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『TPN って簡単！処方に工夫の余地もないから・・・
間違い！わかってないなあ』
新型コロナウイルス（COVID19）の感染予防のため、自粛
自粛です。どこへも行かないように、誰とも会わないように、
そんな感じ。3 つの『密』を避けましょう。『密閉』『密集』
『密接』です。しかし、国会では『密談』
『密会』
『機密』の
『密』を考えているのではないか思うのですが。とにかく、
大阪と兵庫の間の行き来をやめましょう、東京へは行かない
ようにしましょう、などの対策がとられるようになりました。
本当に大変なことになっています。
卒業式も自粛ですが、3 月 25 日には阪大のキャンパスに
袴姿の女性をたくさん見かけました。卒業式があったのかな
あ。入学式はできなくても卒業式はやって欲しい。かくいう

↑鯉のぼり、五月人形、ひな人形の専門店です。岡山県の和気
（わけ）にあります。はるばる行きました。いい製品が、デパ
ートよりも安いのだそうです。こいのぼりも立派です。

私は、もう 40 年も前のことですが、卒業式には出席せず、
卒業証書だけもらいに行ったと思います。
学会、研究会、講演会、すべて中止なので、静かに仕事を
しています。だから、何をした、という話題もむずかしい。
わざわざ話題作り？取材？と称していろいろ出かけました。
仕事以外で観光地に行くなんて、これまであったのかなあ、
という感じ。仕事にかこつけて出かける時は堂々と、なので
すが・・・。
3 月最初の日曜日には、岡山県の和気へ。孫の節句のお祝
いの『武者兜』を買いに行きました。誰もいないだろうと思
っていたら、結構、にぎわっていました。兜は高い！織田信
長、黒田官兵衛、徳川家康、伊達政宗、上杉謙信、いろいろ
ありました。こんなに高いの？と思いましたが、お祝いです
からね。その後、和気神社、閑谷学校へ行き、昼飯は日生（ニ
ッセイではなく、ヒナセ）へ行って『かきおこ』を食べまし
た。牡蠣がたくさん入ったお好み焼きです。結構有名なのだ
そうです。私は『ケンミンショー』で知りました。日生漁協
の市場：五味の市へ行ったのですが、ものすごい人出。あれ？
コロナウイルスはどうなっているの？そんな感じ。車を停め
る所もないので、結局、素通り。日生で思い出したのですが、
もう 20 年ほど前、『日生病院（ニッセイビョウイン）』で勤

↑岡山の閑谷学校です。この漢字『閑谷』読めますか？読める
よ、当然？すみません。念のために記載します。
『しずたにがっ
こう』です。名君、池田光政が庶民の教育を進めるために作っ
た藩校です。すごくりっぱな建物でした。もちろん、ここから
たくさんの優秀な人物を輩出しました。

↑兜、いろいろです。織田信長、伊達政宗、徳川家康、本多忠
勝、真田幸村、いろいろありました。値段？高いです。鎧と兜
セットになると、ものすごく高い。私の友人の木暮くんが持っ
ている鎧兜は、○○○万円以上だということです。あ、これは
奥様には内緒の話だそうです・・・。

↑有名な、日生のカキオコです。牡蠣焼きそばとカキオコの特
盛を食べました。牡蠣がいっぱいでしたので、当分、牡蠣は食
べなくていいです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑和気清麻呂ってご存じですか？1300 年ほど前、弓削道鏡が天
皇になろうとしたのを防いだ忠臣です。この和気の出身。かく
いう私も詳しいことは知りませんが。それから、この和気神社
は、狛犬ではなく、狛猪（いのしし、こまい？）が神社を守っ
ているのだそうです。犬の代わりに猪です。なぜ？勉強してく
ださい。和気清麻呂の銅像は非常に立派です。忠臣だから東京
にも銅像があるそうです。東京に行ったことはないはずなのに。
楠木正成の銅像と同じ意味でしょう。

