・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第８回

『薬剤部ですべての TPN 輸液を無菌調製している病院もあります
：本当は当然・・・ですが』
：本当は当然・・・ですが』
7 月は早かった。半年の最初の月だから、1 月みたいな感じかもしれません。あと半年か、がんばらなくては、と思って
いるうちに過ぎ去る、ということなのでしょうか。そして、8 月は夏休み、というわけではないけど、なんとなく、心の
中で夏休みだから、と自分を甘やかしているうちに過ぎていく、ということなのでしょう。
今回の最初の仕事は、星薬科大学での臨床栄養の講義。75 分を 2 コマしゃべるのですが、7 月 1 日の 2 コマ目はニプロ
株式会社の方達に来ていただき、輸液ラインや三方活栓、カテーテル、ポートなどについての実習をしました。腕のシミ
ュレーションモデルを使ったりして、針の刺し方、カニューラの挿入方法、輸液ラインってどんなもの？みたいな感じの
実習をやりました。ニプロの松尾くんがスライドで器具の説明をしながらだったのですが、なかなか講義がうまい。学生
さんたちも興味をもって実践してくれていたように思います。こういう場合、性格が出ますね。引っ込み思案な学生には、
私がせっついて針を持たせ・・・という感じ。その場で話をすると、なかなか親しみがわきますよね。その星薬科大学の
講義は 6 回目を 7 月 15 日に終えました。75 分を 1 コマとして 12 コマしゃべりました。私の講義をこれだけ長く聞いてく
れたのは、この学生さん達が初めてということになりますね。最後のスライドは、「12 回の講義、おとなしく、騒がずに
受講してくれてありがとう。栄養に興味のある
薬剤師になってください。試験、がんばって！」
としました。終わった、という感じがこみ上げ
てくる、そんな気持ちになりまして、学生さん
達に拍手をもらって、涙が出そうになりました。
おじさん、涙もろい！教科書もない、いい加減
なプリント、とりあえず自分が好きなことをし
ゃべるだけ、
という 12 回の講義だったのですが、
楽しんでくれた学生さんも結構いたようです。
よかった。来年も、多分、講義をさせていただ
けると思います。

↑星薬科大学での講義として、ニプロに輸液器材についての実習をしていただ
きました。学生さん達、けっこう興味津々という感じで勉強していました。現
場を少しでも知ってほしいのですよ。

↑実際に模型に針を刺したりしていました。自分達で針を刺し合
いしたら？なんてことを言いながら。○○くん、針を刺す方向が
間違っているよ。ヒューバー針も経験していました。翼状針の、
針刺し防止機構に感動している学生さんもいました。ハンカチに
穿刺してみる、飲み物の蓋に針を刺す、いろいろやっていました。
いい勉強になったと言ってくれました。

↑三方活栓の使い方、I-system の使い方、実際にやってみないと
わからないものです。スライドやビデオでは、実感がつかめませ
ん。ニプロの方々、ありがとうございました。売上アップに貢献？
そうね、何年後かには効果が出るかもしれませんね。
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7 月 4 日と 5 日は日本外科代謝栄養学会。阪大の和佐教授が会長で、大阪の千里で開催されました。阪大の平野総長の
講演はよかったです。
「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈を頼め。
」IL-6 を発見するまでの苦
労話が感動的でした。その前に講演したのが、私のフロリダ大学でのボス、Wiley W. Souba 教授。15 年ぶりくらいだった
でしょうか。太りすぎだ、Souba さん、という感じ。和佐教授は私の後で Souba 教授の研究室に留学したのですが、私と
和佐教授の論文をたくさん出してくれました。二人で 30 編以上の論文に関与していました。私自身では、Souba 教授の研
究室での 1 年半の間に筆頭著者としての論文が 11 編、共著論文が 7 編、掲載されていて、あらためて、Souba 教授と一緒
にこんだけの仕事をしたんだな、という感慨深いものを感じ
ました。あんなにたくさん論文を書いていたんだな、根津先
生に褒めていただきました。夜は、Souba 教授、和佐教授、
私の息子と 4 人で食事しました。息子が一番よくしゃべって
いました。英語に慣れている、のでしょう。おみやげに作務
衣（さむえ）をあげたのですが、喜んで、アメリカから写真
を送ってくれました。とりあえず、サイズがぴったりでよか
ったです。その日曜日には外科代謝栄養学会の NST 教育セミ
ナー。私は在宅栄養療法についての講義をしたのですが、こ
れが最後かな、という感じ。外科代謝栄養学会にはもう私の
出番はもうなさそうなので、引退かな？私より若い方が大勢
理事になられましたので。現役バリバリの方にがんばっても
らえばいい。とりあえず籍だけおいとくかな。そんな時が来

