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『脂肪乳剤は CVC ラインに側注の形で投与してもいいのです
ただし、ラインの無菌的管理を徹底してください
ただし、ラインの無菌的管理を徹底してください』
5 月 28 日、29 日、第 3 回 WoCoVA（world congress of vascular access：世界血管内留置カテーテル管理学会）が香港
で開催されましたので、参加してきました。日本からの参加者は、私の知る限りでは企業の方二人と私、うちの准教授の
4 人だけでした。感想？暑かった、湿度が高くてジメジメしていた、部屋の中は冷房が効きすぎて寒かった、夜景はきれ
いだった、満腹になるほど北京ダックを食べた、用事がなかったら香港には当分行かなくていい、でしょうか。市内中心
部を歩き回ったのですが、高温、高湿度のために汗でズボンがくっつく、という不快感がありました。ケーブルカーで香
港の夜景を見に行きました。霧が濃いのに驚きました。世界三大夜景とのことですが、東京のスカイツリーからの夜景や、
大阪のアベノハルカスからの夜景の方がすごいのではないか、やっぱり、日本三大夜景の方が・・・なんて思ったりしま
した。私にとっては 25 年ぶりの香港で、夜景を見た展望台
は、なんとなく記憶にある、という程度でした。学会参加
の成果としては、この領域では世界中で看護師が活躍して
いる、ということと、企業のバックアップがすごい、とい
うことがわかったということでしょうか。企業展示には、
相当、力が入っているな、と思いました。日本の、カテー
テル関連の器具を扱っている企業って、なんとなく、あま
り力が入っていないのではないか、という印象があります。
たかがカテーテル？もっと、血管内留置カテーテルの管理
に関する領域を盛り上げてほしいと思います。非常に重要
な領域なのに、軽く見られているのかもしれません。そう
いう現状を打破したいと考えています。第 3 回 JAN-VIC（血
管内留置カテーテル管理研究会）を 12 月 19 日に阪大で開
催しますので、熱心な方々、真剣に考えておられる方々、
お集まりください。また、カテーテルに関連している企業

↑世界三大夜景の香港の夜景です。ちょっと霧がかかっています
が、きれいでした。せっかくだから、ということで 1000 円払って、
写真屋さんに撮ってもらったのですが、それより、なんか、こっ
ちの方が自然でいいな、という感じ。顔もアップじゃないし・・・。

のバックアップもよろしくお願いします。カテーテル、輸
液ライン、輸液、抗菌薬、ドレッシング材、消毒薬、いろ
いろ、関連した企業は多いのですから。
WoCoVA からの帰りは、関西空港ではなく、東京の羽田
空港へ。翌日の、足立先生の第 2 回臨床栄養実践協会設立
記念セミナーで講演するためです。このセミナーは、足立
先生が立ち上げた一般社団法人で、特に栄養士さんに対す
る栄養教育を重点的に行う、というものです。細谷憲政先
生、中村丁次先生、臨床栄養学会理事長の白井先生、指揮
者の小松長生さんの講演もありました。私は、最後の演者
として、いつもの感じで講演しました。どの講演もすばら
しく、足立先生、すごい人選をしたな、と思ったのですが、
今年 90 歳になられる細谷憲政先生の講演が特にすばらし
くて、感動しました。細谷先生は、私が書いた第 30 回日本
静脈経腸栄養学会学術集会の誌上会長講演を読んで感動し

↑会場の雰囲気。小さな学会でした。スクリーンが両サイドにあ
り、演者や司会者は真ん中です。学会の垂れ幕も真ん中です。こ
ういう雰囲気も、いいかもしれませんね。中国人がいっぱいでし
た。中国語で長々と質問し（中国人に対しては同時通訳がついて
いた）
、演者は英語で答える、わけがわからない質疑応答でした。

た、というお手紙をいただいてから、親しく？というと語
弊がありますが、手紙のやり取りなどをさせていただいて
います。お会いしたのは、実は、今回が初めてでした。90
歳になられても、講演中、用意されていた椅子に腰かける
こともなく、熱弁を振るわれました。終わってからも、い
ろいろお話をすることができて、本当によかったです。ま
た、臨床栄養学会理事長の白井先生とも、今後の、臨床栄
養の領域について、いろいろ話をすることができました。
その日は懇親会後、渋谷から山手線に乗ったのですが、大
崎駅で緊急停車。地震のためで、結局、山手線は動かず。

