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『新しい TPN キット製剤：ワンパルが発売されました』
6 月になるといつも思うのは、この月が終わると 1 年の半
分が過ぎてしまう、ということです。本当、月日の経つのは
早いもので、この半年で何をやったのかと反省することばか
りです。毎年のことですが。
6 月の最初のイベントは福井県小浜での釣りでした。いい
天気でした。釣果は、まあまあ、というところでしょうか。
アジが、そうですね、一人あたり 5～6 尾、釣れたので。昨
年よりは釣れたのですが・・・。まあ、天気がよくて、誰も
船酔いをしなかったので、いい釣りだったと思います。
6 月 5 日には星薬科大学での講義。この日はニプロ株式会
社に、輸液ラインや経腸栄養投与経路に関する実習をしてい
ただきました。例年のことですが、今年もいい勉強になった
のではないかと思います。末梢静脈カテーテルや翼状針を模
型に挿入する練習をしたり、ヒューバー針を CV ポートに刺

↑小浜でのアジ釣りです。いい天気でした。波はありませんでし
た。ベタ凪でした。今回も西口くんはドタキャン、となりました。
患者さんの状態が悪くなったということですから仕方ありませ
ん。しかし、2016 年の秋は太平洋の荒波のために船酔いで 1 匹
も釣れず。2017 年の春は骨折のために釣り自体に参加できず。
2017 年の秋は悪天候で釣り自体が中止。そうして今回です。次
回は、必ず行きましょう。

す練習をしたり。経鼻胃カテーテルや胃瘻のカテーテル、輸
液ポンプ、中心静脈カテーテル、三方活栓や輸液ライン、そ
して I-system、などなど、見たこともない学生がほとんど
だったと思いますが、この経験が臨床の場で活きてくると思
います。その日曜日には、星薬科大学で認定薬剤師研修の講
義。昨年から、2 単位を一人で担当しています。それまでは、
二人で担当していたのですが、一人で担当することになりま
した。90 分講義を 2 回です。今回は、在宅経腸栄養、在宅
静脈栄養、についての講義としました。胃瘻造設手技、HPN
患者が CV ポートに針を刺すシーンなどをビデオで見せたの
ですが、気分が悪くなった方がいて、少々あせりました。で
も、すぐに回復して帰宅されたそうで、安心しました。来年

↑星薬科大学の銀杏並木です。左が 4 月 10 日で、枝が切られて
います。右は同じ場所の木ですが、6 月 19 日です。木が生きて
いることがわかります。

も講義をやって欲しいと言われました。

↑星薬科大学での、輸液ラインや経腸栄養投与経路に関する実習です。実際に針を刺したりすることも経験したことはありませんか
らね。針刺し防止機構付翼状針、針刺し防止機構付ヒューバー針、こういう経験が将来、活きてくると思います。ニプロの方々、あ
りがとうございました。それにしても、実習は楽しいですね、講義よりも。でも、12 回の講義、静かに聴いてくれてありがとう。

6 月 16 日は関西 PEG・栄養とリハビリ研究会。第 24 回で、今回は奈良の中井記念病院院長の中井謙之（よしゆき）先生
が当番世話人。教育講演は、奈良の五條病院院長の森安先生と、奈良県立医大の摂食嚥下障害看護認定看護師の長谷川さ
んでした。要望演題、一般演題、非常にレベルの高い内容でした。質疑応答も活発で、いい研究会になりました。いつも
は特別講演があるのですが、今回は、参加者にいろいろ意見を言ってもらおうと思って、パネルディスカッションを企画
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

1

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

第５５回

しました。テーマは『胃瘻と栄養管理の適応～これではダメなんじゃないですか？～』で、大勢の方が真剣な意見を発表
してくれました。経鼻胃カテーテルはつらい、胃瘻のほうが楽、という現実的な話に加え、倫理の問題、そして栄養の問
題、いい議論ができました。記録集を作成しようと企画しています。こういう企画はこれまでなかったと思います。胃瘻
の研究会はもう盛り上がらないのではないか、なんて思ったりしていました。参加者数が 2011 年は 304 人だったのですが、
その後は 277 人、200 人、183 人、146 人と順調に？減少。2016 年には 224 人とちょっと回復しましたが、昨年は 186 人。
今年も心配していたのですが、319 人。2011 年以来、7 年ぶりに 300 人を超えました。懇親会も楽しい時間を過ごしまし
た。最後に、全員で？記念写真を撮りました。関 PEG は、非常に仲良しで盛り上がっています。中井先生、ご苦労さまで
した。