↑講義後に感謝状を渡す和佐会長と、Souba WW 教授。右は大阪大
学の平野総長。IL-6 を発見された、世界的研究者、言うまでもあ
りませんが。いいお話でした。やはり、大阪大学の総長になるよ
うな偉い先生は、学生の頃から考え方が違うのだと思いました。
臨床の現場で、出張病院の羽曳野病院だったのですが、胸水を集
めて解析され、それが IL-6 の発見につながったのだそうです。
「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈
を頼め。言志四録」は、心に響く言葉でした。なんか、今の自分
の立場はこういう感じかも、と思ったり。やはり、偉い方の話は
聞いてみるものです。本物の、という意味です。

たんだな、という感じがしました。

↑私は Souba 教授がフロリダ大学にいる時にお世話になったので
す。下左の 3 枚の写真は、フロリダ大学での写真です。もう 20
年前のことです。Souba 教授の、気合の入った喋り方は、相変わ
らずでした。私と和佐教授の研究室での活動も話題にした講義を
してくれました。ありがとうございました。

↑右は、おみやげにプレゼントした作務衣を着てご満悦の Souba
教授。アメリカから写真を送ってくれました。よかった、あなた
に合うサイズのものがあって、という感じ。左下は Souba 教授の
スライドの一枚。私が Growth hormone を使って、小腸粘膜のア
ミノ酸輸送についての解析をした論文です。私もこういう仕事を
していたのです。

7 月 10 日、台風が接近。Duke 大学留学中に実験などのサポートをしてくれた臨床検査技師の Phyllis Snyder の息子が
日本へ。台風で、成田から大阪へ飛行機が飛ばないのでは、と心配したのですが、台風がよけてくれて、無事伊丹空港で
会うことができました。車でホテルへ連れて行き、そこでメシを食わせ、ホテルにチェックインさせて、お小遣いまでや
りました。京都の春光院というところで、尺八を習うのだそうです。もう帰国しているはずだけどな。日本はよかったと
か、無事帰国したとか、ありがとうとか、なしのつぶて、とりあえず、無事帰国しましたくらいのメールはくれないかな？
（と思っていて、どうだった？というメールを送ったら、本人とおかあちゃんから大変うれしかった、日本人のおもてな
しに感動した、というメールが来ました。とりあえずよかった。
）
7 月 12 日と 13 日には近畿地区 TNT セミナー。第 49 回。今回は、松村先生（奈良医大）
、西口先生（大阪市立総合医療
センター）
、西岡先生（神戸中央市民病院）と私の 4 人でやりました。いいメンバーでしょう？2 日間、びっちりのスケジ
ュール。さらに、近畿地区では受講前に試験をやり、すべてのスケジュールが終わってから同じ試験をやるので、最初の
試験の採点をその日のうちにやらなくてはなりません。これも大変なんです。夜、相当時間がかかります。でも、修了証
と一緒に渡さなくてはなりませんので、夜中に採点して、成績をパソコンに入力して、ということをやります。参加者と
は 2 日間、ずっと一緒に勉強することで仲良しになり、ということもたくさんあります。私の話で栄養に興味をもつよう
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になった、という方もいますし、困った時に電話してくれる方もいますし。でも、そうなんだ、近畿地区 TNT ももう 49 回
か、あと何回？9 月と 12 月の 2 回だけか、そんな感じ。2 日間、しゃべり続けて疲れますけど、ま、一人でも臨床栄養に
興味をもってくれる医師を育てたいから、ということでやってきたけど、TNT も始まってもう 15 年。そろそろ役目を終え
る頃かな、そんな感じもあります。アボットジャパンの方針が変わって、JSPEN の中もごたごたしていて、まだ来年の予
定はたってないし、新しい委員会を作る？これまで TNT の講師もやったことのないメンバーで構成するらしいし、だから
組織としてどうなるかわからないし、という感じ。私はごじゃごじゃするのはいやだから、この辺りで役目を終える頃か
な、という気もしているし。
7 月 19 日は PEN の会と大塚製薬工場が共催で開催している PEN 入門セミナー。西口先生が代表で、今回は私が当番。研
修医に対して臨床栄養の重要性を教える会。教えるというより、実感してもらう、という方が適切な表現かも。でも、参
加者が少なくて残念？今回の講師は若手でかため、大阪市立総合医療センターの玉森先生、JCHO 大阪病院の野呂先生、大
阪労災病院の吉川先生に講義をしてもらったのですが、3 人ともお上手！いい講義でした。その後は 6 班に分かれて、症
例検討と、PICC のハンズオン。参加者が少なかったので、一人一人丁寧に実習をすることができ、いい会になりました。
主催者としてはもっと大勢に教えたかったのですが、参加者としては少人数だったので、かえってよかったのです。この
中から、真剣に臨床栄養をがんばって実践してくれる医師
が出てくることを期待しているのです。

