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『経腸栄養投与経路の用語の統一が必要：
経腸バッグ／ボトル、経腸ライン、経腸カテーテル、経腸ポンプ』
暑い夏が過ぎようとしています。暑かった、本当に暑かった。しかし、昨年よりはましだったとのことです。昨年の 8
月 3 日に春日井市民病院へ講演に行ったのですが、その日の名古屋市の最高気温は 40.3℃でした。とはいっても、今年も
暑かったのは間違いありません。夏は暑いものです・・・村人が「お暑うございます」と挨拶したら大村益次郎は「夏は
暑いものです」と答えたという逸話があります。
台風 10 号が日本を直撃しました。お盆の 8 月 15 日は山
陽新幹線が終日運休になったり大変でした。しかし、超大
型だから大変だ、と報道されたほどはたいしたことはなか
ったなあ、と思ったのは私だけではないでしょう。とにか
く被害が少なくてよかったのは間違いありません。その台
風 10 号が上陸したのは広島県呉市付近でした。実は、私
の故郷、愛媛県佐田岬半島を『通過』したのです。テレビ
で『日本で最も細くて長い半島』と紹介してくれてうれし
かったのですが、
『上陸』ではなく『通過』だったのです。
通過？上陸でしょう、そう言いたいのですが、上陸と表現
するには佐田岬半島は細すぎるのだそうです。『宇和海か
ら瀬戸内海まで、トビウオが飛び越えられるほど細い』と

↑鹿児島市からの桜島（上）と、垂水市からの桜島（下）です。
今回は桜島がよく見えました。6 月に行った時は雨で桜島が全く
見えませんでした。

言われているので『通過』だったのです。8 月 28 日には佐
賀で豪雨災害。テレビでその様子を見ながら、本当に大変
だと思いました。地球温暖化の影響です。日本は亜熱帯に
なっています。地球温暖化はない、そんな馬鹿なことを言
うアメリカ大統領、G7 でもその問題が議論できない、困っ
た社会になってしまいました。
8 月 3 日には鹿児島県鹿屋市の医療法人青仁会池田病院
へ講演に行きました。『第 1 回大隅地区臨床栄養研究会：
地域で栄養を考えよう』での講演で、田中誠先生にセッテ
ィングしていただきました。田中先生が『胃瘻の適応』、
栗山先生が『経腸栄養』、そして私が『栄養管理の重要性』、
について講演しました。院長の池田大輔先生が開会の挨拶

↑鹿児島ー垂水フェリーです。大隅半島の垂水です。もちろん、
フェリーの中で名物のうどんを食べました。朝飯もあれだけたく
さん食べたのに・・・。神戸の垂水は『たるみ』ですが、鹿児島
の垂水は『たるみず』です。読み方が違います。

をしてくださり、臨床栄養に力を入れると言ってください
ました。うれしいことです。院長自らが栄養に力を入れる、
そう言って下さる病院が日本にどれくらいあるでしょう
か。池田病院のスタッフの方々の『お・も・て・な・し』
にも感動しました。垂水のフェリー乗り場まで車で迎えに

↑田中先生に、この荒平天神に連れて行ってもらいました。いい
雰囲気です。きれいな海でした。久しぶりに海を見たな、という
感じがしました。菅原道真ゆかりの神社、学業成就の神社だとの
ことです。祠まではかなり急な坂道を上ります。坂道というより
崖です。上から綱が降りてきているので、それを引っ張りながら
登ります。この写真は祠の前で私が撮影しました。

↑鹿屋アスリート食堂です。ふつうの定食は、量が半端じゃない
とのことです。フェリーでうどんを食っていなかったらチャレン
ジしたかも？よく考えると、体育大学に入学している人ってすご
いですよね。音大も美大もですが。私は絶対に入れません。100
年がんばっても無理です。スポーツ、音楽、美術ができる人は才
能の塊です。生まれつきです。医学部は、何年か必死で勉強した
らはいれるかもしれませんが・・・。でも、いい医師であること
は、ある意味、才能も関係しているはずです、
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

↑池田病院の講堂はかなり立派でした。病院としての学術活動に
対する姿勢が見えます。非常に大事なことだと思います。参加者
数は 149 名でした。クリニコの宮内さんががんばって集めてくれ
たとのこと。ありがとうございました。おかげで講演にも気合が
入りました。
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↑懇親会です。鹿屋のうまい魚を堪能しました。岩牡蠣もりっぱ
でしたね。私の席はエアコンの風が当たらない場所だったので、
暑くて暑くて。着て行った服が『かりゆし』でよかった。田中く
んに呼んでもらった石垣島で買ったのです。もちろん扇子で扇ぎ
ながらでした。みなさん、良く飲みましたよ。