↑パネルディスカッションの雰囲気です。寝ている人はいませ
んよね。みなさん、いろいろと意見が出たので、真剣に聴きな
がら、いろいろ考えているのだと思います。

6 月 18 日、月曜日、午前 7 時 58 分、大阪府北部地震発生。いつものように研究室に入り、いろいろ片づけをして、い
つもと違って、パソコンの前から離れて別の机で論文を読んでいました。突然、グラグラっと、かなり強い地震。イスに
座っていましたが、あぶないと思って床にはいつくばるよ
うな感じになりました。かなり強い揺れでした。でも、地
震の時間が非常に短かったのでよかった、と思っていまし
た。ところが自分の机のところに戻ると、なんと、高く積
み上げていた本箱などが全部倒れていました。よく考える
と、あぶなかったのです。パソコンの前で仕事をしていた
ら、本箱や本が頭の上に落ちてきて、大怪我をしていたと
思います。反省しました。高く本箱を積み重ねるのはやめ
ました。しかし、本や書類を置くスペースはありません。
片づけるには、いろいろ捨てなくてはなりません。片づけ
るとは、捨てること、その算段を考えています。確かに、
もう何年も見ていない資料がたくさんあります。

↑大阪府北部地震の時の私の仕事場です。左のように高く積み上
げていた本棚、その上のものが、全部、倒れてきました。ここで
仕事をしていたら、私は大怪我をしていたと思います。別の机で
論文を読んでいたので、助かりました。本当、勉強していたおか
げです。この後、本棚は高く積み上げないようにしました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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6 月 19 日、星薬科大学での講義。今年の 12 回分の講義が終わりました。早いものです。ちょっと寂しい気もしますが、
気持ちよく仕事をさせていただきました。亀井教授、ありがとうございました。
その翌日の 20 日は長崎へ。長崎市薬剤師会での講演でした。折角長崎へ行くのだからと早めに出かけました。雨でした。
「長崎は今日も雨だった」という予報だったので、折り畳み傘ではなくてコウモリ傘を持って行きました（傘は折傘と長
傘に分類されるとのこと）
。しかし、JR 長崎駅へ着いた時には雨は止んで、傘はいらなくなったのです。せっかく長傘を
持ってきたのに・・・。三菱重工業長崎造船所の資料館へ行きました。戦艦武蔵の資料だけでなく、明治維新前からの長
崎造船所の歴史を勉強しました。
「戦艦武蔵」を書いた吉村昭の資料も見ましたし、当時の技術のすごさを目の当たりにし
ました。日本の技術はすばらしい。三菱の創業者、岩崎弥太郎の像は立派でした。それから長崎歴史文化博物館へ。もう
3 回目かな。今回は写真展で、上野彦馬が撮影した、江戸末期の写真がたくさん展示されていました。講演は、会場がい
っぱいでした。180 人くらいの参加者だったそうです。90 分間、経腸栄養について講演しました。懇親会は、樋口くん達
との楽しい時間でした。お世話になりました。翌朝は 5 時に起きて、一番の飛行機で大阪に戻り、東宝塚さとう病院での
外来へ。おみやげは、もちろん、カステラでした。
6 月 29 日には福井県立病院へ。医療安全セミナーの 3 回
目の講演。今回は PICC についての講演でしたが、なんと、
参加者は 180 人以上だったとのこと。安全管理室の寺島師
長、副院長の吉川先生が、院内の講演会でこんなに盛り上
がったことはなかった、と言ってくださいました。私、こ
の日は大阪も暑かったし、福井も蒸し暑いから思って、か
りゆしルックで講演に出かけました。なんとなく、この人、
誰？この人が講師？みたいな雰囲気だったようです。吉川
先生も、最初、誰？と思われたとのことでしたが、沖縄で
はオフィシャルなかりゆしルック。気楽な雰囲気で講演を
聞いていただけたかな、という感じもしました。懇親会も
3 回目なので楽しい時間を過ごすことができました。今後、
PICC が増えると思います。感染対策をしながらの栄養管理
も、さらにレベルアップすると思います。ありがとうござ
いました。このくらいの回数、時間で講演させていただく
と、うれしいです。