↑PEN の会の懇親会です。私のカメラで撮影しました。この日は
参加者が少なかったので、濃密な勉強ができた、ということです。
この日は、2 週続けて、同じ会場での懇親会。料理の内容は同じ
だった、ということです。それにしても、野呂くん、玉森くん、
吉川くん、君らは講演、上手だねえ。あとは、自分のデータを作
ることです。それが大事です。西口くん、写真を撮る時くらい、
食うのを休めよ。写真を撮るぞ、と言わずにシャッターを押す私
が悪いのですが。

↑イタリアから PICC の講演のためにやってきた Mussa 教授との
写真。私は座長だったのです。Mussa 教授はきちんとネクタイを
しているのに、私は、相変わらずのノーネクタイと気楽な感じ。
今回も日本語で座長をしました。PICC を縫合固定するか、という
話題の時、Mussa は無縫合がいい、というのですが、日本は、現
状を考えると縫合した方がいいと私は主張。意見が相容れなかっ
たので、私は、見解の相違ですな、と発言しました。ま、外人が
すべて正しいのではないのですよ。でも、いい方ですよ、Mussa
教授は。あとで写真を送っておきました。

7 月 22 日、24 日、30 日は PICC 普及のための講演会。済生会吹田病院、大阪市立大学病院、北播磨総合医療センターへ
行き、伸び伸びと講演させていただきました。講演後はハンズオンセミナーで、熱心にエコーを使ってシミュレーション
しておられました。私の講演は、気楽に、ということでやっています。でも、講演後、血管穿刺用エコーの機械を買う施
設が増えています。けっこう影響力があるようです。大阪市立大学病院での講演では、大平先生、天野先生達に大歓迎し
ていただきました。日生病院に勤務していた時に新人看護師で、現在は大阪市立大学の手術室で働いている東福看護師さ
んが来てくれ、懐かしい、いろんな話を思い出しました。西口先生は、講演は聞かずに懇親会にだけこられました。あり
がとうね。済生会吹田病院では、日生病院時代に一緒に働いた手術室看護師の尾上さん、北播磨総合医療センターでも日
生病院に勤務していた大野看護師さんにお会いしました。世間は狭い！でも、講演に出かけると、そこに知り合いの方が
いる、というのは、うれしいものですよ。

↑済生会吹田病院での講演会。タイトルが「患者 QOL、感染対策、
医療安全、栄養管理全てを改善する PICC セミナー」だったので
す。それは難しいのでは？なんて思ったりしながら、でも、本気
で PICC を導入したら、そういうことになる可能性もあるかな？
立ち見まで出る大盛況。200 人を超えたとのことです。それにも
かかわらず、演者が気楽、これがかえっていいのかも、なんて思
ったり。