来ていただきました。昼飯は鹿屋体育大学の学生さん達を対象にした、栄養バランスを考えたレストラン。フェリーで名
物うどんを食べていたので、
『腹パンパン』だったのですが。夜は鹿屋市のうまい魚料理を食べさせていただきました。日
曜日は、NST の方々に、薩英戦争砲台跡台場公園、佐多岬海域公園、佐多岬、北緯 31 度線広場、西郷南洲翁宿所、神川大
滝、神徳稲荷神社、鹿屋航空基地、桜島の埋没鳥居などを案内していただき、楽しい時間を過ごさせていただきました。
暑い日でした。台風 9 号の影響で、半潜水型水中展望船［さたでい号］が欠航だったのが非常に残念でした。7 月 8 日の
大雨の影響で佐多岬エントランスから佐多岬展望台への歩道が崩落して通行止めになっていたのも残念でした（8 月 8 日
から仮設の歩道で通行可能になったとのこと）。私は佐多岬は 2 回目だったのですが、非常に思い出深い旅行となりました。
8 月 10 日は西宮神社で孫のお宮参り。翌 11 日には愛媛へ帰省。台風 10 号がいつ来るのか、心配しながら 12 日と 13 日
を過ごしましたが、帰省には何の不都合もなかったのです。帰省して何をしたということはありません。墓参りをして墓
掃除、近くの天然温泉『亀が池温泉』へ 2 回行ったことく
らいでしょう。せっかくだからと『風力発電所：二見くる
りん風の丘パーク』へ行きましたが、何もありませんでし
た。とにかく夏の帰省は高校野球の放送を聞きながらなの
で、これが夏だ、という感じですね。

↑昨年の 7 月、愛媛県の西予市野村町が水害で大変だったのです
が、この野村ダムの水を放出したことが原因だったとのこと。豪
雨のせいなんですが。その野村ダムに行きました。ダム湖百選に
選ばれている、いい景色でした。しかし、自然災害はこの静寂を
打ち壊す力があるのです。おだやかな景色でした。

↑愛媛の佐田岬半島の風力発電です。すぐ傍に、伊方原子力発電
所があります。写真の右が宇和海で、左が瀬戸内海です。トビウ
オがこの半島を飛び越えることができる？くらい細長いのだと
のことです。台風 10 号の時は、この風力発電で相当な発電がで
きたのでしょう。しかしあっという間に台風は『通過した』ので、
発電量は大したことなかったのでしょう。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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8 月 20 日は長崎へ。長崎みなとメディカルセンターへ講
演に行きました。せっかくの長崎だから、夕方の講演なの
に午前 9 時 10 分、伊丹空港発の JAL で長崎空港へ。沖縄
行のフライトに乗る人達が非常ににぎやかで、それが出発
すると急に静かになったな、と思いました。長崎には何回
も行っているので、今回はどこを観光する？とにかく『ち
ゃんぽん』を食べなくては！まずは長崎新地中華街へ行っ
たのですが、やっぱり一番有名なお店で『ちゃんぽん』を
食べようとタクシーで四海楼へ。しかし、満席で 1 時間待
ち。仕方なく近くの名もない食堂で『ちゃんぽん』を食べ
ました。それなり、でした。それから長崎大学病院の良順
会館へ。長崎大学医学部 150 年の歴史、ポンぺ、松本良順、
シーボルトなどの資料を見ました。それから徒歩で原爆資

↑グラバー邸は修復工事中でした。来年には完成するとのこと。
完成した姿を見たいから、来年も行かなくては！

料館、原爆落下中心地、平和公園へ。汗だくになりました。
次はやはりグラバー園へ。もう何回目？という感じでした
が、今回はグラバー邸は改装中でした。もちろんリンガー
の館へも行きました。ここでも汗だく。歩きながら食べた
『角煮まん』が非常にうまかった。とにかく汗だく。ANA
クラウンプラザホテル長崎グラバーヒルの喫茶室に入っ
て『暑い、暑い』と言いながら扇子で扇いでいるとお店の
方が私のために扇風機を持って来てくれました。お・も・

↑グラバー邸から長崎湾を望む、という写真です。でかい客船。
世界一周ができるのです。しかし、船で世界一周？退屈で疲れて
しまうと思います。右下は、いつもの『ハートストーン』
。今回は
ーで汗を流して講演会へ。結構大勢の方が来てくれました。
1 つだけしか見ることができませんでした。とにかく暑い日で、
雨傘を日傘にして日よけ。これは有効です。
でも、医師は少なかったなあ。残念だったのは、新しく購