務していた時、岡山に講演に行きました。その時、座長が私
を『ヒナセ病院の井上先生です』と紹介しました。
次の土曜日には、滋賀観光。NHK の人気番組スカーレット
の信楽へは行きませんでした。この番組を見たことがないの
で。まずは念願の『近江ちゃんぽん』を食べました。『八幡
浜ちゃんぽん』とどっちがうまい？どっちもうまい、そんな
感じでいただきました。それからは、大河ドラマ『麒麟がく
る』が放映されているので、織田信長と明智光秀関連の地へ、

↑近江ちゃんぽんです。結構油が浮いていますよね。でも、そ
れほどこってりだとは思いませんでした。酢を入れるとおいし
いのだそうですが、私はそのまま食べました。大、並、小があ
りました。大を食べたと思うでしょう？いえ、並でした。本気
でダイエット中ですから。しかし、この並、大、小は、麺の量
だけのことです。

と考えて安土城跡へ行きました。『麒麟』は明智光秀だそう
ですが、漫画の『信長を殺した男～本能寺の変 431 年目の真
実～』では織田信長が『麒麟』です。よくわかりません。今
回の大河ドラマはちょっと史実から離れすぎていると思い
ます。作話が過ぎていると思います。単なる娯楽作品と思っ
て見るしかありません。安土城址ですが、急な石段を登り、

↑安土城址です。天守があったところまで登りました。急な石段で、上りも下りも足元を見ながら、注意して。雨あがりでもあった
ので、一歩一歩踏みしめて歩きました。本当に急な階段。恐る恐るという感じで下りました。急な角度の石段にしているのは当たり
前ですよね。難攻不落の城ですから。よくこけずに降りられたなあ、そんな感じです。翌日、太ももが痛くなるかと思ったのですが、
痛くはなりませんでした。筋肉はまだ若い？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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急な石段を転ばないようにと注意しながら下りました。天
守閣があった場所からの琵琶湖と近江平野の景色はなかな
かなものでした。それから信長の館へ行って復元した安土
城の天守を見学。次に琵琶湖を渡って坂本へ行き、明智光
秀の石像の写真を撮りました。JR 安土駅前の織田信長の銅
像の写真も撮りましたが、明智光秀の銅像よりはるかにり
っぱでした。JR 岐阜駅前の金ピカの織田信長像のほうがす
ごいのですが・・・。それにしても、この明智光秀の像は
しょぼい。石像です。もっとリアルな像にしてあげてくだ
さい。
20 日からの 3 連休。突然思いついて、小浜へ釣りに。西
口先生も誘ったのですが、十三市民病院の院長ですから、
コロナ問題で病院にいなければならないとのことで行けま
せんでした。21 日は敦賀観光。金ヶ崎神社、気比神宮、気
比の松原などを観光し、宿泊する小浜までは海岸線をドラ
イブ。水晶浜海岸で写真撮影。高速道路を使うと敦賀から
小浜までは 50 分ほどですが、地道を通ったので 2 時間ほど
かかりました。釣りは、この時期は釣れるか釣れんかわか
らん、と船頭さんは言っていたのですが、釣り場に着いて
から 1 時間半ほど、アジがどんどん釣れました。60 尾くら
いは楽々釣ったはずです。面白いように釣れました。しか
し、午前 9 時頃からはさっぱり。天気がよかったのでボー
っと過ごしましたが・・・。そろそろ終わろうとした 11 時

↑織田信長です。これが実物に近いと言われているそうです
が・・・。鎧兜はこれだとのこと。南蛮好みだったのですね。
あまり趣味よくない？わずか 3 年しか、この城は存在しなかっ
たのです。この城の築城に関しては、小説『火天の城』が出版
されています。映画もあります。DVD は見ました。