↑福井県立病院での医療安全講演会です。吉川副院長が非常に楽
しそうに講演を聞いてくださいました。栗山先生のコメントもあ
りました。血液内科の河合先生から鋭い質問がありました。産科
では妊娠悪阻症例だけでなく、子宮収縮抑制剤：ウテメリンの長
期投与に PICC を使っておられるとのことで、いろいろ質問をい
ただきました（写真がピンボケです。すみません）。私は、気楽
な恰好で講演させてもらいましたが、気楽過ぎたでしょうか。寺
島師長、お招きいただき、ありがとうございました。

↑講演後の懇親会の写真です。楽しい雰囲気の食事会でした。ま
た呼んでください。3 回シリーズで講演させていただくと、本当、
自分として伝えたい内容で講演できます。1 回では不十分です
し、私としても物足りないのです。とは言っても、1 時間の講演
でも全力でがんばりますが。

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：今月もいろいろありました。釣りにも行ったし、関

ゼン先生：その通りです。

西 PEG で大阪、長崎、福井、どこでもいい時間を過ごさせても

小越先生：君自身も、講演の機会が減っていると言っていたん

らいました。

じゃないか？。

小越先生：そうか、それはよかった。うん？関西 PEG？胃瘻の

ゼン先生：確かに。でも、そうですね、私自身の人気というか、

研究会か。もう、時代遅れみたいな感じなんじゃないか？PEG

井上の話が聞きたいという方も減っているんだとは思いますが、

の件数自体、ものすごく減っているんだろう？

要するに、静脈栄養や経腸栄養に関する講演会自体が減ってい

ゼン先生：ものすごく減っています。私が調べたデータで論文

る、ということのようです。

を書いていますが、確かにそうなんです。でも、今回の関 PEG

小越先生：そうか、摂食嚥下訓練、経口のサプリメント、サル

の参加者は 300 人を超えまして、盛り上がりました。昨年に比

コペニアなんかの演題や講演が増えているんだな。しかし、そ

べると 130 人ほど増えました。約 1.7 倍に増えたんですよ。

れは、実は、ものすごく重大な問題なのかもしれないな。

小越先生：へええ。それはよかったな。しかし、なぜ？

ゼン先生：そう思います。やはり、われわれが議論すべきは、

ゼン先生：企画がよかったのでしょうか。やっぱり胃瘻は大事

経口栄養では問題がある患者のことだと思います。

だ、やっぱり、と考えるようになってきたのか、そう考える方

小越先生：そうだな、オレが言うのはおかしいかもしれないけ

が増えてきたのか、でしょうか。見直しの時期になっているの

ど、老い先短い高齢者に関する栄養管理にばかり興味がいって

かもしれません。

は、よくないんじゃないかな。老人が増えているからといって、

小越先生：胃瘻じゃなくて、栄養管理が大事なんだろう？

そっちにばかり力を入れても、医療としての発展はないんじゃ

ゼン先生：そうでした、そうでした。私がここで間違えたらダ

ないかな。

メですね。胃瘻じゃなくて栄養が大事なんです。

ゼン先生：そうですよね。ぴんぴんしていた人がけがや病気で

小越先生：栄養だよ、な。発表自体はどうだったんだ？

命を落としたり、再起できなくなったりするのを止めるのが本

ゼン先生：それがですね、一般演題や要望演題も、非常にいい