て・な・し！その後宿泊ホテルにチェックインし、シャワ

入したパソコンで講演したのですが、設定が悪かったので
しょう、動画をお見せすることができなかったのです。す
みません。懇親会は、長崎大学の山野先生も来てくださり、
樋口くん、増永さん達と楽しく過ごすことができました。
薬剤師の増永さんが外国を飛び回っている活動力に驚き、
栄養管理部の馬場さんが私の講演を初めて聞いた、という
ことに驚き、楽しい食事会でした。初めて食べた『ハトシ』
はうまかった。五島うどんもうまかった。お土産はカステ
ラと五島うどんを買いました。次は、金曜日に呼んでくだ
さい。土日で雲仙に行きたいし、西彼杵（そのぎ）半島も
ドライブしたいし・・・。昨年、長崎半島の野母崎と伊王
島には行きましたから。
8 月は、リーダーズの準備やいろいろな原稿執筆で大忙
しでした。リーダーズの機関誌の Medical Nutritionist of
PEN Leaders の編集も大変です。もっと原著や症例報告を

↑長崎平和公園です。私にとっては 2 回目でした。平和祈念像の
柔和な顔は神の愛と仏の慈悲を、天に向けて垂直に高く掲げた右
手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横にした右足
は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた左足は救った命を表
し、軽く閉じた目は戦争犠牲者の冥福を祈っている、とのことで
す。原爆資料館でいろいろ勉強しましたが、ひどい話です。資料
館だけでは本当の悲惨さを表現できていないのですが、それでも、
ものすごい爆弾です。絶対に作ってはいけなかったのです。

書いてほしい、それが切実な願いです。発表するだけでは、
その内容は消えてしまうのです。論文にして初めて仕事と
して完結するのです。そこがわからんかなあ。

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：高校野球が終わり、夏が終わり、やっとそんな感じ
になりました。
小越先生：そうだな、甲子園が終わると夏が終わる、オレもそ
う思う。今年も熱戦が多かったな。
ゼン先生：そうですね。大阪の履正社高校が優勝しましたが、
石川の星稜高校は惜しかったですね。
小越先生：ジャイアンツとヤンキースで活躍した松井選手の母
校だな。本当、惜しかった。
ゼン先生：どちらにも勝たせてやりたかったですよね。そうそ
う、松井選手の『松井秀樹ベースボールミュージアム』に行っ
たことがあります。『松井サブレ』も買ったことがあります。
小越先生：相変わらずミーハーだな。
ゼン先生：ずっとミーハーです。
小越先生：本当だ。それにしても、あの炎天下で、よく倒れず
に野球をやれるな。若いということはすばらしい。
ゼン先生：観客も大変です。昔、甲子園の救護班で仕事をした
ことがありますが、内科の先生達は熱中症の対応で大変だった
ようです。
小越先生：君は外科医として行ったんだろう？外科は外傷患者
を待っているだけなんだろう？
ゼン先生：そうです。ポケットベルを持ってネット裏で野球観
戦したり、バックネットのところのエアコンが効いた控室で野
球を見たり、いいアルバイトでした。
小越先生：内科は損だな。
ゼン先生：そうですね。外科医としては、非常にいい思い出で
す、甲子園は。それにしても、野球を見ながら思ったんですが、
甲子園をドーム球場にして、エアコンが効いた、快適な条件の

↑鳥居が 2 つある神社です。諏訪神社の並立鳥居です。並立している
ので縁結びにご利益があるのだそうです。しかし、なぜ、鳥居を 2 つ
並べたのでしょうかねえ。縁結びというのは、後でのこじつけだと思
います。

↑後ろに見えているのは薩摩富士、開聞岳です。錦江湾の向こうに見
えました。ここは薩英戦争砲台跡台場公園です。なんと、わたしはこ
こへ来たのは 2 回目なのです。これは歴史なんですが、池田病院 NST
の面々より私のほうが詳しい！鹿児島市内に関しても、です。
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下で戦わせてやりたいですよね。
小越先生：なるほど。熱闘甲子園というけど、暑すぎて体調を
くずす選手もいるんだし。それもいいんじゃないかな。
ゼン先生：でしょう？根性で野球をやる、そんな時代は去って
いるとのことですし。
小越先生：確か、星稜の奥川投手は足がつったそうだな。
ゼン先生：そうですよ。それでも完投したから偉かったけど。
でも、ドーム球場で野球をしたら、本当の実力が発揮できると
思うんですけど。
小越先生：オレもそう思うけど、熱闘、熱闘、と言っている人、
青空の下でやるのが甲子園、そう思っている人も多いからな。
ゼン先生：甲子園をドーム球場にすればいいとは思いませんが、