↑左は足立先生の開会の挨拶の写真です。真ん中は指揮者の小松
長生氏の講演です。勢いのある、笑いに包まれた講演でした。い
やあ、ああいう講演スタイルもあるんだな、と思いながら勉強さ
せていただきました。細谷先生は、周りの方が気遣って椅子を用
意していましたが、座る？そんな雰囲気は全くなく、熱弁でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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私は、1 時間半、電車の中で運転再開を待つはめに。しかし、運転再開の目処はたっていません、という車内アナウンス
を聞いて、電車で品川駅まで行くのは諦めて、電車を降りて、品川のホテルまで歩きました。いい経験？をしました。ち
なみに、足立先生はタクシーがつかまらず、家に到着したのは午前 1 時を過ぎていた、ということです。
6 月 9 日の星薬科大学での講義は、株式会社クリニコに協力していただき、経腸栄養剤の試飲会を行いました。ゼリー
なども食べさせていただきましたので、試食会で
もありました。学生さんたち、経腸栄養剤？まず
い、飲みたくない、と思っていたようですが、え？
おいしいじゃん、という感じ。中には、残ったサ
ンプルを持って帰ってくれた学生さんもいます。
将来、病院などで働く時、まずいですよ、と患者
さんに勧めるのではなく、ちゃんと味を理解して
『おいしいですよ』と、患者さんに勧めることが
できるようになってくれたのではないでしょう
か。クリニコに心から感謝です。

↑星薬科大学の臨床栄養の講義中の実習風景。クリニコ株式会社の中島さん
にお世話になりました。経腸栄養剤の試飲会、試食会です。何種類あったの
でしょうか。結構楽しんでくれていました。

↑講義よりも、そりゃあ、実習の方が楽しいでしょう。おいしい
です、と言っていました。
↑試飲会とはいっても、たくさんあるんだから、もっとたくさん
飲めよ。恐る恐る、2mL 程度をカップに入れて飲むのです。それ
では味もわからんだろう、と言ったのですが。ま、予想していた
よりもはるかにうまい、ということがわかれば、それでいいです。
本当、カップいっぱい、ごくごくと飲めよな。

6 月 10 日、11 日は叔父の葬儀で愛媛へ帰省。帰省するために車で大学を出て、万博公園の外周から中央環状線へ入って、
さて、少しだけ急いで帰ろうと思って、片側 3 車線の右端車線がすいていたので車線変更してちょっと走ると、後ろから
白バイが・・・。え？誰を追いかけている？私？何？スピード違反？ということで捕まりました。またまた不愉快な思い
をしました。60km のところを 84km で走行。一発免停にならなくてよかったでしょう、と言われながら、24km オーバーの
スピード違反となりました。2 点減点で 15000 円の
罰金。まわりの方々から、愛媛までの 400km のドラ
イブなんだから、スピードを出しすぎないように、
というお告げですよ、安全運転をするようになって、
よかったじゃないですか、などという慰めのお言葉
をいただきましたが・・・不愉快でした。一昨年、
別府での、一時停止違反で捕まって以来です。後日、
タクシーの運転手さんに、あの場所は、白バイが待
ち構えている、絶対に右端の車線を走ってはいけな
い、カモが来たと白バイはほくそ笑んだはずです、
と言われました。亡くなった叔父は、89 歳で、漁師
歴 70 年以上という、本物の、生粋の漁師でした。
寂しくなりました。

↑6 月に 89 歳で亡くなった私の叔父です。写真は、ほとんどないのです
が、みつけたのがこの 3 枚。左の 2 枚は、網を修理しているところ。右は、
家の前で隣のおっちゃんとのんびりしているところ。刺身をさかなに酒を
飲む、それが本当に似合っていましたよ。禁漁期間には釣りをすることで、
毎日、魚に触れていました。小学生の頃から、じいさんと一緒に漁に出て
いたので 70 年以上、漁師をしていたことになります。本物の、漁師でし
た。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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6 月 13 日は、私が尊敬する、大阪大学第一外科の先輩、坂本嗣郎先生が院長の、
『彩の国東大宮医療センター』の内覧
会。新築で、すごい設備、考えに考えた上での、患者にやさしい病院、という内容を見せていただきました。外装は、1
個 1 個の煉瓦で組み立ててあること、森と自然をイメージした色調、正面玄関を入ると見える滝、緩和ケア病棟の庭園、
ペットと会うことができるという企画、建物の色調・雰囲気、すべて、ディズニーの心で病気の患者さんを癒し、治療す
る、という考えの坂本院長の思いを実現した、ということです。はっきりいうと、高級ホテルのような感じですね。でも、
個室費も高くない、そう思いました。
『彩の国』というのは、埼玉を意味するのだそうで、この名前を病院名につけるとい
うことでも相当苦労されたとのことです。栄養士の山本さんに丁寧に院内を案内していただきました。その内覧会はパー
ティーの途中で失礼させていただき、大宮駅から東北新幹線で盛岡へ。１時間 50 分です。早い！かつては、6 時間以上か
かっていたのだそうです。
『第１回 岩手の消化器栄養フォーラム』の特別講演にお招きいただきました。SPN（supplemental
parenteral nutrition）について、という雰囲気の内容で、またまた伸び伸びと講演させていただきました。岩手医大の
滝川先生、遠藤先生、盛岡市民病院の加藤先生に、本当によくしていただきました。盛岡には珍しいほど多くの参加者だ
った、第１回の記念になった、と喜
んでいただきました。私にとって残
念だったのは、盛岡冷麺を食べる機
会がなかったこと。加藤先生に『井
上先生はよく食べる』と言われなが
ら、今回の食事も完食してしまいま
した。メタボに対してダイエット中
なのですが・・・。『また来てくだ
さい、冷麺を食べることができるよ
うなスケジュールで呼びますよ。』
と言っていただきました。楽しみで
す。