筋だと思います。

内容でした。こういう研究会って、若い医師や看護師、管理栄

小越先生：その通りだよ。同感だ。しかし、このままの雰囲気

養士などに発表させておけばいい、みたいな雰囲気がなきにし

で話を進めると、また、前回や前々回と同じような内容になっ

もあらずですが、レベルの高い発表がばかりでした。本当に。

てしまうな、これでは。

質疑応答も非常によかったと思います。

ゼン先生：日本の現状を見ていると、こういう感じになってし

小越先生：それはよかった。特別講演はどうだったんだ？

まいますよね、仕方ないのでしょうか。

ゼン先生：今年は特別講演はやりませんでした。もっとたくさ

小越先生：ハハハ、そうだな。何か、前向きな話題はないのか？

ん議論をしよう、と思いまして、パネルディスカッションにし

何か、新製品が発売された、とか。

たんです。

ゼン先生：新製品ですか？ありますよ。新しい製品として、TPN

小越先生：胃瘻に関するパネルディスカッションか。

キット製剤が発売されました。

ゼン先生：胃瘻と栄養管理に関する内容です。いい議論ができ

小越先生：新しい TPN キット製剤？

ました。みなさん、いい議論をしてくれました。

ゼン先生：はい。エイワイファーマが製造元、陽進堂が販売元

小越先生：栄養管理が大事だ、胃瘻はそのための経路だ、とい

のワンパル：ONEPAL です。

う結論になったのか？

小越先生：TPN の輸液として、今、新しい製品が必要なのか？

ゼン先生：結論は「PEG、胃瘻は栄養療法実施経路の一つである

ビタミン入りとしてはテルモのフルカリックがあるし、ビタミ

と認識することが重要。栄養管理の中身が大事。胃瘻を用いた

ン・微量元素入りとしては大塚製薬工場のエルネオパがあるじ

経腸栄養が適応だと判断したら、その患者さんのためにがんば

ゃないか。今更新しい製品が必要か？

ろう。」です。

ゼン先生：確かに、フルカリックとエルネオパでかなりの部分

小越先生：なるほど、いい結論じゃないか。家族が拒否してい
るから経鼻胃管でいいと考える医療従事者が増えていることも
大きな問題だ、という指摘をしていたからな。
ゼン先生：そうです。だから、患者さんのためにがんばろう、
です。その結論で、参加者は納得できたんじゃないかと思って
います。
小越先生：それが正しい考え方。当然のことだけどな。
ゼン先生：これが大勢になればいいのですが、なかなかです。
世の中全体が経口栄養に傾いているんですから。胃瘻を作らな
くてもいいように摂食嚥下訓練をがんばる、胃瘻なんて無駄、
自然死というか看取りのほうが大事、PICC を用いた点滴をすれ
ばいい、点数もいいし、便利だし、そんな感じですからね。
小越先生：経腸栄養や静脈栄養に対する関心が薄れている、と
いう意味にとれる。

↑関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の懇親会での写真です。非常にいい
雰囲気の写真でしょう？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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を占めているようです。ビタミンや微量元素入りは便利ですか

