまで言いました。
小越先生：正論ではあるけど、ちょっときつい表現かもしれな
いな。
ゼン先生：もちろん、不可避窒素損失の話もしましたよ。1 週
間で約 1kg の筋肉を失うことになる、です。
小越先生：考えたら、当たり前のことなんだよな。アミノ酸を
投与しなかったら、どんどんたんぱく質を喪失してしまうんだ
よ。どうしてそういう考え方をしないんだろうな。
ゼン先生：本当にそうですよね。
小越先生：むかーし、TPN が開発されていない時は、そういう
研究がどんどん行われたんだけどな。外科代謝栄養学会の前身

↑富山城から富山駅へ歩く途中で見つけたノーベル街道の案内板。ノー
ベル賞を受賞した方々が、この街道沿いで育った、ということでノーベ
ル街道という名前がついているとのこと。優秀な方がたくさん生まれて
いるのですね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：私も、そのステーキ肉を使って、これだけの筋肉が

ゼン先生：え？そうですか？きつい表現ですか？

1 週間で失われるんですよ、という説明をしました。

小越先生：きついだろう。そうは思わないのか？

小越先生：そういう、視覚に訴えるのは、非常に有効だと思う

ゼン先生：いやあ、一応、気を使って表現したつもりなんです

な。わかってくれただろうか。

が。

ゼン先生：講演を聞いてくれた方は、それなりにわかってくれ

小越先生：そこがダメなんだよ。厳しすぎて、君から離れてい

たと思うんですよ。しかし、こういう話は、「栄養の講演」を

く人間もいるのじゃないか？

聞く気がない方達に聞いてほしいんですよね。

ゼン先生：言われてみれば、そうかもしれません。何人か、離

小越先生：そうなんだよ。栄養の講演を聞きに来てくれない人

れていったように思いますから。

たちに聞いてほしいんだな。

小越先生：しかしな、君の態度に裏表がないことを理解して、

ゼン先生：本当、そうなんですよ。真剣に栄養を考えている人

厳しい表現ではあっても正しいことを言っているということ

は、みんな、そう思っていると思います。実は、この間、長崎

を理解してくれている人が周りには残ってくれているんだと

へ講演に行った時、長崎みなとメディカルセンター薬剤部の樋

思うよ。そこは理解しないといけないよ。

口くんと食事をしたんですけどね。
小越先生：へええ、薬剤師とか？
ゼン先生；ええ。非常に期待している薬剤師なんですよ。その
樋口くんも、この臨床栄養の領域のことでいろいろ悩んでいま
してね。
小越先生：まあ、そうだろう、みんな、悩んでいるよ。
ゼン先生：いろいろ話もしたんですが、やはり、いくら栄養が
大事だという話をしても、本当に聞いてほしい人が聞きに来て
くれない、それが問題だ、と言っていましたが、そうですよね。
小越先生：本当にそうだな。オレもそう思う。
ゼン先生：栄養に関する講演は、栄養に関係ないと思っている
人が集まる場でやらないと効果が出ないんでしょうね。
小越先生：確かにそうだな。現状は、栄養に興味がある人が集
まる場で栄養に関する講演会が開催されているけど、それでは

↑長崎へ行く飛行機から撮影した明石大橋です。こんなりっぱな橋を
つくる技術は、すごいですね。

ダメなのかもしれないな。
ゼン先生：最近は、感染関連の講演に呼ばれることが多いので
すが、可能な限り、栄養と絡めた講演をするようにしています。
小越先生：それは大事なことだと思うよ。
ゼン先生：これも別の話なんですが。感染管理認定看護師さん
からのメールで「脂肪乳剤の件で、先日勉強したことがありま
す。感染管理認定看護師を対象とした研修会で、栄養管理と感
染予防に関する講義がありました。その中で、脂肪乳剤を使う
と肝障害がでると世間では言われているけど、本当は違う。投
与の仕方に問題がある。ゆっくり投与、体重÷2／時間のスピー
ドで落とす、ということを言われました。初耳でした。臨床で
はそんなにゆっくり落としてないと思います。よい話を聞いた
と思い、早速スタッフへ伝達しようとしているところです。」
ということだったのです。
小越先生：へええ。脂肪乳剤の投与速度について、初耳だった