↑大阪市立大学病院での PICC 講演会。大平先生はちゃんとネク
タイを締めていますが、私は、相変わらずの気楽な服装。ま、不
快感を与えたり、いい加減、と思われなかったらいいのですよね。
大平先生、私に対する怖いイメージが、すっかり壊れたそうです。
最初から、怖い人間だなんて思わないことです。こんなに気楽な
人間なんですから。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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そして、最大のイベントは第 6 回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会。当番世話人は西口先生で、大阪大学のコン
ベンションセンターで開催されました。近畿支部会としては初めての学術集会だったのですが、612 人が参加してくれ、
盛会となりました。近畿地区の栄養療法のレベルの高さを示すことができた、そう感じました。でも、この支部会長、今
回もいろんな方に嫌われるようになってしまったかな？そんな感じもしています。ま、いいんじゃない。それで緊張感が
出て、少しでもレベルアップするんだったら。
そうですよ、もう 7 月が終わってしまったのです。

↑第 6 回、JSPEN 近畿支部会。いい写真は、まだ、西口先生の手
元にあるのでしょう。私が自分のカメラで撮影したものです。下
が前半の静脈栄養に関するシンポジウム。上が後半の経腸栄養に
関するシンポジウム。みなさん、いい発表をしておられました。

↑下は第二会場の写真。ここも満席でした。いい発表が多かった
のですよ。ポスター会場の写真は撮影していませんが、ポスター
の数、会場の広さ、参加者の数、ぴったりで、非常にいい雰囲気
でした。上は左から杉浦先生、蟹江先生、うちの博さん、飯島先
生、座長を緊張しながらおやりになった、うちの須見さん、そし
て小谷教授です。座長をやった、という記念に、「座」という漢
字を出しています。スペースの関係で「座」だけにしています。

↑会場風景です。立ち見もおられますが、前の席は空いているの
です。それでも座らないから、立ち見になるのですよ。でも、大
盛況であることがわかりますよね。みなさん、熱心だ。下は、コ
ンベンションセンターの入口。暑かったのです、本当に。

↑岐阜大学の学長になられた森脇先生の教授退官記念祝賀会の
ために岐阜へ行ってきました。森脇先生には可愛がっていいただ
いています。座長もしていただいたこともありますし、先日は、
盛岡でご一緒させていただきました。でも、学長になられたので
すよ、すごいです。やはり、人間として素晴らしい方なのですよ
ね。新幹線で米原駅で降りて、JR で行こうとしたのです。でも、
米原駅で 30 分待ち、大垣駅で乗り換えて岐阜駅まで行く。そこ
からはタクシーで、という、けっこう不便です。岐阜駅は行くの
は、新幹線で名古屋駅へ行き、岐阜駅へ戻る方が便利だし、楽で
す。勉強になりました。右は、その岐阜駅前にそびえ立っている
織田信長の「キンキラキンの像」です。りっぱですよ。本当に「キ
ンキラキン」です。お招きいただき、ありがとうございました。
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ゼン先生：7
月 26 日に JSPEN の近畿支部会を学術集会とし
ゼン先生