↑彩の国東大宮メディカルセンターです。落ち着いた色調です。右は、その壁です。レンガ
を一つ一つ積み重ねているのだとのことです。

↑内覧会の式典です。左は、阪大第一外科の私の１年後輩、国立
研究開発法人 国立がん研究センター 東病院の西田俊朗院長で
す。いい祝辞でした。私の後輩なんですが、落ち着きが違います。
真ん中は理事長の中村先生。右は、このメディカルセンターの院
長、私の先輩の坂本嗣郎先生です。ディズニーの心で患者に応対
する、そんな心のこもった病院を作りたいという思いで、埼玉に
招かれたのだそうです。その思いを叶える病院設計だと言ってお
られました。

↑正面玄関にある『滝』です。自然をとりいれて、受診される方々
の心の安らぎを考えている、とのことです。

↑第１回岩手の消化器栄養フォーラムの、左から、岩手医科大学
の滝川教授、遠藤准教授、盛岡市民病院の加藤院長です。
↑廊下です。100m の直線です。まっすぐです。端から端まで歩く
のも大変ですが、とにかく、まっすぐな 100m 廊下です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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6 月 19 日には、私の一番弟子の、紀南総合病院外科の藤田くんにセッティングをしてもらい、和歌山県田辺市へ。
『紀
南栄養管理フォーラム』で講演してきました。
『栄養管理の適応？胃瘻の適応？』ということで、講演しました。この中で、
胃瘻の『瘻』の書き順についても説明したのですが、田辺市の近隣に『牟婁』という町があるので、胃瘻の『瘻』という
字はよく知っている、ということでしたが・・・。このあたりの方々は胃瘻を漢字できちんと書ける？本当？遠く新宮か
らも来ていただいたとのこと、ありがとうございました。懇親会では、クジラ？ハモ？どっちの鍋にする？と迷わされま
したが、両方ともうまかった。翌日は、午前 3 時に起きて釣り。講演に行くのに、釣りの準備？クーラーボックス、長靴・・・。
秘書の須見さんに「楽しんできてください」と言われたのですが、釣りに行くのではなく、講演に行くついでに釣りをす
るんだ、なのです。釣れました！イサキを、何匹釣ったでしょうか。一人 20 匹以上でした。水深 90 メートル、電動釣竿
での釣りで、サバも釣った、アジも釣った、30cm 前後のイサキがたくさん釣れた、天気も良し、波は 1.5m くらい、とい
うことで非常に楽しい釣りでした。ただ、水深が深いし、電動リールで釣る、ということで、釣竿の先の感触が実感でき
なくて、ちょっと、物足りない、そんな感じもありました。しかし、たくさん釣れました。
6 月 21 日には星薬科大学の認定薬剤師研修での講義。大学院講義連携セミナー（がん治療・緩和医療特別講義）で学生
さんもいました。私のタイトルは「消化器癌患者の栄養療法 Part4」
。でも、もう 4 回目となると、講演内容をどうするか、
悩みます。結局、PPN について、特に感染対策についての話をさせていただきました。リピーターも多く、これでよかっ
たのだろう、と私は勝手に思いました。来年もよろしく、ということですが、
「消化器癌患者の栄養療法 Part5」というこ
とになるのでしょう。中身は？また、来年、考えます。

↑和歌山県田辺市の紀南総合病院のスタッフとの会食です。クジ
ラ？ハモ？迷いましたが、クジラを選びました。私の後ろの井上
准教授は、釣りをする、ということで、ついでに私の講演を聞き
に行きました。私は、講演のついでに釣りに行きました。

↑午前 4 時の田辺港です。この船で出かけました。りっぱな船で
した。

↑イサキがたくさん釣れました。本当、一人 20 匹以上です。藤田くんは、かなり
真剣に釣ろうと努力していました。その成果は十分でした。私は、果報は寝て待て、
という、いつもの雰囲気でしたが、かなり釣れました。博さんは、いつものように、
釣師でした。電動釣竿、餌、セッティングがきちんとできていたので、たくさん釣
れたのでしょう。波は 1.5m くらいで、ま、結構揺れました。