半頃から雲行きが怪しくなり、風も強くなり、波も出てき
ました。こんなに天気が急変する？そんな感じ。怖いくら
いでした。その後はどしゃぶりの雨。しかし、たくさん釣
れたので、いい釣りでした。秋が一番釣れるそうなので、
秋にも行くつもりです。今度は西口くんも一緒に行こう！
仕事としては、日本集中治療学会が中止になり、教育セ
ミナーをウェブで公開するとのこと。PPT に声を吹き込む
作業をしました。ウェブで公開しても誰も見ないのに、と
思いながら、学会がやれ！というからやらなくては。ギャ
グをすべて省き、ビデオも使えないので、30 分ほどで吹き
込みました。暇な方は見てください。PICC の話です。
4 月も同じようにコロナ問題で自粛自粛のようです。桜

↑左が坂本にある明智光秀像。右が安土駅前の織田信長像。明
智光秀像は、ちょっと寂しいかな？「はにわ」みたいです。石
像ですし、明智光秀とは思わないでしょう。

は来年も咲くのだから今年は花見に行かなくてもいいでしょう？不要不急の外出はしないように。家でじっとしていなさ
い！誰にも会わないのが一番です。星薬科大学での最初の講義は 4 月 14 日の予定でしたが、延期になりました。4 月も講
演などは全くないでしょう。5 月のゴールデンウィークはどうなるでしょう？5 月 16 日に予定していた大阪で PICC の講演
とハンズオンセミナー（座長は大阪大学中央クオリティマネジメント部の中島和江教授）も延期。主催のニプロの営業が
病院を訪問できないので、参加者を募集できないのです。5 月 9 日には研修医の教育のための『PEN の会』を開催する予定
ですが、やれるかな？6 月の関西 PEG・栄養とリハビリ研究会は、まさか、中止にはならないだろう？7 月のオリンピック
が延期になったから、この頃のことは予想できない、そんな感じです。月末になり、各地で感染確認者数が急増中です。
これからは病院関係者が大変な状況になるのでは？本当にこれからどうなるのだろう？日本だけでなく世界中が・・・。
志村けんさんが亡くなりました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、新型コロナウイルスで 3 月の仕事がすべて中

が状況は良くなっているんだ。

止になりまして、どうやって土日を過ごせばいいのだろう、そ

ゼン先生：そのようですね。早く日本も解決して欲しいです。

んな感じです。

小越先生：本当にそうだ。いろいろな活動ができなくなってい

小越先生：テレビや新聞は新型コロナウイルスの話ばかりだ。

るんだからな。

ゼン先生：本当に。もう飽き飽きした、ほかのニュースはない

ゼン先生：学会も大変ですよ。2 月中旬の環境感染学会は開催

のか、という感じにもなりますが、大事な情報ですね。
小越先生：東京オリンピックも延期になったし。
ゼン先生：そのほうがよかったし、そうすべきです。私は、春
の高校野球が中止になった、そっちのほうが残念です。高校球
児がかわいそう。
小越先生：そうだな。でも、ほかの高校スポーツも全部中止に
なったんだろう？高校野球はまだ夏の大会があるから、まし、
かもしれないぞ。
ゼン先生：でも、夏に出場できないと、かわいそうです。
小越先生：まあな。運が悪いとあきらめるしかない。本当にど
うしてくれるんだ、コロナウイルスめ！という感じだ。
ゼン先生：先生、ずっと疑問に思っているんですが、日本では
『ウイルス』ですが、英語では『virus』で『ヴァイアラス』で

↑明智光秀関連のお土産です。光秀のおやつは買いませんでした。
写真だけ撮りました。右のロングバームクーヘンは買いました。天
下布武はマグネットです。

す。『ウイルス』の『ウ』は、『virus』の『ブイ』とは発音が
全然違いますよね。
小越先生：今頃何言っているんだ。『ウイルス』というのは、
日本人が日本人のために作った日本語なんだ。
ゼン先生：日本語ですか？
小越先生：『virus』は英語読みすると『ヴァイアラス』、ドイ
ツ語読みすると『ビールス』だ。日本には病理学がドイツ語系
と英語系の 2 つの流れがあった関係で、日本語では『virus』を
どっちで表記するかで学会で論争になったんだよ。その結果、
ラテン語を元に『ウイルス』という全く新しい用語を作り出し
た、というのが経緯だ。
ゼン先生：へええ、そうなんですか。
小越先生：それから『ウイルス』の『イ』は小文字ではない。
たまに、『ヴィールス』と書いた『ヴ』の『゛』を省略して『ウ