小越先生：一緒に働いたことがないのに、か？
小越先生

て開催しました。

ゼン先生：まあ、そうなんですが。その松末先生が、各支
ゼン先生

小越先生：学術集会？それまではどんなやり方だったん
小越先生

部会で最優秀演題を決めてもらって、JSPEN 総会で発表し

だ？

てもらって競う、っていうのはどうだ、というアイデアを

ゼン先生：セミナー形式というか、教育講演が中心だった
ゼン先生

出して下さいました。そのアイデアをいただいて、支部会

んですよ。

コンペティションというのをやるんです。全国 10 支部会

小越先生：そういう意味か。で、どうだったんだ？ちゃん
小越先生

の最優秀演題を出して、競うんですよ。その場で採点して、

と集まってくれたのか？

表彰することにしています。

ゼン先生：全部で
612 人が参加してくれました。前回の奈
ゼン先生

小越先生：なかなか面白い企画じゃないか。そうすること
小越先生

良での支部会の時、当番世話人だった松村先生がアンケー

によって、支部会の活性化を図り、総会での学術レベルア

トをとってくれたんですが、その時、
「講演を聞くという

ップの後押しをさせる、という意図だな。

形式の方がいい」という意見が強かったから、学術集会に

ゼン先生：そうなんです。いいアイデアでしょう？
ゼン先生

したら参加者が少ないのではないか、とちょっと心配だっ

小越先生：確かに。いいんじゃないか。近畿支部会では、
小越先生

たんですよ。それに、阪大のコンベンションセンターでの

いい演題があったんじゃないか？

開催なので、ちょっと不便でしたし。それに、暑い日でし

ゼン先生：たくさんありましたよ。当番世話人の西口くん
ゼン先生

たから。

が選んでくれることになっています。

小越先生：梅雨明けなんだから、
暑いのは仕方ないとして、
小越先生

小越先生：そうか。支部会長が選ばなくてもいいのか？
小越先生

阪大のコンベンションセンターは不便なのか？

ゼン先生：おこがましいでしょう。支部会長は、じっとし
ゼン先生

ゼン先生：不便といえば不便です。千里中央駅からモノレ
ゼン先生

ておけばいいんです。当番世話人におまかせです。当番世

ールで来たら、歩くのが大変です。バスという手もありま

話人が毎年変わるんですから、毎年、違う当番世話人に選

すが、結構不便です。でも、今回は千里中央駅から臨時バ

んでもらう方がいいと思いまして。来年の JSPEN 総会では

スを運行したので、その不便さは多少は解決したようです。

会長は、何もしないようにしようと思っています。いかに

でも、本当、暑い日でした。

して、大勢の方の出番を作るか、そんなことを考えていま

小越先生：ところで、なぜ、セミナー形式から学術集会へ
小越先生

すから。

と変更したんだ？

小越先生：それでいいのか。
歴代の会長さんは、いろいろ、
小越先生

ゼン先生：昨年の
4 月に、神戸大学の宇佐美先生から支部
ゼン先生

やっていたんじゃないか？