↑左はクジラです。右は、私がダブルで釣り上げたイサキです。
当分、魚料理の毎日だと思います。和歌山では『イサギ』という
のだそうです。標準語では『イサキ』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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ゼン先生：先生、25
年ぶりに香港へ行ってきました。
ゼン先生

ているはずだよ。だから、それを、最初から日本の方がう

小越先生：25
年ぶり？全然変わっていただろう。
小越先生

まいに決まっている、と思っている君には、あまり外国へ

ゼン先生：変わっていたも何も、ほとんど覚えていません
ゼン先生

行く意味がないかもしれないな。

から。実は、それが私にとっては初めての海外だったんで

ゼン先生：学会に行って、勉強するために行ってるんです。

すよ。味の素の講演会で北京に行き、そこから足を伸ばし

小越先生：ま、それが本来の目的だけど、外国の文化に接
小越先生

て香港へ行った、ということです。岡田先生に連れて行っ

するというのも、興味深いとオレは思っていたよ。

てもらったんです。

ゼン先生：先生がおっしゃりたいことはわかりますが・・・。

小越先生：北京から香港へ移動か。珍しい旅程だけどな。
小越先生

要するに、日本には、外国の料理を日本風にアレンジした、

ゼン先生：なぜかはわかりませんが、そんな旅程だったん
ゼン先生

よりうまくなっているものがある、ということなんですよ

です。初めてパスポートも作ったんですよね。

ね。

小越先生：へええ、そういうことだったのか。でも、香港
小越先生

小越先生：それは正しい。しかし、日本では料理に文句を
小越先生

は暑かっただろう？

つけない君が、どうして、外国へ行くと食事にうるさいん

ゼン先生：暑いだけじゃなくて、湿気が多くて、体全体が
ゼン先生

だろうね。

ぬるぬるしているような感じでした。市内を歩いている時、

ゼン先生：日本の料理は、それなりに、うまいものばかり
ゼン先生

ズボンがくっつく感じがいやでした。ズボンが太ももにく

ですよ、先生。

っつく感覚って、気持ち悪いですよ。

小越先生：普段の君の食事に対する態度を見ていると、ど
小越先生

小越先生：でも、夜景は綺麗だっただろう？
小越先生

こか、矛盾しているようにも思うんだけどなあ。

ゼン先生：ま、そうですね。ケーブルカーで登ったのです
ゼン先生

ゼン先生：よく食べるとは、言われます。この間の盛岡な
ゼン先生

が、あれはなかなか、よかったです。

んですが、加藤先生が『昨年の栄養アセスメント研究会の

小越先生：料理もうまかったんじゃないか？
小越先生

懇親会では、かなりのボリュームの食事にしたんですよ。

ゼン先生：いやあ、やはり、中華料理も、私にとっては日
ゼン先生

ほとんどの方が料理を残していたのに、井上先生だけは完

本の方が上です。北京ダックを食べましたが、あれだけた

食で、驚きました。
』と言っておられましてね。

くさん食べると、ありがたみがないですね。

小越先生：確かに、君はよく食べる。アルコールを飲まな
小越先生

小越先生：中華料理も日本の方が上か。香港に行った甲斐
小越先生

いからか？

がないないじゃないか。

ゼン先生：ノーコメントです。でも、今、ダイエットとい
ゼン先生

ゼン先生：日本へ帰ってから北京ダックを食べましたが、
ゼン先生

うか、食事には相当気を使っています。できるだけ食べな

高いけど、なんか、大事に味わって食べる、それがいいし、

いように、と思っているのですが、食べる機会が多くて、

うまいな、日本の方が上だと思いました。

よく食べます。

小越先生：気持ちはわかるよ。
どうこう言っても、これは、
小越先生

小越先生：とにかく、君は、食事に関しては、いろいろ矛
小越先生

性格だな。外国へ行くと、何でもうまいというやつもいる

盾していると思うぞ、オレは。

からな。

ゼン先生：すみません。ノーコメントにしてください。
ゼン先生

ゼン先生：そうですよ。
そしたら、なんで外国へ行くんだ？
ゼン先生

小越先生：逃げたな。これも栄養管理の話だぞ。
小越先生

ということになりますね。

ゼン先生：そうなんですが、静脈栄養や経腸栄養には詳し
ゼン先生

小越先生：外国へ行くということは、違う文化に接する、
小越先生

いが、料理にはいい加減な『栄養管理の専門家』を自負し

という意味が大きいから。食事は、その重要な部分を占め

ています。
小越先生：よくわからん。ま、仕方ないな。でも、静脈経
小越先生
腸栄養ガイドラインの作成の中心となったということは、

↑バスツアーの食事は、この水上レストラン。船で渡ります。も
ちろん中華料理。バスツアーでの食事なので、結構あわただしい。
ウェイトレスたちは、食べ終わるのを待っていて、食べ終わると
すぐに皿を持っていきました。落ち着かない！そうそう、学会場
でのコーヒーサービスもそうでした。飲み終わるのを待って、す
ぐにカップを片付けていました。