ゼン先生：揶揄している、と会社は受け取るのでしょう。確か

らね。

に、便利な製剤なんです。

小越先生：そうだな、便利な製剤は楽だからな。

小越先生：全部、入っているから、追加投与がいらないんだろ

ゼン先生：私は、ダブルバッグ製剤のピーエヌツインで十分に

う？微量元素もビタミンも。

便利だと思っていますが、世の中は、もっと便利なものを求め

ゼン先生：そうなんです。でも、私は、やはり、微量元素とビ

ているんでしょう。

タミンの投与量が、輸液量やエネルギー投与量と共に減ってし

小越先生：今度の、その、ワンパルはどこがいいんだ？

まうのはおかしい、と思っているんです。

ゼン先生：いろいろ工夫がされていますよ。1600mL で一日分と

小越先生：エルネオパは 2000mL の中に、ビタミンと微量元素の

設定されているビタミンと微量元素が投与できる、2 号ではエ

一日分と設定されている量が入っているんだったな。

ネルギー密度が 1.05kcal/mL となっている、ビタミン B1、ビタ

ゼン先生：そうです。でも、実際に 2000mL 投与する症例は非常

ミン K の配合量に配慮している、鉄（エレメンミックの半分の

に少ないんです。そうなると、1000mL や 1500mL しか投与しな

量）および亜鉛（1600mL を投与すると 100μmol）の投与量に配

い症例では、特にビタミン B1 は、厚労省が提案している 3mg は

慮している、隔壁未開通投与が起こらないような工夫がバッグ

入らない、そこが問題だ、ということです。

に施されている、などなどです。実は、私、この製品の治験の

小越先生：1000mL しか投与しない症例では 1.5mg ということに

時の医学専門家なんです。

なるな。

小越先生：そうか、それならワンパルを熟知している、という

ゼン先生：そういう指摘をしていました。でも、2017 年の 1 月

ことだな。しっかり応援しなければ、な。

にはエルネオパはエルネオパ NF に変わって、組成を変更してい

ゼン先生：もちろん、応援はしますが、偏った応援は、しない、

ます。ビタミンは AMA1975 処方から FDA2000 処方に変更して、

してはいけない、と思っています。学術的に、そうですね、臨

ビタミン B1 が 6mg 入るようになったんです（ビタミン K は 150

床的に正しいという考え方の元で判断して、と思っています。

μg に、鉄は約 1mg に）。そうすると、ビタミン B1 は輸液量が

小越先生：そうだな、それが君の生き方だからな。テルモや大

1000mL の場合でも 3mg 入りますから、この問題は解決した、み

塚製薬工場がスポンサーの講演会で、そこの製品の悪口を言っ

たいになっています。

たりしていたから、な。

小越先生：それでいいんじゃないか？

ゼン先生：先生、それは悪口ではありません。正しい判断です。

ゼン先生：悪いとはいいませんが。

小越先生：そうだな、悪口ではない、正しい判断だ、すまん、

小越先生：しかしな、ワンパルはどうなんだ？

すまん。

ゼン先生：ワンパルは輸液量が 1600mL で、ビタミンや微量元素

ゼン先生：まあ、そうですね。余計なことを言わなければいい

の一日必要量が入るという設計になっています。1600mL でビタ

んですが。正しい判断とはいっても、言わなければいい、って

ミン B1 は 8mg 入ります。

こともあります、確かに。

小越先生：そうか、それはいいんじゃないか？2000mL で一日必

小越先生：それを言ってしまうのが、君のいいところだし、下

要量が入るエルネオパ NF よりも、1600mL のワンパルのほうが

手な生き方、ということだ。

有利なんじゃないか？

ゼン先生：テルモのフルカリックは、名前が悪いって言ってし

ゼン先生：そう考えることはできますが、それが必ずしも有利

まいました。

と言い切ってはいけないと思っています。エルネオパ NF でも

小越先生：名前が悪い？

1500mL の処方で、いわゆる厚労省が提案している 3mg のビタミ

ゼン先生：フルカリックの「フル」って、英語の full です。十

ン B1 は入りますから。

分、全部、完全、などの意味があります。フルカリックは微量

小越先生：まあ、そうだな。そう考えることもできるか。

元素が入っていないのに、これで「フル」という意味になって

ゼン先生：エルネオパ NF もワンパルも、ビタミンの量について

しまって、微量元素はいらない、みたいな感じになるでしょう？

考えています。それから、過剰になる症例がいるということで

小越先生：確かにそうだ。

鉄の含有量も減らしています。

ゼン先生：
「フル」ではありません、微量元素を入れる必要があ
る、と啓発してください、という意味で言ったんです。
小越先生：なるほど、気持ちはわかる。テルモ自体、微量元素
を入れなくてもいい、特に短期の TPN では。フルカリックで
「full だ」というようなニュアンスでの説明をしているからな。
ゼン先生：そこです、私が問題だと思っていたのは。
小越先生：エルネオパの場合は、どいうことを言ったんだ？
ゼン先生：全部入り、大阪には「全部うどん」というものがあ
る、って言いました。
小越先生：ハハハ、全部うどん、全部入り TPN キット製剤、だ
な。

↑新しい TPN キット製剤、ワンパルです。私は治験の時の医学専門家で
す。いい点はいい、物足りない点は物足りない、そう客観的に評価しな
がら、適切に使っていきたい、使っていただきたいと思っています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：エルネオパでいろいろ指摘された、ビタミンや微量