↑佐多岬はものすごく整備されていました。私が行ったのは 10 年前
で、右の展望台はボロボロでした。途中にあったお店なんて、荒れ放
題でした。展望台は窓ガラスも割れて、気持ち悪いくらいでした。で
も、全体が整備されていました。新しくなっていました。今回は、展
望台まで行くことはできませんでした。ま、ここまで来れば最南端ま
で来たと言ってもいいはずです。

↑本土最南端の佐多岬が見える場所での記念写真です。いい天気でし
た。暑かった！ここも本当に公園として整備されていました。これも
タイマーで撮影しました。

↑日本本土四極。宗谷岬、納沙布岬、佐多岬、神崎鼻。私、制覇して
いました。記念メダルを購入し、証明書を発行してもらいました。四
極制覇の証明書です。宗谷岬、納沙布岬、佐多岬は有名だから行った
ことがある人も多いでしょうが、佐世保の神崎鼻へ行く人は珍しいと
思います。私は、その珍しい人物です。長崎から平戸へ行く途中、偶
然、立ち寄ったのです。もう何年も前のことです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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でも、そういう発想もありかな、と思ったりです。あの雰囲気
は炎天下でないと出てこないのかもしれませんが。今年もお盆
には愛媛へ帰省しましたが、やっぱり、甲子園の高校野球実況
中継を聞きながら運転すると、夏だな、と思いますから。
小越先生：それが日本の夏だ。ところで今回の話題は何にする
んだ？
ゼン先生：今月は、原稿執筆に明け暮れました。特に、経腸栄
養実施経路の管理について、非常に時間を使いました。
小越先生：経腸栄養実施経路の管理？簡単な内容じゃないか。
ゼン先生：本当はそうだと思います。しかし、困ったことに用
語が統一されていないんですよ。
小越先生：用語？白湯と水道水か？

↑北緯 31 度線モニュメントでの記念写真。家族連れの方がいて、私
が写真を撮ってあげました。そうして、私達の写真も撮ってもらった
のです。いい写真です。北緯 31 度は、上海、カイロ、ニューオーリ
ンズを通っているのだとのこと。いい天気でよかったです。左上はこ
のモニュメントの裏です。写っているのもわれわれです。10 年前に
来た時にはこんなのありませんでしたよ。

↑神川大滝に行ってから神川海岸へ。影の祭典？です。上の写真は開
聞岳、下の写真は桜島が背景となっています。きれいな景色を堪能し
ました。しかし、炎天下という感じでした。暑かった！！

↑透明な鳥居で有名になっているという、神徳稲荷神社へ行きまし
た。鳥居が透明なんですが、意味あるのかなあ。どうってことないの
ですが、ま、見たことないのでそれなりに意味がある？透けて見える
ので、鳥居としての役目を果たさないのかも。
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ゼン先生：それは前回の会話です。でも、それについては調査
もしたし、今度のリーダーズでポスターセッションで発表する
ので準備もしました。
小越先生：白湯を問題にしたのは 7 月 28 日のことだぞ。もう調
査もした？
ゼン先生：はい。ふと思いついて、知り合いの 300 人くらいに
メールで『経腸栄養の水』はどうやっていますか？という調査
をしました。207 施設から回答していただき、集計しました。
小越先生：すごいな。早すぎるぞ、その仕事ぶりは。
ゼン先生：質問内容も簡単にしましたので、結構、すぐに回答
してくれました。うれしいです。こうして、協力してくれる方々
がいるのですから。もちろん、論文にして報告しますよ。
小越先生：当然だ、と言いたいんだろう？
ゼン先生：はい。形にする、それが大事なことです。その前に、
回答してくださった施設に、集計結果をメールで送るつもりで
す。
小越先生：すばらしい。しかし、それは当然のことだと・・・
言いたいんだな。
ゼン先生：そうです。先生、用語の統一というのは、そのこと
ではないんです。経腸栄養実施経路そのものなんです。
小越先生：さっきから実施経路って言っているけど、それって、
施行経路なんじゃないか？
ゼン先生：実は、私もそう思っていたし、そう表現していまし
た。しかし、辞書なんかで調べると、
『施行』の本来の意味は「法
令を実行する」なんですよ。工事を施工する、このばあいは「せ
こう」と読むんですが。いろいろ考えると、『手術を施行する』
という表現もおかしいような気がしているんですよ。
小越先生：もうずっと昔から『手術を施行する』っていう表現