↑北京ダックです。とにかく、大量の北京ダック。うまい？あり
がたみがない。腹いっぱい。右の薄餅を食べる余裕はなく、北京
ダックの上にネギを載せてタレをつけて食べました。薄餅は、何
枚あったのでしょうか。30 枚くらい、無造作に重ねられていまし
た。こんだけたくさん食べると、本当、北京ダックのありがたみ
がなくなりますよね。写真上の餃子も食べましたが、皮が厚い。
やはり、餃子も日本の物が上ですよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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栄養管理の専門家といっていいかもしれないな。あれは、

て投与しなさい、と言われていました。昔の阪大の IVH 研

なかなかの高評価だぞ。

究室の時代です。でも、私が IVH 研で臨床の現場の責任者

ゼン先生：ありがとうございます。それだけ、力を入れま
ゼン先生

になった時、脂肪乳剤を投与するために、わざわざ末梢ル

したし、私自身についていうと、10 年かかりましたから。

ートを作成するのは、面倒だ、患者さんの負担になる、と

小越先生：そうだな、10
年か。ライフワークの一つという
小越先生

思ったんです。TPN ラインに側注すればいいじゃないか、

ことになるな。

と思いました。

ゼン先生：地道に、いろいろ勉強しましたし、幸いなこと
ゼン先生

小越先生：それって、TPN
輸液と脂肪乳剤を混合すること
小越先生

に、厚労省の仕事で、感染対策のガイドライン作成に長年

になるんだから、ダメだということだろう？

携わらせていただいたのが、いい経験になりました。

ゼン先生：そうです。でも、長時間の混合はダメだけど、
ゼン先生

小越先生：なるほど、ガイドライン作成の専門家達と一緒
小越先生

側注するくらいはいいだろう、と思いまして、実際に側注

に仕事をしたという経験が活きた、ということだな。

していました。IVH 研で、ですから、もう 25 年以上前のこ

ゼン先生：そうですね。でも、新しい仕事も、この年にな
ゼン先生

とです。

ってもいろいろやっているつもりです。

小越先生：そしたら、特に、何の問題も起こらずに投与で
小越先生

小越先生：確かに。年は関係ないと思うけど、でも、やっ
小越先生

きていたから、それでいいんだ、ということになったんだ

ぱり、関係しているな、正直なところ。

ろう？

ゼン先生：そうですね。この年だから、もういいな、と思
ゼン先生

ゼン先生：はい。でも、側注する時の感染対策は大事だと
ゼン先生

うことはよくあります。若い方達の邪魔をしてはいけない、

思っていましたから、I-system を開発し、側注用 Y 字管か

それは思っています。

ら投与する方法も開発しました。

小越先生：しかし、いくつになっても、このテーマだった
小越先生

小越先生：そうだ。I-system の Y-type だと言っていたな。

らこの講師、というのがあるから、そういう時は、若い方

ゼン先生：そうなんですよ。あれから、ずっと、実践して
ゼン先生

達の邪魔をする、ということではなく、出ていけばいいぞ。

きました。

ゼン先生：はい、そのつもりです。
ゼン先生

小越先生：その方法は、広まらなかったのか？
小越先生

小越先生：入山先生なんて、脂肪乳剤の代謝についての研
小越先生

ゼン先生：広まるというより、脂肪乳剤の使用量が非常に
ゼン先生

究で、あの年になっても、よく講演を頼まれているようだ

少なかったので、ほとんど話題にもなりませんでした。と

な。

ころが、NST が話題になり、少しずつ脂肪乳剤に対する考

ゼン先生：そう思います。神戸での学術集会でも、ために
ゼン先生

え方も変わり、TPN 症例には脂肪乳剤を投与するべきだ、

なる講演をしていただきました。

というふうに変わってきたんです。

小越先生
小越先生：そうだったな。
先生

小越先生：なるほど。投与するべきだということはわかっ
小越先生

ゼン先生：うらやましいです。脂肪乳剤の講演？そりゃあ、

た。しかし、TPN 症例に、どうやって脂肪乳剤を投与する

入山先生にお願いしよう、ということになってますけど。

んだ、という問題が起こってきた、というんだな。

小越先生：オレだって、経腸栄養、特に成分栄養剤につい
小越先生

ゼン先生：そうなんですよ。そういう質問を受けた時、
『わ
ゼン先生

ては、第一人者だったぞ。

ざわざ末梢ルートをとって投与する必要はないです、私な

ゼン先生：わかってます。でもね、若い方達の邪魔をしな
ゼン先生

んか、もう何十年も TPN ラインに側注していますよ、なん

い、という意味だったら、
『オレが第一人者だ』なんて、

にも問題は起こりません。
』なんて、偉そうに言っていた

自分では言わないようにしないといけないんですよ。
小越先生：わかってる。君にだからこういうことを言って
小越先生
いるんだ。
ゼン先生：わかってますよ、先生。先生の理事長引退後の
ゼン先生
姿勢は、すばらしいといつも尊敬していますから。
小越先生：本当か？
小越先生
ゼン先生：もちろんです。そうそう、入山先生の脂肪乳剤
ゼン先生
の話なんですが、私の、TPN ラインに側注の形で投与でき
る、というデータのスライドを、入山先生にお渡ししまし
た。使ってください、ということで。
小越先生：そうか。あのデータは、君のオリジナルだから
小越先生
な。
ゼン先生：そうです。入山先生も持っておられないデータ
ゼン先生
です。
小越先生：ところで、なぜ、あんな研究をしたんだ？
小越先生
ゼン先生：脂肪乳剤をどうやって投与するか、なんですが。

↑香港の風景？左は『的士』と書いてタクシーを意味する、これ
はよくわかりました。真ん中の写真は工事中です。枠に竹が使わ
れていたので写真を撮りました。右は、そのビルです。高い。土
地の値段が高すぎて、一軒家になんて住めるはずがない、という
ことでした。イギリスから返還されてから、余計に土地の値段が
上がっているとのこと。香港の人達は、中国に返還されるのを望
んではいなかったようです。ガイドさんにいろいろ教えてもらい
ました。

かつては、TPN の場合には、わざわざ末梢ルートを作成し
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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んです。ところが、
『TPN ラインに側注する方法は、ダメだ