↑リンゲル液のシドニー・リンガーの弟、フレデリック・リンガーは、
ちゃんぽんのリンガーハットにも名前を残しているけど、日本最初のテ
ニスコートを作り、アスファルト道路を作った、という功績を残してい
るのですね。

ということか。
ゼン先生：そうなんですよね。それに対して「脂肪乳剤の件で
すが、私としては、少々驚きです。こういう話は、常識だと思
っています。感染の方々は、もっと輸液内容などについての知
識も必要だと、いつも言っているのです。逆に、NST の方々は
感染についての知識が不足しているし、現在は、静脈栄養に関
する知識も不足しています。大きな問題が山積しているように
思います。それを打破したいのです。」と返事したのです。
小越先生：なるほど。ちょっと厳しすぎるような言い方だけど
な。その看護師さんは傷ついたのと違うか？

↑グラバー園です。西洋料理発祥の碑もありました。ハートストーンも、
今回も 2 個とも見つけました。
第 3 のハートストーンがあることを知り、
探したら、売店にありました。3 つも見つけたらいいことがある？
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：ありがとうございます。そのあたりは、わかってい

ゼン先生：私もそう思うのですが。とにかく、ピンと来ないよ

るつもりです。

うです。どうしたらいいんでしょうか。

小越先生：まあ、そういうことだ。表現がきついから、という

小越先生：そこに ICT や NST が入ってこないといけないんだ

ことで離れていった人間は、たぶん、何か甘い汁を吸いたい、

ろうよ。

というような感じで研究会なんかに来ていたんだと思うよ。本

ゼン先生：ここんとこ、カテーテル感染の話をするとき、感染

当のところはわかっていないんだろうから、あまり、深く考え

管理と栄養管理、どちらが大事？という話をしているんですよ。

なくていいと思うよ。

小越先生：両方とも大事だよ。

ゼン先生：ありがとうございます。それなりに気を付けるよう

ゼン先生：もちろんです。でも、今は、感染のほうが大事、と

にします。

いうことなんです。院内でも ICT のほうが NST よりも力を持

小越先生：それにしても、君の言っていることは確かに正論だ

っているようですから。

よ。感染管理専門看護師が、脂肪乳剤の投与について、その程

小越先生：確かに、そうかもな。大学だって、感染症の教授は

度の知識しかなかった、というのは、やはり、大事な問題だな。

たくさんいるけど、正式な臨床栄養学の教授っていないだろ

ゼン先生：まあそうなんでしょう。でも、この方はそれに気づ

う？

かれたので、これから勉強されると思います。

ゼン先生：そこは大きな違いでしょうね。しかし、それはそれ

小越先生：もちろんだよ。感染管理専門看護師仲間に、そうい

として、現場では PPN 輸液を使うと感染しやすい、という問題

う考え方を広げてもらうと、それはそれで大きな意味があるん

に対して、どう対応するか？なんですが。

だよ。

小越先生：きちんと感染対策を講じながら PPN を実施する、だ

ゼン先生：しかし、それに対して、NST が何も言っていないこ

ろう？

とも問題だと思ったんですけどね。

ゼン先生：理想は、ということですね。

小越先生：「臨床ではそんなにゆっくりとは落としていないと

小越先生：理想じゃないよ。本来は、でもないよ。当然のこと

思います」という部分だろう？

だ。

ゼン先生：そうなんです。脂肪乳剤の必要性や適正投与速度に

ゼン先生：違うんですよ。一番の有効な対策は、PPN 輸液は使

ついては、NST が教育していかないといけないんですが。

わないようにしよう、なんです。

小越先生：本当にそうだな。特に、静脈栄養に関する医療者全
体のレベル低下が著しい、NST もこの点ではきちんと活動でき
ていない、ということの一端を示しているんだろうな。
ゼン先生：そうですね。長崎では、ランチョンセミナーの座長
をしていただいた、金沢医大の飯沼教授ともいろいろ話をした
んです。
小越先生：飯沼教授は、確か、君の師匠の武澤先生と一緒に仕
事をしていた頃からのおつきあいだったな。
ゼン先生：そうなんです。JAN-VIC でも世話人になっていただ
いています。その飯沼先生が、PPN に伴うカテーテル感染が増
えている、という話をされたんです。
小越先生：その話は、ずいぶん前から問題になっていて、君も、
あちこちで警鐘を鳴らすような講演をしているんじゃなかっ
たのか？
ゼン先生：そうなんです。輸液そのものの性質を理解して使用