↑『謀反致します』はクッキーです。カタカナでムホンとなってい
て、クッキーもそのデザインになっています。味はわかりません。
『光り秀でる智将』はチョコサンドです。いろいろ工夫されたお土
産品が出ていました。

ィルス』になったのだから『イ』は小文字という人がいるけど、
これも間違いだ。ふつうに『ウイルス』だ。英語でもドイツ語
でもない。日本語がウイルスと理解したらいいんだよ。
ゼン先生：へええ。『ウイルス』は日本人が造語した日本語な
んですね。勉強になりました。中国語では『病毒』と書いて『bìng
dú、ビンドゥ』と読むんだそうです。
小越先生：へええ、中国語も調べたのか？
ゼン先生：いや、一緒にインドへ行った細野くんに教えてもら
ったんです。今、上海にいるので。
小越先生：なんだ、そういうことか。
ゼン先生：コロナウイルスについての状況は日本より上海のほ
うが改善傾向にあるそうです。
小越先生：へええ、新型コロナウイルス発祥の地の中国のほう

↑京都府向日市にある、二宮忠八の飛行神社。ライト兄弟よりも先
に、実現したら飛んだであろう飛行機を設計した、愛媛県八幡浜市
出身の二宮忠八です。資料館もありました。でも、撮影禁止なので、
外での写真しかありません。二宮忠八については、吉村昭の小説『虹
の翼』を読んでください。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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されましたが、それ以後の学会は全部中止か延期です。