6 時間で投与するのが、一番、TPN 輸液と脂肪乳剤との接

と薬剤師さんが言うんです。添付文書に他の薬剤と混合し

触時間が長いことになります。

ないこと、と書いているでしょう？TPN 輸液と脂肪乳剤を

小越先生：ややこしい説明だな。
小越先生

混合すると、脂肪の粒子径が大きくなってしまう、肺塞栓

ゼン先生：簡単な算数なんですよ。6
時間で投与するとい
ゼン先生

の危険もあるのだから、ということです。側注は、混合す

うことは 17mL/時の速度になります。これは、0.28mL/分で

ることと同じことだ、ということになってしまうんです。

す。TPN の方は 100mL/時の速度ですから、1.67mL/分とな

だから、末梢ルートから投与するようにしているんですが、

ります。TPN を 100mL/時の速度で流しながら脂肪乳剤を

そうなると、面倒ですから、やっぱり脂肪を投与するのは

17mL/時の速度で流すということは、輸液ラインの 2.8mL

やめよう、となってしまんです。
』と言われることが多く

を、脂肪と TPN 輸液が満たすのに要する時間ということに

なりました。

なりますので、2.8mL÷（0.28mL/分＋1.67mL/分）と計算

小越先生：なるほど。
小越先生

すると、1.44 分ということになるんです。ということは、

ゼン先生：それから、脂肪乳剤を
TPN ラインから投与して
ゼン先生

脂肪乳剤と TPN 輸液の接触時間は、わずか 1.44 分なんで

いる施設では、脂肪乳剤を投与している時間は、TPN 輸液

すよね。

の投与を中断して、混ざらないようにする、ということで

小越先生：要するに、投与速度と輸液ラインの内腔の容積
小越先生

した。

を考えたら、脂肪乳剤の TPN の接触時間は短くて、凝集す

小越先生：それは、
血糖管理の方法としても、おかしいな。
小越先生

る間がない、凝集する前に血管内に入ってしまう、という

ゼン先生：そうです。
『一緒に投与してもいいんですよ。私
ゼン先生

ことだな。

なんて、もう、何十年も側注しています。なんにも起こり

ゼン先生：そうなんです。だから、TPN
ラインに脂肪乳剤
ゼン先生

ません。やりなさいよ。
』なんて説明していました。

を側注の形で投与しても凝集はしない、ということが言え

小越先生：経験に基づいて、ということだ。
小越先生

るんです。

ゼン先生：そうです。でも、ふと、ある日、これでいいん
ゼン先生

小越先生：なるほどな。それがメカニズム、ということな
小越先生

だろうか、と思いましてね。ちゃんとしたデータに基づい

んだ。

た医療を、と偉そうに言っているくせに、経験だけで『い

ゼン先生：でも、今度は新たな問題が出てくる可能性があ
ゼン先生

いんです。大丈夫です。
』なんて、矛盾している、という

ります。

ことに気づきました。

小越先生：なんだ？
小越先生

小越先生：確かに、その通りだ。
小越先生

ゼン先生：感染ですよ。安易に
TPN ラインに側注するよう
ゼン先生

ゼン先生：それに加えて、ポジティブな考え方をすると、
ゼン先生

になると、カテーテル感染のリスクが高くなることは間違

脂肪乳剤を投与する時、末梢ルートを作成しなくてもいい

いありません。

です、TPN ラインに側注する時でも TPN 輸液を中断する必

小越先生：なるほど。ま、もともと、カテーテル感染を予
小越先生

要もないです、ということだったら、もっと、脂肪乳剤を

防するために、TPN ラインから投与してはいけない、とい

投与する方が増えるのではないか、と思いまして。

う意図もあったんだろう？

小越先生：それはいい考え方だ。
小越先生

ゼン先生：そうです。特に阪大の
IVH グループでは、TPN
ゼン先生

ゼン先生：それで、こういうシミュレーションの実験をた
ゼン先生

ラインからは何も投与してはいけない、という方針をずっ

くさんやっている、味の素の研究所の國場さんと相談した、

と保っていましたから。

ということです。

小越先生：そういう方針で、岡田さん達はカテーテル感染
小越先生

小越先生：その実験の結果、側注する場合には脂肪乳剤の
小越先生

のリスクを下げようとしていたんだな。

粒子径の変化はない、ということになった、ということだ

ゼン先生：そうなんです。でも、さっきも言いましたが、
ゼン先生

な。

安全に側注ができるようにすれば、もっと楽に、いい栄養

ゼン先生：そうなんです。そうして、論文を書き始めまし
ゼン先生

管理ができるようになる、と思いまして、無菌的に接続で

た。ところが、考察を書く段階で、
『なぜ、側注では粒子

きる方式として、私は I-system を開発した、ということ

径が変化しないのだ？メカニズムは？』という疑問にぶち

なんです。

当たりました。

小越先生：なるほど。その考えは正しいな。
小越先生

小越先生：論文を書いている段階で、そういう疑問が湧い
小越先生

ゼン先生：だから、脂肪乳剤を側注してもいいです、脂肪
ゼン先生

てきたのか。大事だな、きちんと論文を書く、ということ

粒子の粗大化は起こりません、しかし、カテーテル感染の

は。

リスクが高くなりますから、無菌的管理を徹底してくださ

ゼン先生：本当、その通りです。そこで、ふと思いついた
ゼン先生

い、ということです。

んですが、脂肪乳剤を側注する時って、TPN ラインの中に

小越先生：そこのところの感染予防対策をきちんとやる、
小越先生

入った脂肪乳剤は、血管内に入るまでにどのくらいの時間

というのは、極めて大事だな。脂肪乳剤を側注することに

がかかるんだろう、って考えたんですよ。そうすると、計

した、大勢の患者さんに楽に脂肪乳剤を投与できるように

算してみると、この実験での側注用 Y 字管から先端までは

なった、しかし、カテーテル感染が増えた、では、何をや

190cm なんですが、容量は 2.8mL です。脂肪乳剤 100mL を

っているからわからないからな。
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：そうなんです。そこのところを、きちんと考え
ゼン先生：そうなんです。そこのところを、きちんと考え