↑ヨハネパウロ 2 世が日本へ来たことは知りませんでした。1981 年に
広島と長崎を訪問したということです。左端は、グラバー園への道にあ
る『ボウリング日本発祥の地』の記念碑です。

する必要がある、ということです。
小越先生：だろう？輸液が汚染すると菌が増殖しやすいという
話は、知られていないということだな。
ゼン先生：そうなんですよ。その上、そういう説明をしても、
主治医たちは、ふううん、という感じで、あまりピンと来てい
ないようだ、と言っておられました。
小越先生：ピンと来ていない？それは大変だ。輸液の汚染に気
をつけなくては大変なことになりますね、なんていう話にはな
らないのか？
ゼン先生：どうも、ならないようです。
小越先生：それは困ったな。PPN を使って感染率が高くなった
のなら、どうすればいいのか、それを考えないといけないだろ

↑長崎観光の最後は、出島でした。雨でしたので、ゆっくり観光するこ
とはできませんでしたが・・・。

う。当然のことだと思うけどな。
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：うううん、なるほど、というべきかな。

ゼン先生：PPN 輸液を 1500mL、20%脂肪乳剤を少なくとも 100mL

ゼン先生：そこで、なるほど、では困るんですよ、先生。

を併用する、という処方でしょうか。

小越先生：わかっているよ。PPN 輸液を使わないことが本当の

小越先生：その処方だと、アミノ酸として 30g、エネルギー量

解決策にはならない、当然だ。

としては、800kcal 程度になるな。

ゼン先生：そうなんですよ。この PPN 輸液は、非常に優れた製

ゼン先生：そういうことです。そういう考えた処方にして、き

剤だと思っています。当たり前ですが、開発当初から、汚染す

ちんと感染対策を講じる、そういうことをしなければならない、

ると微生物が増殖しやすいということもわかっていたはずな

ということだと思います。

んです。だから、それに対する対策として、きちんと感染対策

小越先生：本当だな。その通りだ。

を講じなければならない、と企業も啓発活動をしてきました。

ゼン先生：でも、そこで、前回の会話での脂肪乳剤の投与方法

私も、いくつか、パンフレットの作成に協力しました。

の問題が出てくるんです。

小越先生：そうだろうな。しかし、その活動は功を奏していな

小越先生：PPN 輸液との並列投与は可能なんだろう？

い部分がある、ということになるんだな。

ゼン先生：私の論文は、TPN 輸液との並列投与なんですよ。

ゼン先生：そういうことです。感染対策もしなければならない、

小越先生：なに？それじゃあ、PPN 輸液との並列投与はダメだ

栄養管理もしなければならない、それはわかっている。しかし、

というのか？

PPN 輸液を使うと感染しやすい。PPN 輸液を使っても栄養状態

ゼン先生：そうなんですよ。あの論文の輸液は、TPN 輸液であ

がよくなって予後が改善するというエビデンスはない、それな

って、PPN 輸液ではない。だから、安全に投与できるという保

ら、感染しやすい PPN 輸液を使わないようにすればいい、とい

証はない、ということになるんです。

う短絡的な考え方になるのも、理解できないことはないんです、

小越先生：なるほど。わかるけど、困ったもんだな。

確かに。

ゼン先生：いろいろ考え方がありますからね。実験で安全だと

小越先生：そう言われるとそうだな。

いう結果が出ているのは TPN 輸液だけのことだ、PPN 輸液で

ゼン先生：しかし、もう一つ重大な問題が隠れているんですよ

は証明されているのではない、と言われたら、確かに、という

ね。

しかありませんよね。

小越先生：重大な問題が隠れている？

小越先生：仕方ない、ということになるのか。

ゼン先生：PPN 輸液の使い方が中途半端というか、内容をきち

ゼン先生：ま、そういう考えもあるけど、ということです。そ

んと考えた使い方ではない、ということです。