タミンと微量元素を投与する、という基本的な考え方で使用す

元素の問題は、エルネオパ NF とワンパルでは解決できている、

るべきだと思っています。

ということだな。

小越先生：本来はそうすべきだな。

ゼン先生：そうです。だから、エルネオパ NF では 1000mL 以上、

ゼン先生：しかし、時代はこういうキット製剤を使うようにな

ワンパルは 800mL 以上を投与しておけば、ビタミン B1 はちゃん

ってきている。だから、開発された、これらの製品をどう使う

と入るから、この処方で無難な TPN ができる、ということなん

か、それを考える必要があるんです。

です。

小越先生：なるほど、いろいろ考えてみる必要がある、という

小越先生：これでビタミン B1 の問題は解決できるんだ。これで

ことなんだ。君が考える使い分け方はどうなんだ？

安心して TPN ができますよ、ということだな。

ゼン先生：ふつうは、エルネオパ NF なら、1000mL、1500mL、2000mL

ゼン先生：よかった、よかった、となりますか。

の製剤を使い分けるでしょう。エネルギー量も考えて。その点

小越先生：まあ、そう考えることもできるな、確かに。そうす

ではワンパルも同じでしょう。800mL、1200mL と 1600mL を使い

ると、君も、全部入り TPN キット製剤を応援している、という

分けるでしょう。

ことになるな、どうこういっても。いいのか？ポリシーを曲げ

小越先生：それだけで TPN ができる、と考える医師が大部分に

ても。

なるんだろうな。

ゼン先生：別に、ポリシーを曲げているつもりはありません。

ゼン先生：そう思います。だから、静脈栄養の内容を考えなく

これまでだって、エルネオパやフルカリックを使わないように、

なる、と言っているんですよ。

と言ってきたつもりはありません。中身を理解して使え、と言

小越先生：これらを使えば、それなりに、ビタミンや微量元素

ってきました。現に、エルネオパは体重 60kg の症例にはピッタ

の欠乏はほとんど起こらないんだろうな。

リの処方です。フルカリックだって、ちゃんと微量元素を混注

ゼン先生：起こらないと思います。問題は、これらの TPN キッ

して使えばいいんですよ。フルカリックには 3 号液（エネルギ

ト製剤を使わない TPN 処方の場合に、ビタミンや微量元素の投

ー密度が 1.05kcal/mL）もあります。

与し忘れが起こらないようにすることです。

小越先生：確かに、そうだな。こういうキット製剤ばかりにな

小越先生：確かに、そこが問題だ。腎臓や肝臓に問題がある症

ってきているという流れを止めることはできないから、君の立

例、水分制限が必要な症例、病態を考えた場合の処方だな。

場としては、使うな、ではなくて、中身を理解しないといけな

ゼン先生：そうです。TPN キット製剤が適応ではない処方です。

い、と指導する必要があるな。

小越先生：その対応は、教育だな。

ゼン先生：その通りです。
小越先生：しかし、それだったら、ワンパルはいらないんじゃ
ないか？
ゼン先生：必要だと思います。いろいろ理由はありますが、ひ
とつは、やはり、企業間の競争もしてもらう必要があると思い
ます。ワンパルが出てこなかったら、大塚のエルネオパ NF だけ
になり、本当、いわゆる一人勝ちですから、大塚だって、企業
努力をしなくなるでしょう。
小越先生：どういう意味？
ゼン先生：売るためには、やはり、TPN に関する講演会やセミナ
ーを開催する必要があるでしょう。いいパンフレットを作った
り、学会や研究会には展示をする、などの企画をするでしょう。

↑三菱重工業長崎造船所資料館です。資料館の前での写真です。長傘
を持っています。右は岩崎弥太郎の銅像です。この銅像と同じものが
高知にもあります。もちろん、見に行きました。

教育活動もやってくれるでしょう？一人勝ちになれば、そうい
うことをする必要はない、ということになりますよ。
小越先生：確かに、それはそうだな。
ゼン先生：実際、ワンパルが発売になって、というか、発売前
から、大塚も静脈栄養に関する講演会などをやっているようで
すから。
小越先生：そうか。それはいい傾向だ。刺激になっているな。
ゼン先生：そう思います。それから、これらの TPN キット製剤
に関して、いろいろ、比較などの議論が出てくるはずです。
小越先生：そういう意味の議論は必要だな、確かに。
ゼン先生：そうなんです、議論が必要なんです。でも、いずれ
にせよ、基本的に、私はビタミン入り、微量元素入りの TPN キ
ット製剤はいらない、と思っているんです。エネルギー量、水
分量などを優先して決めて、それに一日分と設定されているビ

↑上は 40 万トンのタンカーです。スエズ運河を通行できないというこ
とで、3 ヶ月で廃船になったということです。下右は戦艦武蔵の絵です。
武蔵は秘密裡に作られたので、写真は 3 枚しか残っていないのだそうで
す。沈没した武蔵が発見されたことは、ご存じですよね。下左は、戦艦
武蔵を作る時に使われたハンマーです。持ち上げることもできませんで
した。ものすごい力持ちの方々が戦艦武蔵を作ったのだそうです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