小越先生：いずれにしても、いろいろ問題がある、ということ

小越先生：中止した学会は、お金はどうしているんだろうな。

だ。

ゼン先生：中止した学会って、参加費は払い戻さないのですね。

ゼン先生：今回の話題ですが、今、静脈栄養・経腸栄養に関す

小越先生：へええ、そうなのか？

る本の編集をしていて、いろいろ勉強しているんです。いろい

ゼン先生：事前に参加費を払っている人は、参加履歴にしてく

ろな論文も読んでいます。その中で気になったことがありまし

れるのだそうです。

て。

小越先生：参加履歴にしてくれなくてもいいから、返して欲し

小越先生：へええ、君の年齢でいろいろ論文を読んで勉強して

いぞ、オレは。

いるのか？

ゼン先生：資格を維持するためには、参加履歴が大事なんです。

ゼン先生：先生、いくつになっても勉強しないといけないでし

小越先生：君は、もういらないんだろう？

ょう。

ゼン先生：いりません。もうどの学会も定年ですから。それか

小越先生：まあそうだけどな。

ら、企業も困っているようです。

ゼン先生：『静脈栄養の処方はエネルギー投与量に応じて製剤

小越先生：なんで企業が困るんだよ。

を組み合わせれば完了であり、工夫を施す余地はない』なんて

ゼン先生：企業展示やランチョンセミナーなどの共催費用を返

いう記載を見つけましてね。

してもらえないのだそうです。

小越先生：へええ、そんなことを言っている人がいるのか？

小越先生：へええ。何百万円だろう？

ゼン先生：そうなんです。これ、間違っていますよね。

ゼン先生：そうです。展示しないんですから、返してもらわな

小越先生：間違っているよ、もちろん。

いと、使途不明か、寄付になります。それだけではなくて、展

ゼン先生：それから、経腸栄養剤にはいろいろな種類があるが、

示会場でりっぱなブースを立ち上げますよね。

静脈栄養製剤は数種類しかないから、選択の余地がない、と言

小越先生：すごい展示ブースもある。

っている人もいます。

ゼン先生：それは、別の業者に頼むんです。だから、学会が中

小越先生：そうか。へええ、という感じだな。

止になって企業展示がなくなっても、ブースは作ってしまって

ゼン先生：TPN キット製剤の種類のことを言っているんでしょ

いるので、その業者にはお金を支払わなくてはなりません。使

う。それから、『静脈栄養はアミノ酸の比率が低く、TPN 製剤

わないのに。それにも何百万円もかかるのだそうです。

を通常量投与してもアミノ酸必要量を充足できないことが多い。

小越先生：へええ。学会中止の負担は企業に行くのか？

必要量を充足するにはアミノ酸製剤を追加する必要があるが、

ゼン先生：ランチョンセミナーも、ウェブで公開するから、と

アミノ酸を経静脈的に付加すると尿素窒素の上昇を招くため、

いう理由で返金はないそうです。

静脈栄養のみで必要量を充足させるのは現実的にはむずかし

小越先生：そうすると、学会は儲かるんじゃないか？収入は予

い。』といっている人もいます。

定通りだし、会場なんかにはキャンセル料を払えばいいんだか

小越先生：それも間違っている。なんか、変な傾向が出てきて

ら、収支としては、学会を開催するよりも儲かってしまうかも

いるな。

しれないな。

ゼン先生：本当にそうなんです。臨床栄養のリーダーとして活

ゼン先生：キャンセル料って、どのくらいになるんでしょうか。

躍して欲しい方々が、こういう考え方をしているんです。大変

小越先生：オレもたくさん学会は主催したけど、中止にしたこ

なことになっています。

とはないから、わからない。

小越先生：本当だな。

ゼン先生：キャンセル料は 5 割以上はとらないでしょう？

ゼン先生：以前、中村丁次先生に細谷先生のことを書いてもら

小越先生：そうだろうな。そうすると、儲かるのか？

ったんですが、『幸か不幸か、栄養は子供の頃から親しまれて

ゼン先生：よく考えるとそうですね。収支報告を見たいですね。
小越先生：本当だ。非常に興味がある。・・・・今回はこんな
話で終始するのか？
ゼン先生：いえいえ、それではダメですよ。
小越先生：そうだろう？こんな会話ばかりしていると、学会担
当の方々に怒られるぞ？
ゼン先生：そうですね、すみません、謝ります。私も第 11 回リ
ーダーズを延期にしたのですが、学会として、それなりにキャ
ンセル料なんかで負担がかかっています。でも、延期ですから。

↑松尾芭蕉は敦賀にも来たのです。これは奥の細道の最後のほうです
ね。金ヶ崎神宮の入り口にあります。芭蕉は幕府のスパイだったとい
う噂があります。同行者の曾良が幕府の役人だったので。そうでなか
ったら、伊達藩などを通ることはできなかったのだそうですが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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いる日常語であるために、だれでもすこしばかり勉強し、少し