小越先生：リーダーズだな。いいと思うよ。
小越先生：リーダーズだな。いいと思うよ。

て実施して欲しいと思います。

ゼン先生：本当は
PEN leaders なんですが、みんな、リー
ゼン先生

小越先生：ところで、それは、ちゃんと論文にしているん
小越先生：ところで、それは、ちゃんと論文にしているん

ダーズと呼ぶでしょうね。

だろうな。

小越先生：そりゃあそうだ。短い方が言いやすいし、なん
小越先生：そりゃあそうだ。短い方が言いやすいし、なん

ゼン先生：当然です。ちゃんと論文に書きました。
（井上善
ゼン先生：当然です。ちゃんと論文に書きました。

か、口調もいいし、格好いいじゃないか。
か、口調もいいし、格好いいじゃな

文、桂利幸、國場幸史、藤牧巳央、梶原賢太．脂肪乳剤を

ゼン先生：そうですよね。
ゼン先生

中心静脈投与ラインに側管投与する方法の安全性－脂肪

小越先生：そうだよ。リーダーズか、かっこいいんじゃな
小越先生：そうだよ。リーダーズか、かっこいいんじゃな

粒子径からの検討．静脈経腸栄養 29(3):863
29(3):863-870, 2014）

いか。おれが若かったら、リーダーズ中のリーダーになり

小越先生：大事な仕事だな、それは。
小越先生

たいとがんばるけどな。

ゼン先生：そうなんですが、この論文を読んでおられる方
ゼン先生：そうなんですが、この論文を読んでおられる方

ゼン先生：先生のように考える、若手がきっと出てきます
ゼン先生：先生のように考える、若手がきっと出てきます

が少ないのは気になります。講演で読んだ？と聞くと、読

よ。それも、このリーダーズの主目的なんです。次世代を

んだと答える人は少ないし、論文はあるんですか？と聞い

担うリーダーズの育成なんです。

てくる人が多いし。

小越先生：そうだな。それはいいぞ。君ももう若くないん
小越先生：そうだな。それはいいぞ。君ももう若くないん

小越先生：それは問題だ。だって、静脈経腸栄養という雑
小越先生：それは問題だ。だって、静脈経腸栄養という雑

だから、次世代にうまくバトンタッチするようにしなくて

誌は、全会員に配られているんだから、約
だから、約 20000 人の手元

はな。

にある、ということだろう？

ゼン先生：本当にそう思っていますよ。先生が、理事長を
ゼン先生：本当にそう思っていますよ。先生が、理事長を

ゼン先生：そうです。でも、読まないんですよね、こうい
ゼン先生：そうです。でも、読まないんですよね、こうい

退かれてからの姿勢、本当にすばらしいな、と思っていま
退かれてからの姿勢、本当にすばらしいな、と思ってい

う原著論文って。

す。

小越先生：それは寂しいな。
小越先生

小越先生：ちょっと、寂しかった、というのは、正直な気
小越先生：ちょっと、寂しかった、というのは、正直な気

ゼン先生：ま、仕方ないといえば仕方ないんです。原著論
ゼン先生：ま、仕方ないといえば仕方ないんです。原著論

持ちだけどな。

文は、難しい、それより、読みやすい、依頼原稿みたいな

ゼン先生：その分、私が、先生を司会や座長で、あちこち
ゼン先生：その分、私が、先生を司会や座長で、あちこち

総説の方がいい、そういう傾向になってしまいましたから。

に引っ張り回してしまいましたが。

小越先生：そうだな。前も話したけど、本当に大問題だ。
小越先生：そうだな。前も話したけど、本当に大問題だ。

小越先生：あれはうれしかったぞ。リタイアすると、現職
小越先生：あれはうれしかったぞ。リタイアすると、現職