6

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

第５５回

ゼン先生：そうです。教育です。でも、教育の機会はどんどん

小越先生：なるほど、そういう考え方もあるな。フルカリック

減っています。

に微量元素製剤を入れると、ビタミンの面から考えると有利な

小越先生：君としては、この教育に企業の協力が必要だ、とい

場合もある、ということになるな。

うんだな。

ゼン先生：そうなんです。ワンパルやエルネオパのほうが有利

ゼン先生：そうです。もう一つ、よく考える必要があると思っ

だと単純に考えるのもおかしいんです。

ているのは、脂肪乳剤を投与すると、NPE/N 比が高くなってし

小越先生：確かにそうだ。

まうんです。

ゼン先生：それから、もう一つ、水分含有量も考える必要があ

小越先生：NPC/N 比ではなくて、エネルギーだから NPE/N 比、

ります。投与量を考える時、基本は、水分は 30～35mL/kg/日、

と言いたいんだな。

エネルギー量は 25～30kcal/kg/日、です。水分量のほうがやや

ゼン先生：そうです。カロリーをエネルギーに言い換えるべき

大きな数値として設定することが多いんです。だから、エルネ

だと主張していますから。エルネオパ NF もワンパルも、脂肪乳

オパ NF は 2 号輸液（0.82kcal/mL）で留めて、フルカリック

剤を投与すると NPE/N 比が高くなります。これは当然のことで

（1.05kcal/mL）やピーエヌツイン（0.97kcal/mL）のように 3

す。

号輸液を作っていないんです。ワンパルは 1 号が 0.7kcal/mL、

小越先生：どうしたらいいんだ？

2 号が 1.05kcal/mL ですから、水分量のことを考えないといけ

ゼン先生：感染予防のことを考えたら、これらの製剤に混注す
ることはよくないんですが、組成というか、適切な TPN 処方に
しようと思ったら、アミノ酸液を混注するべきです。無菌的に。
小越先生：なるほど、そう考える必要があるのか。混注する、
か。
ゼン先生：そう思っています。大事なのは、栄養管理としての
組成ですから。最も有効な組成は何か、それを考えながら栄養
管理をやってきたつもりです。それを、簡便なキット製剤が出
てきているから、ということでやらなくなると、それこそ、ポ
リシーを曲げることになります。
小越先生：確かに、そこがポイントだな。
ゼン先生：それから、エルネオパ NF の場合は、1000mL しか投与
しない場合、亜鉛の投与量が足りないかもしれません。フルカ
リックには 1000mL あたり 20μmol 入っています。エルネオパ

↑作家、吉村昭は、小説の「戦艦武蔵」を書くために、100 回以上、長
崎に行ったとのこと。嘘を書けない作家です。すごい、といつも思っ
ています。「白い航跡」「冬の鷹」「戦艦武蔵」「雪の花」「光る壁
画」「ニコライ遭難」「間宮林蔵」「ポーツマスの旗」「赤い人」、
などなど、たくさん読ませていただいています。

NF の場合は 1000mL で 30μmol です。欠乏症にはならないとは
思いますが。それに比べるとワンパルでは 1600mL で亜鉛は 100
μmol 入るようになっています。
小越先生：エレメンミックの亜鉛含有量は 60μmol だったな。
ゼン先生：そうです。でも、30μmol では、少ないということに
なります。
小越先生：そうか、それを考える必要はあるな。
ゼン先生：それからビタミン K も考えておく必要があります。
小越先生：FDA2000 処方ではビタミン K は 150μg だから、ワル
ファリンの作用を阻害しない、ということだな。
ゼン先生：そうです。でも、ワルファリンを投与している TPN
症例って、どのくらいいますか？
小越先生：多くはないだろう。なるほど、そういう考え方もあ

↑上は、何の機械かは忘れましたが、ものすごく大きな機械でした。
下は、アルゼンチナ丸です。名前、聞いたことがあるでしょう？

るな。
ゼン先生：そもそも、アメリカの AMA1975 処方ではビタミン K
が入っていなかったのに、日本では 2mg 入っているんですよ。
そこも考える必要があると思います。
小越先生：そうすると、フルカリックや、今の複合ビタミン剤
の単剤のビタミン K が 2mg というのも、ある意味、選択肢とし
て考えることもできるな。
ゼン先生：そうです。よく考えると、日本のビタミン剤の処方
が 2 種類になった、ということです。