会長を引き継ぎました。引き継ぐ前も、近畿地区も学術集

ゼン先生：そうですね。でも、僕は、じっとしていること
ゼン先生

会として、発表と議論の場にしなければと思っていたんで

が会長としての一番の役目じゃないかと思っていますか

すよ。他の支部の多くは学術集会としてやっていたので。

ら。

小越先生：JSPEN
には、総会があるじゃないか。君が来年
小越先生

小越先生
小越先生：そうか、ま、君がそう考えているんだったら、

の 2 月に会長をやるんだろう？

それでいいと思うけどな。ところで、近畿支部会といった

ゼン先生：そうなんですが、1
万人も集まる場で、十分な
ゼン先生

ら、この領域での有名な先輩をたくさん輩出しているんじ

議論ができる場を作ることって、そう簡単なことではない

ゃなかったかな？

ですよね。

ゼン先生：そうですよ。それは、西口くんも強調していま
ゼン先生

小越先生：そういえばそうかもな。しかし、君は来年の会
小越先生

した。近畿はもともと、日本の臨床栄養の領域をリードし

長だから、その辺りのことも考えているんじゃないのか？

ているんだから、がんばろう、という感じでした。

ゼン先生：もちろん、考えていますよ。外部の方が、JSPEN
ゼン先生

小越先生：そうだろう、そうだろう。たくさんの先輩がい
小越先生

の総会はお祭りみたいなものだ、といっているという噂も

るだろう？

聞いています。だから、私としては、できるだけ学術的な

ゼン先生：はい。
いますよ。岡田正、高木洋治、小川嘉誉、
ゼン先生

総会にしようと思って、準備中です。もちろんです。でも、

城戸良弘、辻仲利政、根津理一郎、鎌田振吉、金昌雄、井

総会と支部会と二段構えで学術活動をするようにしたい

村賢治、松末智、山本正勝、日置紘士郎、大柳治正、宇佐

んですよね。

美眞、馬場忠雄、藤山佳秀、谷村弘、曽和融生、長山正義、

小越先生：二段構えだって？
小越先生

福田能啓、笠原伸元、山田繁代、たくさんおられます（順

ゼン先生：はい。実は、これは、奈良の松末先生のアイデ
ゼン先生

不同、敬称略、名前の出ていない有名な方、すみません）
。

アなんですが。

小越先生：まだまだいるじゃないか。井上善文なんか、ど
小越先生

小越先生：君は松末先生と仲良しなんだな。
小越先生

うなんだ？

ゼン先生：仲良しというか、松末先生は、岡田門下の兄弟
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。まだまだひよっこですよ。
ゼン先生

子と弟弟子だといってくださっています。だから、大事な

小越先生：でも、もうすぐ還暦だっていうじゃないか。い
小越先生

ことを決定したりする時、よく相談させてもらっています。

つまでひよっこのつもりでいるんだ？
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ゼン先生：それは、まわりが評価することだと思います。
ゼン先生