↑鹿屋航空基地です。知覧航空基地へも行ったことがありますが、と
にかく特攻隊の話は、ひどい話です。美談ではありません。日本の負
の歴史と言ってもいいと思います。その歴史の上でわれわれは生きて
いるのですが、もっとその歴史をきちんとみつめないといけないと思
いました。下の写真は、ゼロ戦です。

↑桜島フェリーです。今回は、本当に桜島がきれいに見えました。わ
ずか 15 分で鹿児島に着いてしまうのです。それでもうどんを食べま
した。桜島にさよなら、と言っているような写真ですね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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は使われているぞ。
ゼン先生：そうなんですが、なんか、本来の法律的な使い方の
ことを考えると、医療の領域では使わないほうがいいんじゃな
いか、と思ったりしているんです。ほかの方に押し付けるつも
りはありませんが。
小越先生：そうか。まあ、それは君の勝手だ。
ゼン先生：そのとおりです。でも、
『実施』のほうがピンとくる
ようになっているんです。
小越先生：まあいいだろう。その経腸栄実施経路だが、経腸栄
養の容器に経腸栄養剤を入れて、チューブにつないで、経腸栄
養のチューブに接続して投与する、それだけのことだろう？
ゼン先生：それだけ、と言われるとそうなんですが。経腸栄養
の容器は、どう呼びますか？
小越先生：イルリガートルだろう？
ゼン先生：古いですよ。古い、本当に古い。
小越先生：失礼な言い方だぞ。イルリガートル、みんな、そう
呼んでいる。
ゼン先生：確かにそうですが、イルリガートルって、英語です
か？ドイツ語ですか？
小越先生：雰囲気からいうとドイツ語だ。
ゼン先生：そうなんです。ドイツ語では irrigator です。発音
記号では『イリガートル』です。医学用語辞典ではイルリガト
ールと記載されていますが、これも間違った記載かもしれませ
ん。発音記号のほうが正しいでしょう？
小越先生：そうだな。カタカナのイルリガトールのほうがおか
しいかもしれないな。
ゼン先生：巻き舌で『リ』が『ルリ』に聞こえたんでしょう。
とにかく日本語訳は潅注器、洗浄器です。
小越先生：なんか、経腸栄養剤を入れる容器という意味ではな
いな、その日本語訳は。
ゼン先生：そうなんです。もともとは、いろいろ、洗浄するた
めの水を入れておく容器として作られたようです。胃洗浄、膀
胱洗浄、膣洗浄などに使われていたんですよ。
小越先生：そうだったな、確かに。いろいろな洗浄用に使って
いたよ。それを経腸栄養を入れる容器として使うようになった
んだったな。転用したんだな。
ゼン先生：そうです。もともとはガラス瓶だったのを、プラス
チック容器にして、経腸栄養剤用にしたんです。
小越先生：なるほど。しかし、イルリガートルという名称は広
く使われているだろう？
ゼン先生：まあそうですね。イルリガートルという名称は、実
は、医療機器のジェイエムエスが商標登録しているもので、一
般的に使われるようになってしまったのだそうです。
小越先生：そうか、ジェイエムエスの登録商標なのか。
ゼン先生：そうなんです。もともとはドイツ語なんですが、ド
イツ人の発音がイルリガートルに聞こえたんだそうです。ドイ
ツ語としての読みはイルリガートルではなく、イルリガトール
です、辞書にカタカナで書かれていました。でも、英語では
irrigator、イリゲータですよ。ドイツ語の発音は、自信はない
ですがイリガトールだと思います。
小越先生：そういうことか。ドイツ語でもイルリガートルでは
ないんだ。
ゼン先生：そのようです。なんか、日本風にドイツ語を読んで、
それが正しいか正しくないか検証することなく、そのまま使わ
れているようですね。