ゼン先生：鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、マンガンですが。

ばかりの研究をすれば、栄養の専門家や専門職になれると思わ

小越先生：オレはもちろん知っているよ。

れている。しかし、細谷先生は「栄養学はそんなに簡単なこと

ゼン先生：すみません。ビタミンの 13 種類も知らない医師がほ

ではないよ」とよく言われていた。』と書かれているんです。

とんどでしょう。

小越先生：その通りだ。ちょっと勉強しただけで栄養の専門家

小越先生：13 種類な。

になっていると思っている人が多い、オレもそう思う。

ゼン先生：脂溶性ビタミンが A と D と E と K、水溶性が B1、

ゼン先生：本当にそうです。まあ、経口栄養の専門家ですけど。

B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、ビオチン、葉

静脈栄養に関しては、理解している人、勉強している人は非常

酸、とビタミン C の 9 種類です。

に少なくなっているんじゃないでしょうか。

小越先生：そうそう、思い出したけど、君は、確か、水溶性ビ

小越先生：間違いないよ。昔は、全国に本当の意味で指導的立

タミンは B 群の 8 種類とビタミン C から構成されている、とい

場の人がいたが、今は本当、いないだろう？

うことを知らなかったんだな。

ゼン先生：いません。専門家のつもりの方はたくさんいますが。

ゼン先生：先生、そんな昔のことを引っ張り出さなくてもいい

小越先生：一つの理由は、今は、それなりの TPN が実施できる

でしょう。確かに、ニコチン酸アミド、パントテン酸、ビオチ

ようになっているから、だろうな。大塚製薬工場には悪いけど、

ン、葉酸が B 群だということは知りませんでしたよ。13 種類の

はっきり言うと、エルネオパが発売されてから、どうしようも

名前は楽々言えましたけど。

なくなってしまった、オレはそう思う。エルネオパを開発した

小越先生：かつてはニコチン酸アミドが B3、パントテン酸が

人たちには申し訳ないが、日本の静脈栄養の管理レベルを下げ

B5、ビオチンが B7、葉酸が B9 だったんだ。

てしまったな。

ゼン先生：失礼ですが、先生って、生化学も詳しいんですね。

ゼン先生：その通りです。エルネオパが発売されることが決ま

小越先生：当たり前だ。オレの生化学の師匠は、かつて、ハー

った時、大塚製薬工場の営業の責任者に、日本の静脈栄養のレ

パー生化学の翻訳者だった三浦義彰先生なんだからな。

ベルを下げてしまうことになると怒ったことがあります。しか

ゼン先生：すごいです。あの三浦先生のお弟子さんなんですね。

し、発売を中止することはできないのだから、頼むから、今後、

あの、ハーパー生化学の翻訳者の。本物の生化学者の弟子です

静脈栄養の教育活動に力を入れてほしい、そう言ったんです。

ね。

小越先生：正しい意見だ。

小越先生：その話はもういいよ。グルコースとアミノ酸がどう

ゼン先生：でも、教育活動は尻すぼみ状態です。。

してこういう配合比になっているのかも知らないだろう。

小越先生：静脈栄養に関する教育活動はほとんどなくなったと

ゼン先生：そう思います。そもそも、この配合比がタンパク合

いうことだな。

成効率を考えてのものだと知らないでしょう。

ゼン先生：そうです。静脈栄養の講演をすると、新鮮だ、とい

小越先生：知らないだろう。ということは、NPC/N 比も知らな

う感想をよく聞きます。

いってことだな。

小越先生：新鮮？いい表現だな、ハハハ。

ゼン先生：当然でしょう。あ、先生、私はもう、NPC/N 比って

ゼン先生：まあ、大塚製薬工場を責めても仕方ないことです。

いう用語は使わないんです。NPE/N 比にしています。

陽進堂からワンパルも発売されていますから。要は、我々医療

小越先生：NPC ではなくて NPE にしているのか。どうしてだ。

者がもっと考えなくてはならないんです。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：一つの考え方ですが、逆に考えると、とんでもない
TPN 処方はなくなったんじゃないでしょうか。
小越先生：それはそうだ。それは、あまり言いたくないけど、
ひとつのいい点かもしれない。しかし、エルネオパの組成を理
解していないから、応用が利かなくなっているんだよ。
ゼン先生：グルコースとアミノ酸、電解質、13 種類のビタミン、
5 種類の微量元素が入っていることは知っているでしょうか。
もちろん、その量についてもいろいろ知っておかないことがあ
りますけど。
小越先生：知らないだろう？微量元素の 5 種類ですら、知って
いる医師は少ないんじゃないか。

↑金ヶ崎城跡。浅井長政の裏切りによって織田信長はここで絶体絶命
のピンチに陥ったのです。大河ドラマ効果でしょう、いろいろ立て看
板が出ていました。人出も増えるといいです。例年なら 4 月になると
桜でにぎわうそうですが、今年は花見に来る人は少ないのではないで
しょうか。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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勝手に変えていいのか？