語を、パンフレットでも使っていますから。そのうち、自

小越先生：そうかもな。
小越先生

然に決着すると思いますよ。

ゼン先生：それからですね、今の JSPEN の支部会としても、

小越先生：ま、早くしてくれと、思っている連中がたくさ
小越先生

近畿が一番会員数も多いんです。3236 名で、医師の会員数

んいるんだからな。

も 697 名とダントツに多いんです。

ゼン先生：杉浦先生は、窒素の代謝について、かなりつっ
ゼン先生

小越先生：そうなのか、がんばってもらわないとな、近畿
小越先生

こんだ内容でした。タイトルが静脈栄養だったんですが、

支部会に。

具体的な静脈栄養の実施方法などについての話はほとん

ゼン先生：そうですね。でも、というわけでもないんです
ゼン先生

どなかったですね。講演内容が静脈栄養と直接関係あるの

が、教育講演と特別講演は、どちらも名古屋からお招きし

か、という見方をしたら、もの足りなさを感じた方もいた

ました。

かもしれません。

小越先生：名古屋から？
小越先生

小越先生：そうか。TPN
輸液がどうの、という内容じゃな
小越先生

ゼン先生：薬剤師の杉浦伸一先生と、蟹江治郎先生です。
ゼン先生

かったのか？

シンポジウムのテーマが静脈栄養と経腸栄養だったんで

ゼン先生：内容のレベルは非常に高かったんです。結構基
ゼン先生

すが、それに応じた、ということで来てもらったんです。

礎的な内容が多かったですね。実践的というより理論優先、

小越先生：杉浦くんが静脈栄養で、蟹江くんが、寒天を使
小越先生

という感じでした。

った固形化栄養だから、経腸栄養の方だな。

小越先生：実践と基礎的内容、どっちが聞きたいか、それ
小越先生

ゼン先生：そうです。二人共、近畿に来る、というので、
ゼン先生

ぞれによって受け止め方が違うだろうな。

特に、支部会長が井上だということで、相当プレッシャー

ゼン先生：講演は早めに、質問時間を残して終わりました。

を感じていたようです。

質問はありませんか、ということになったので、私が質問

小越先生：なるほど、わかるような気がするぞ。口が悪い
小越先生

に立ったんです。
「NPC/N 比を調整することの重要性を説明

からなあ。

されましたが、実際問題、病院薬剤師は、たとえば、アミ

ゼン先生：それだけじゃないでしょう？学問的にきちんと
ゼン先生

ノ酸輸液を TPN 輸液に加えたいと思っても、なかなか無菌

していないとうるさい、という意味もあると思いますが。

調製してくれないんですが、それは、実際にはどういう状

小越先生：それはそうだ。それに、怖がられるっていうの
小越先生

況になっているんですか？」と聞くと、
「なかなかそこま

は、非常に大事なことだと思うぞ。俺だってそうだった。

で無菌調製することはできないんですよね」という返事。

若い頃は、特に、な。

「薬剤師はいろいろ業務が多いので」でした。

ゼン先生：結構お年を召されてからも、怖がられていたよ
ン先生

小越先生：現実問題、そうなんだろう。
小越先生

うに思いますが。

ゼン先生：そうなんでしょうね。
「しかし、たとえばキット
ゼン先生

小越先生：そう思ってくれてたら、うれしいことだ。好々
小越先生

製品に微量元素を加えるだけで無菌調製していますと言

爺になるのも悪くないけど、いつまでも怖がられるってい

う。それは、おかしいでしょう？腎不全用の輸液や肝不全

うのは、いいことだよ。

用の TPN 処方を、無菌調製してくれる施設はほとんどない

ゼン先生：まあ、そうですね。蟹江先生は、もちろん、寒
ゼン先生

んじゃないですか。会場の薬剤師さん、いかがですか？」

天の固形化栄養についての話でしたが、井上先生に叱られ

というと、なんか、会場がシーンとしましてね。そこで、

ますって、何回か言われました。

「薬剤師さんに怒られるかな？」なんて言って、ちょっと

小越先生：わかっているよ。どうせ、半固形状流動食とい
小越先生

逃げるふりをしました。

う用語のことなんだろう？

小越先生：そんなことを言うと、大部分の薬剤師が「嫌な
小越先生

ゼン先生：そうです。相変わらず、半固形化とか、栄養材
ゼン先生

奴」と思っただろうな。

とか、用語としてはまとまりませんから。

ゼン先生：そうかもしれません。それから、
「解決策として
ゼン先生

小越先生：あれほど君がまわりからの反発にもくじけずに
小越先生

は、薬剤師さんにもっと臨床栄養に興味をもってもらう必

半固形状流動食と呼びましょう、と力説しても、なのか？

要があると思うのですが、薬学部での臨床栄養についての

ゼン先生：そうなんですよ。なんともなりません。固形化
ゼン先生

教育はどうなっているんですか？そこも重要な問題だと

栄養剤という用語を使っていたら、材を使えと大柳先生に

思います」と言ったら、
「残念ながら、薬学部の学生に対

叱られた、と冗談っぽく言っていました。

する臨床栄養教育はあまり行われていません」ということ

小越先生：早くはっきりしなさいよ。若い連中が困ってい
小越先生

でしたよ。

るんじゃないか？

小越先生：それもそうだろう。とにかく、その場にいた薬
小越先生

ゼン先生：そうかもしれませんね。でも、ガイドラインで
ゼン先生

剤師さん達は、君のことを嫌な奴だ、と思ったと思うぞ、

半固形状流動食という用語を推奨しているし、既に、これ

絶対に。また嫌われ者になったな。

らの製品を販売している会社は、半固形状流動食という用

ゼン先生：かもしれませんね。でも、嫌われる立場の人間
ゼン先生
がいないと、レベルアップもしないでしょう？
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小越先生：確かにそうだけど。相変わらず悪役だな。
小越先生