第６９回

小越先生：確かにそうだ。そういうイルリガートルに関する真
実というか、意味を知ると、経腸栄養剤を投与するためには使
いたくないな。
ゼン先生：でしょう？ジェイエムエスもイルリガートルという
用語はもう使っていません。栄養ボトルと栄養剤用バッグです。
小越先生：そうか、イルリガートルという用語はもう使ってい
ないんだ。
ゼン先生：そうです、経腸栄養用には使っていません。
小越先生：そしたらどういう名称にしているんだ、イルリガー
トルの代わりとしては。
ゼン先生：医療機器のトップは『ネオフィード栄養ボトル』
、ジ
ェイエムエスは『ジェイフィード栄養ボトル』という商品名で
販売しています。
小越先生：それはちょっとおかしいぞ。なんか、
『栄養』という
呼称は、経腸栄養だけ、という意味になっているな。
ゼン先生：そうなんです。
『栄養ボトル』という名称っておかし
いでしょう。栄養を入れるボトル？栄養ってもっと広い意味で
しょう。
小越先生：確かに。
『経腸栄養ボトル』だな、そういう意味での
名称とすれば。
ゼン先生：ニプロは『ニプロ経腸栄養ボトル』です。
小越先生：しかし、長いな、その名称は。
『ニプロ経腸栄養ボト
ル』とは言わないな、現場では。略すのが好きだから『経腸ボ
トル』がいいんじゃないか？

↑独和辞典、医学用語辞典における irrigator の日本語訳です。独
和辞典の irrigator の発音記号をカタカナにすると『イリガートル』
です。『イルリガートル』でも『イルリガトール』でもありません。
この医学用語辞典は、
『イルリガートル』という、間違って使われて
いる発音に影響されている？意味は、経腸栄養剤を入れる容器では
ない、ってことがわかります。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：私もそう思っているんです。
『経腸ボトル』がいいと
思います。
小越先生：それじゃあ、バッグタイプは『経腸バッグ』だな。
ゼン先生：ジェイエムエスは『ジェイフィード栄養剤用バッグ』
で、経腸ライン付のものは『ジェイフィードフィーディングバ
ッグ』です。トップは『ネオフィード栄養セット』としていて、
『バッグ付、E バッグ付、ボトル付』としています。
小越先生：
『E バッグ』の『E』は、経腸栄養、Enteral nutrition
の E だな。
ゼン先生：そうでしょうね。
『EN バッグ』とするほうがわかりや
すいと思いますが。
小越先生：ところで、医療機器の代表的企業、テルモの名前が
出てきていないけど。
ゼン先生：テルモは経腸栄養のラインなんかは作っていないよ
うですね。
『テルフィード栄養ポンプ用セット』バッグ付き、と
いう製品を販売していますが、たぶん、これはジェイエムエス
の製品ですよ。
小越先生：そうなのか？
ゼン先生：
『栄養ボトル』との接続部が『Q-LOCK コネクタ』とな
っていますが、これはジェイエムエスの製品で間違いないと思
います。ジェイエムエスの製品をテルモも販売しているんでし
ょう。
小越先生：『栄養ボトル』を販売している企業はそれだけか？
ゼン先生：Cardinal Health、以前はコビディエン社、その前は
アーガイルだったと思うんですが、そこも『栄養ボトル』を販
売しています。
小越先生：そこも『栄養ボトル』なのか？
ゼン先生：Cardinal Health は『栄養コンテナー』なんです。
小越先生：
『コンテナー』？ちょっと意味が違うように思うけど。
ゼン先生：もちろん Container は『容器』という意味なので問
題はないんですが・・・。
小越先生：トラックや船、貨物列車で運んでいる、あのでかい
鉄の箱というイメージだな。
ゼン先生：東宝塚さとう病院の、私の外来を担当してくれてい
る乾さんに聞くと、同じような返事でした。
小越先生：それが一般的なイメージだな。それで、どうしたい
んだ？君は。
ゼン先生：もちろん『経腸ボトル』にすればいいんですよ。バ
ッグは『経腸バッグ』にして、経腸ラインがついているものは
『ライン付経腸バッグ』にすれば統一できます。
小越先生：なるほど。ニプロは『ニプロ経腸バッグ』と『ニプ
ロ経腸ボトル』、ジェイエムエスは『ジェイフィード経腸バッグ』
と『ジェイフィード経腸ボトル』、トップは『ネオフィード経腸
バッグ』と『ネオフィード経腸ボトル』とすればいいんだ。
『経
腸ボトル』と『経腸バッグ』で統一できるぞ。
ゼン先生：そうです。Cardinal Health は、よくわからないんで
すが『カンガルー』という商標を使っているので『カンガルー
経腸ボトル』にしてくれたら統一できると思います。
小越先生：Cardical Health にはバッグはないのか？
ゼン先生：それがですね『ED バッグ』なんです。
小越先生：ほおお『ED バッグ』か。いい名称じゃないか。
ゼン先生：先生がそんなことを言っているから用語が統一でき
ないんです。ED って何の略ですか？
小越先生：もちろん、オレが命名した Elemental Diet の略だよ。