れに、ソリタ T3 号よりも、PPN 輸液のほうが電解質組成とし

小越先生：なるほど、とりあえず PPN 輸液を投与すれば栄養管

ても優れているんですよ。リン、カルシウム、マグネシウム、

理をしているつもりになる、ということだな。

それに亜鉛も入っていますから。

ゼン先生：そうなんですよ。そもそも、エネルギー量がどれだ

小越先生：なるほど。感染対策をきちんと講じながら PPN 輸液

けになるのか、考えていないと思います。もちろん、アミノ酸

を使うことができたら、電解質を補給するという意味も含めて、

投与量なんて、考えていないはずです。ついでにいうと、この

電解質輸液単独よりもいい輸液栄養管理ができる、ということ

PPN 輸液の NPE/N 比なんて、全く知らないと思います。

だな。

小越先生：そうかもしれないな。

ゼン先生：そうです。とにかく、積極的に、PPN 輸液と脂肪乳

ゼン先生：さきほどのソリタ T3 号のエネルギーに対する考え

剤を使って、いい栄養管理をしている施設もありますから。そ

方と同じで、PPN 輸液を 2 本程度、1000ml 投与しても、わずか

ういう方法をきちんとした形で広げていきたいものですね。

420kcal にしかならないんですよ。アミノ酸は 30g 入りますが。
このエネルギー量で 1 週間も管理すると、これも、栄養障害患
者をつくることになりますよね。
小越先生：そうだな。
ゼン先生：その上、なぜか、PPN 輸液 2 本と糖電解質輸液 2 本、
という処方が結構多いんですよ。
小越先生：それはおかしいだろう。
ゼン先生：そうですね。これではエネルギー量もアミノ酸量も
不十分なんですが、もう一つの問題は、PPN 輸液単独よりも、
糖電解質輸液と一緒に投与するほうが、輸液としての浸透圧が
低くなって、セラチアの増殖速度が速くなる、というデータも
あるんですよ。
小越先生：いろいろ問題があるんだな。
ゼン先生：やっぱり、PPN で栄養管理をするんだったら、本気
でやって欲しいですよね。
小越先生：本気？どういう処方にすればいいんだ？

↑風頭公園にある龍馬像です。もう何回も見に行きましたが、今回は格
別でした。県庁前のホテルから、ここまで歩いてきたのですから。汗だ
くで。実は、この前の日にレンタカーで来たのですが、駐車場がなくて、
断念したのでした。本当、遠かった。徒歩ナビで検索し直したら、ホテ
ルフォルツァ長崎から風頭公園までは 1.4km ということです。しかし、
あの日、私が歩かされた経路は、この徒歩ナビの 2 倍以上の距離でした。
本当、なぜ、あんな道を歩かされたのだろう、悔しい！
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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【今回のまとめ】
1. 糖電解質輸液だけで 1 週間も輸液管理をすれば、それは、栄養障害患者を作り出していること
になります。ソリタ T3 号やソルデム 3A を 1500mL 投与することは、180g のふりかけご飯 1 膳
と同じエネルギー量です。
2. 不可避窒素損失も考える必要があります。アミノ酸は、投与しないといけないという認識が必
要です。
3. PPN 輸液は、汚染すると微生物の増殖速度が速いことを知っておいて使用する必要があります。
使ったら感染した、ではなく、感染させないように使うことが大切です。
4. 感染しやすいから PPN 輸液は使わない、これも間違った認識です。より高度な感染対策をしな
がら使用する、これが正しい考え方です。
5. 臨床栄養に関する講演は、臨床栄養に興味のない方が集まる場でやりたいものです。そもそも、
栄養に興味がないって、医療者としてはおかしいのではないか、そう思ったりもしています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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