↑長崎歴史文化博物館に行きました。坂本龍馬の写真とのツーショッ
ト写真です。上野彦馬のカメラで撮影したのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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なくなります。逆に、エルネオパ NF はエネルギー密度が低いの

小越先生：クワドルプルというのはむずかしいからな。クワッ

で、水分制限が必要な症例では使いにくい、という問題があり

ドと短くしているんだよ。それに、聞いた話では、クワッドバ

ます。そういう症例に対してはワンパルの 2 号のほうが有利、

ッグと言う名称は商標登録されているらしい。

といえます。

ゼン先生：へええ、そうなんですか。クワドルプルですね。

小越先生：なるほど、ワンパルのほうがエネルギー密度がエル

小越先生：そうだ。5 室はクインテュープル（quintuple）バッ

ネオパ NF よりも高いからだな。そう考えると、確かに、キット

グというんだよ。

製品なんだから、すべての症例に適合できるということはない、

ゼン先生：ワンパルは、隔壁開通忘れ防止対策として、空室が

これは当然だな。

あるんです。だから 5 室なんです。

ゼン先生：だから、これらの組成に対して、いろいろ考えて、

小越先生：それで 5 室になっているのか。

足したり減らしたり、ということをする必要がある場合もある

ゼン先生：そうです。隔壁が完全に開通すると空室に薬液が満

んです。

たされる、だから隔壁開通忘れ防止対策として完璧、というこ

小越先生：なるほど、そう考えて使うべきだ、ということだ。

とになります。

ゼン先生：その通りです。それから、新しい製品のほうが、工

小越先生：なるほど。そういういい点もあるんだな。

夫された点があるのは当たり前なんですが、ワンパルはバッグ

ゼン先生：こういうふうに、いろいろ特徴を考えて、使い分け

に工夫がされています。

てほしいと思います。とにかく、考える能力を失わないように

小越先生：工夫というと、隔壁開通忘れ防止対策だな。

して欲しいと思います。

ゼン先生：そうです。これはエルネオパ NF より上だと思います。
フルカリックのセーフゲートとは、どうでしょうか。セーフゲ
ートもすばらしいですからね。
小越先生：企業は本当に工夫してくれているよな。
ゼン先生：そうですね。ワンパルは 5 室になっています。先生、
5 室バッグって、英語でどういうか、ご存じですか？
小越先生：オレに英語？質問するかなあ。失礼なやつだ。
ゼン先生：すみません。2 室はダブル（double）バッグ、3 室は
トリプル（triple）バッグ、4 室はクワッド（quad）バッグ、
という名称になっています。
小越先生：そのクワッドバッグというのは正しくないな。正確
にはクワドルプルバッグ（quadruple bag）だ。
ゼン先生：クワッドではダメなんですか？

↑東宝塚さとう病院の外科スタッフ写真です。大阪大学消化器外科の
年報に出すために、初めて、5 人で写真をとりました。2 月に撮影した
ものです。

【今回のまとめ】
1. 第 24 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会は、大成功でした。発表内容、議論の内容、非常にレベルが高か
ったし、参加者数も 319 人と非常に多かったし。やはり、胃瘻の意義を栄養管理の重要性と共に本気で考
えることが必要です。
2. 大阪府北部地震、無事でしたが、安全を考えて部屋を整理整頓することが大事だと、再確認しました。阪神
大震災の教訓を忘れそうになっていました。
3. 新しい TPN キット製剤、ワンパルが発売されました。これをきっかけに、静脈栄養、TPN の重要性について、
議論、教育、が盛り上がって欲しいと思います。
4. エルネオパ NF、ワンパル、フルカリック、そしてピーエヌツイン、それぞれに特徴がありますので、それ
を理解する必要があります。ワンパルは新しい製品だからいい、ではなく、本質的な組成などについて、し
っかり理解して使ってください。
5. キット製品は、使い勝手だけで考えないでください。組成を優先してください。キット製品にアミノ酸液を
混注することも、組成を考えると、躊躇する必要はありません。ただし、感染対策は十分にしてください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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