第６９回

ゼン先生：そうすると、このバッグは成分栄養剤のエレンター
ル専用なんですね。
小越先生：そうだよ、もちろんだよ。
ゼン先生：実際にはいろいろな経腸栄養剤用に使われています。
それなのに ED バッグです。現場の看護師さん達、ほとんどは
ED って何の略か、なんて考えていません。やはり、ここで『経
腸バッグ』に統一して欲しいと思います。
小越先生：まあ・・・そうだな。確かに、その通りだ。ここら
で統一するべきだ。
『経腸バッグ』と『経腸ボトル』は、
ゼン先生：本当にそうです。
まとめたら『経腸栄養剤収容容器』略して『経腸容器』とした
いと思っています。
小越先生：なるほど。
ゼン先生：経腸栄養用のチューブも名称を統一したいんです。
経鼻チューブを、です。
小越先生：わかった。カテーテルにしたいんだな、チューブで
はなく。
ゼン先生：そうです。『経腸カテーテル』にしたいんです。
小越先生：それは簡単だろう。経鼻チューブを経鼻カテーテル
に、胃瘻チューブを胃瘻カテーテルにすればいいんだからな。
そうすると tube feeding という用語がいらなくなる、経腸栄養
をきちんと定義できるようになるんだろう？
ゼン先生：そうです。そうしたいんです。
小越先生：だんだん明確になってきたな。
ゼン先生：ついでに、ED チューブという名称もなくしたいんで
すよ。
小越先生：ここでも ED という名称を消さないといけないのか？
ちょっと寂しい。
ゼン先生：それは仕方ないことです。正しい用語を使う、大事
なことです。でも、今でも ED という用語がこうして使われてい
るということは、歴史という視点でみると、近代経腸栄養は、
先生の ED から始まった、それを証明していますよね。
小越先生：うれしいことを言ってくれるじゃないか。そうなん
だよ。近代経腸栄養は、オレの ED から始まったんだ。
ゼン先生：用語の話に戻りますが、次は、その経腸カテーテル
と経腸容器をつなぐ『経腸栄養ライン』なんです。
小越先生：
『経腸栄養ライン』だから『経腸ライン』でいいんじ
ゃないか？簡単だよ。
ゼン先生：そうなんですが。トップは『ネオフィード栄養セッ

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ト』です。ジェイエムエスは『ジェイフィード栄養セット』で
す。『栄養セット』なんですよ。やめてほしいと思います。
小越先生：確かに。
『栄養セット』なんていうと、おかしいよな。
どう表現したらいいかわからないけど。
ゼン先生：なんか、食事の準備をする時、栄養価の高いものを
集めて『栄養セット』と呼ぶ、なんていう解釈もできそうでし
ょう？
小越先生：さっきの話だとテルモも、その『栄養セット』を使
っているんだろう？
ゼン先生：そうですね。『栄養ポンプ用セット』です。
小越先生：間に『ポンプ用』を入れただけだな。ニプロはどう
なんだ？
ゼン先生：それがですね、これもおかしいんです。
『ニプロ経腸
用輸液セット』なんです。
小越先生：なに？『経腸用輸液セット』？おかしい名称だ。
『輸
液』は違うだろう。
ゼン先生：なんか、そういう名前にしないと仕方ないんだそう
です。ちなみに経腸栄養用ポンプの商品名は『セーフテック経
腸栄養ポンプ』なんですが、医療機器分類としては『経腸栄養
用輸液ポンプ』なんです。
小越先生：おかしい話だ。なぜ『輸液』という用語がそこに入
るんだ。おかしい。そういう名称を考える連中が、本当のこと
をわかっていないんだろう。
ゼン先生：そう思います。そこが本来は正しい用語に統一しな
いといけないんですけど。
小越先生：確かに統一する必要がある、オレもそう思う。経腸
ラインは『栄養セット』となっているのか。おかしいぞ、経腸
ラインに『セット』という用語を付けるのはおかしいぞ。
ゼン先生：賛同していただきありがとうございます。そうする
と経腸容器に経腸ラインを接続し、それを経腸カテーテルに接
続して経腸栄養剤を投与する、となります。
小越先生：そうだな。それを基本として、各企業が自社の名前
を付け加えたらいいんだな。ネオフィードとか、ジェイフィー
ドとか、ニプロとか。
ゼン先生：これで経腸栄養剤の投与方法が説明しやすくなりま
す。
小越先生：そうか、説明してくれよ。
ゼン先生：経腸栄養剤の物性による分類はまた後日にしますが、
液状の経腸栄養剤の投与方法は、RTH 法と TTB 法に分けられま
す。
小越先生：それはわかっている。
ゼン先生：RTH 法は、RTH 製剤の接続部に経腸ラインを接続しま
すが、その接続方式には、ロックタイプ、ゴム管タイプ、ソフ
トアダプタタイプがあります。