めになりました。亀井教授の奥様から、この講義は絶対に

ゼン先生：いいんですよ。そういう役回りですから。でも
ゼン先生

面白いから、聞きなさいと言われていたんです、なんて、

ですね、一人、若かったかな？30 代くらいでしょうかね。

言ってくれましてね、うれしかったです。

手を挙げて立ち上がりましてね。
「京都桂病院の薬剤師で

小越先生：そうか、それはよかった。そういうことを積み
小越先生

す。うちでは、全部の TPN 輸液を無菌調製しています。
」

重ねていると、そのうち、臨床栄養に興味のある薬剤師さ

と発言されたんですよ。あれは、よかった。

んが少しずつ増えるよ。一気に増えて欲しいなんて思わず、

小越先生：それはな、君の発言に反発したというか、怒っ
越先生

じっくりやることだな。

ているんだぞ。勝手なことを言いやがって、何も知らない

ゼン先生：そうですね。じっくりやります。そうそう、星
ゼン先生

くせに、という気持ちだったんじゃないか？

薬科大学の学生さんの試験の採点をしなくてはならない

ゼン先生：そうだと思いますよ。でも、よかったです。そ
ゼン先生

んですよ。今年もきっと出来がいいから、楽しみです。

うやって、堂々と無菌調製やっているんだぞ、うちは、と
いう発言をしてくれて。そういう気概のある薬剤使さんが
いることがわかって、うれしかったですね。悪者になった
甲斐があった、ということでしょうね。
小越先生：オレもそう思うよ。まわりの方も、そういう風
小越先生
にいいように考えてくれているんじゃないか？
ゼン先生：そうだったらうれしいですけど。そういえば、
ゼン先生
JSPEN 北陸支部会の来年の当番会長の栗山先生が参考にし
たいという目的で来られていて、先生が今言われたような
内容を言ってくれていました。私としてはこの「ゼン先生
の栄養管理講座」で、
「うれしい発言だった」と書こうと
思いまして、このネタにしたんです。
小越先生：そうか、そういうことだったのか、今回のネタ
小越先生
は。
ゼン先生：そうなんですよ、実は。でも、私は星薬科大学
ゼン先生

↑病棟で輸液調製中。私もこの雰囲気が決して嫌いではないので
すが、でも、無菌調製ということになると、クリーンベンチが必
要でしょうね。各病棟にクリーンベンチをおいて無菌調製する、
というシステムが本当はいいのでしょう。

で臨床栄養の講義をしっかりやらせてもらっていますか
ら、そのうち、臨床栄養に興味を示す薬剤師が増えてくれ
るように期待しているんです。
小越先生：何人を教えたんだ？
小越先生
ゼン先生：昨年と今年で
400 人ほどですか。でも、みんな
ゼン先生
がみんな、病院で働くのではないでしょうから。
小越先生：それでも、いつも言ってるじゃないか、一人で
小越先生
も臨床栄養に興味をもってくれる薬剤師が出てきてくれ
たら、それでうれしい、って。
ゼン先生：そうなんですよね。昨年は、一人、飯干茜さん
ゼン先生
という学生さんが、NST を積極的にやっている施設で働き
たいっていってくれましてね。メールでやりとりしながら、
足立先生のせんぽ高輪病院や森さんの聖マリアンナ横浜
西部病院に見学にも行ってもらったんですよね。今年、星
薬科大学の卒後セミナー、認定薬剤師研修で初めてお会い
しましたよ。

↑クリーンベンチで輸液調製中。日本は薬剤師さんが輸液の無菌
調製を行いますが、アメリカでは、一定期間の訓練を受けたテク
ニシャンが無菌調製をやります。薬剤師さんは、それを監督して
いるのです。

小越先生：顔を知らないでメールでやりとりして、病院の
小越先生
紹介までしたのか？学生の時には知らなかったのか？
ゼン先生：そうですね。一人ひとりの学生さんの名前って、
覚える機会がありませんから。
小越先生：でも、会えてよかったな。
小越先生
ゼン先生：そうですね。
そうそう、今年も講義が終わって、
ゼン先生
星薬科大学から戸越銀座駅へ歩いていたら、一人の学生さ
んが声をかけてきてくれました。楽しい講義でしたし、た
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【今回のまとめ】
1. JSPEN 近畿支部学術集会は、612
近畿支部学術集会は、612 名の参加者で、盛会でした。当番世話人の西口先生、ご
苦労さまでした。そして、支部会長として、ありがとうございました。
2. 講義をしていただいた、杉浦先生、蟹江先生、そして、合田先生、ありがとうございまし
た。井上が支部会長だからといって、それほど気を使ってもらわなくてもいいですから。
3. 星薬科大学の学生さん、現在、試験を採点中です。本当、騒がず、さぼらず、講義を聞い
てくれてありがとう。
4. やっぱり、本心としては、すべての TPN 用輸液は、薬剤部で無菌調製して欲しいんですよ
ね。キット製品を使えない、肝不全や腎不全用 TPN 輸液こそ、無菌調製して欲しいのです。
患者さんの状態も悪いことが多いし。
5. 京都の桂病院の薬剤師さん、堂々とした発言ありがとうございます。そして、がんばって
ください。
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