ゼン先生：本当、この領域に学問はいらないんだな、なん
ゼン先生：本当、この領域に学問はいらないんだな、なん

中にオレに媚びていた連中が離れていった。リタイアして

て思いますよ、最近。

から、本当にどういう考えでオレに接していたかがわかっ

小越先生：確かに、そういう気持ちにもなるな。
小越先生：確かに、そういう気持ちにもなるな。

たよ。人間性がわかる、ということだな。

ゼン先生：でも、そういう傾向や流れに乗ってはいけませ
傾向や流れに乗ってはいけませ
ゼン先生

ゼン先生：私は、理事長の小越先生を尊敬していただので
ゼン先生：私は、理事長の小越先生を尊敬していただので

んよね。

はなく、生の小越先生を尊敬していたんですから、理事長

小越先生：もちろんだ。被害を被るのは患者達なんだから
小越先生：もちろんだ。被害を被るのは患者達なんだから

であろうがなかろうが、それは、どうでもいいことなんで

な。

すよ。

ゼン先生：そうです、わかってます。
ゼン先生

小越先生：ありがとうな。うれしいぞ。
小越先生：ありがとうな。うれしいぞ。

小越先生：誰かが、
そんないい加
小越先生
減な流れを止めなくてはいけな
いんだぞ。君は、その役割を持っ
ているとオレは思っているぞ。
ゼン先生：そうですよね。わかっ
ゼン先生
てます。
小越先生：同じような考え方をし
ている人は、結構いると思うぞ。
いるよ、絶対にいるよ。
ゼン先生：そうです。だから、今
ゼン先生
度、栄養管理指導者協議会を立ち
上げて、そういう、心ある人を集
めて、学術的な活動をしっかりや
ろう、としているんです。
小越先生：そうだな。
そういう活
小越先生
動は大事だ。地道な活動かもしれ
ないけど、がんばらなくてはな。
ゼン先生：地道に活動するつもり
ゼン先生
なんですが、会の名前はいいでし
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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・・・・・・・・・・・・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１９回

【今回のまとめ】
1. 第 3 回 JANVIC 血管内留置カテーテル管理研究会は 12 月 19 日に阪大で開催します。興味のあ
る方は参加してください。カテーテルに関連した企業のバックアップをよろしくお願いしま
す。
2. 脂肪乳剤は TPN ラインに側注の形で投与しても、粒子径が粗大化の基準を越えないことを実験
的に証明して論文として発表しています。読んでください。
3. わざわざ末梢ラインを作成して脂肪乳剤を投与する必要はありません。
わざわざ末梢ラインを作成して脂肪乳剤を投与する必要はありません。TPN
TPN ラインに側注する
場合も TPN 輸液を中断する必要はありません。
4. 但し、側注する場合の感染対策を厳重に実施してください。側注することによって、感染のリ
スクは確実に高まりますから。
5. とにかく、原著論文を読む、そういうクセをつけましょう。信頼できるかどうかわからない、
依頼原稿としての総説ばかりを読んでいると、間違った考え方での臨床栄養になってしまうか
もしれませんよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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