第６９回

小越先生：なるほど。ジェイエムエスとテルモのロックタイプ
が『Q-LOCK 接続』というんだな。
ゼン先生：トップはソフトアダプタタイプ、Cardinal Health
はゴム管タイプで、ニプロは 3 タイプ、すべて持っています。
小越先生：わかった。この接続方式は、栄養ボトルにもあては
まるんだろう？
ゼン先生：そうです。栄養バッグは、ほとんどが栄養ライン付
ですが。
小越先生： TTB 法もこれで説明したことになるな？
ゼン先生：はい。問題は半固形状流動食ととろみ状流動食です。
小越先生：確かにそうだな。経腸ラインではないだろう？
ゼン先生：そこなんですよ。これまで話してきた経腸ラインに
は滴下筒がついています。滴下していることがわかるようにな
っています。しかし、半固形ととろみの場合には滴下筒はいら
ないんです。
小越先生：いらないな。だからチューブでいいんじゃないか？
ゼン先生：チューブでいいと言ってもいいんですが・・・そし
たら経腸チューブと呼びますか？
小越先生：ちょっとニュアンスが違うな。うん、違う。これま
での経鼻胃管、経鼻チューブと、なんか、混同してしまいそう
な気がする。
ゼン先生：でしょう？先生もそう思われるでしょう？
小越先生：そうだな。どうする？
ゼン先生：経腸ラインのチューブタイプにしたらどうかと思っ
ています。経腸ラインであることは間違いないんですから。
小越先生：確かに、経腸ラインのうちの一つだ。チューブタイ
プ経腸ラインか。いいんじゃないか？
ゼン先生：そうすると、いろいろ統一できます。
小越先生：今後、出てくる、ポンプを使った半固形状流動食の
場合にはポンプ用チューブタイプ経腸ラインということだな。
ゼン先生：要するに、容器は経腸バッグと経腸ボトル、体内に
入れるのは経腸カテーテル。そして両者をつなぐのが経腸ライ
ンで、半固形状やとろみ状経腸栄養剤の場合はチューブタイプ
経腸ライン、これでいいですよね。
小越先生：すっきりしたな。企業にもこれを使ってほしいな。
ゼン先生：そうなんです。そこが問題なんです。こういう名称
は、企業が先に走って、それに医療者が付いて行っている、そ
んな感じなので、今後は医療者側が引っ張るようにしたいんで
すよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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←8 月 31 日にこの本を出版しました。できるだけたくさんの方に読んでもらいた
いと思って 30 日から 31 日にかけて、約 800 名の知人・友人にメールでお知らせし
ました。大変でしたが、読みます、という温かい返信メールを大勢の方からいただ
きました。ありがとうございました。
最後にこのお知らせメールを送ったのは、絵里さんのご家族。その後「出版しま
した」とお父さんとご主人に電話しました。寂しくなりましたね、と言うと涙が出
ました。絵里さんが亡くなられた時は医師としての立場だったのでしょうか涙は出
なかったのです。絵里さんが亡くなってほぼ 2 年半、主治医としてなすべきことを
やり終えた、そんな気持ちになって涙が出たのだと思います。本当に、私の患者に
なってくれてありがとう。
この本がきっかけとなって、静脈栄養、在宅静脈栄養、そして、臨床栄養学に興
味を持ってくれる人が増えて欲しい、そう願っています。
（この本、Amazon では、胃・腸内科に分類されています。
「臨床栄養学」という分
類はないようですね。それも寂しいことです。
）

【今回のまとめ】
1. ここんとこ九州によく行かせてもらっています。講演に呼んでいただける、本当にうれしいことです。今後
ともよろしくお願いします。
2. 白湯、水道水については、アンケート調査を行いました。207 施設からの回答をいただき、今度のリーダー
ズでポスター発表します。ご協力ありがとうございました。
3. イルリガートル、コンテナー、そして ED バッグと ED チューブ、もう使うのはやめましょう。
4. 経腸栄養では、容器は経腸バッグと経腸ボトル、体内に入れるのは経腸カテーテル。そして両者をつなぐの
が経腸ラインで、半固形状やとろみ状経腸栄養剤の場合はチューブタイプ経腸ライン、と名称を統一しまし
ょう。
5. 用語を統一すると、いろいろな分類も説明しやすくなります。企業が勝手に命名するからおかしくなるので
す。基本は医療者が決める、それが大事だと私は思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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