しょう。それと、現在の TPN キット製剤の NPE/N 比は 150 前

ゼン先生：勝手に、と言われると困りますが。C はカロリー

後になっていることも知っておくべきです。

（calorie）の C です。これをエネルギー（energy）の E に変え

小越先生：それから？

たんです。

ゼン先生：まだ追加が必要ですか？

小越先生：意味は同じだけど。しかし、なぜだ？

小越先生：脂肪乳剤を投与すると NPE/N 比が高くなるだろう？

ゼン先生：そもそも、カロリーって単位です。熱量の単位です。

ゼン先生：ああそうですね。逆に、アミノ酸を加えると N が増

だから、です。

えるから NPE/N 比は低くなる、これも知識として必要ですね。

小越先生：しかし、カロリーという用語は普通に使われている

小越先生：これくらい知っておけばいいだろう。

ぞ。

ゼン先生：そうですね。しかし、問題は、これを教える機会が

ゼン先生：はい。しかし、先生、PCM、protein-calorie malnutrition

ないことです。

という用語を思い出してみてください。30 年前は PCM でした

小越先生：本当だな。医学部でこういうことは教えていないん

が、最近は PEM といいます。Protein-energy malnutrition です。

だろう？

小越先生：なるほど、そうだ。

ゼン先生：多分、いないでしょう。

ゼン先生：だから、30 年後を考えて NPC を NPE にしようとし

小越先生：教えることができる指導者はいるのか？

ているんです。

ゼン先生：そこも考える必要がありますね。いるんでしょうか。

小越先生：しかし、NPE はノンプロテインエネルギーなんだか

小越先生：いないんじゃないか？

ら、言いにくいだろう？

ゼン先生：それじゃあ、学生にこういう内容を教えることがで

ゼン先生：英語の達者な先生の発言とも思えません。Energy は

きる指導者の教育をしなければならないことになります。

エナジーでしょう、英語では。

小越先生：そうだな。本当に困った状況になっている。

小越先生：そうだ。しかし、エネルギーのほうがエナジーより

ゼン先生：もちろんです。どうしたらいいんでしょうか。

もよく使われているだろう？

小越先生：自分で勉強してもらうしかないんじゃないか？

ゼン先生：最近、エナジードリンクという飲み物がたくさん出

ゼン先生：自分で勉強しますか？

回っています。エナジーも市民権を得ていますよ。

小越先生：しないな。エルネオパ NF やワンパルを使ったら、

小越先生：そうか、エナジードリンクか。

中身を知らなくてもそれなりの TPN を実施できるんだからな。

ゼン先生：そうです。30 年後を考えていますので、先生も協力

ゼン先生：それなりの。

してください。

小越先生：そうだよ。それなりの、だよ。もう一つの問題は『そ

小越先生：わかった。オレもできるだけカロリーを使わずにエ

れなりの』であることに気付かない、知らない、ということで

ナジーを使うようにするよ。

もあるな。

ゼン先生：お願いします。

ゼン先生：先生もそう思われます？

小越先生：しかし、用語としての NPE はわかったけど、NPE/N

小越先生：そりゃあそうだよ。

比の計算方法も教えてやらないとダメだよ。

ゼン先生：本当に基本的なこともわかっていないんです。エル

ゼン先生：グルコースと脂肪のエネルギーを、タンパク質、ア

ネオパ NF もワンパルも、なぜ、1 号と 2 号があるのかがわかっ

ミノ酸に含まれる窒素量で割ればいいんです。

ていない。1 号で開始して、血糖値をはじめとして血液検査も

小越先生：アミノ酸に含まれる窒素量の計算の仕方を説明する

検討して 2 号に移行する、これが基本なんですが。

時はどうするんだ？

小越先生：最初から 2 号を使っている医師がいるってことか？

ゼン先生：タンパク質の場合は、概算で、窒素含有率は 16%だ

ゼン先生：そうですよ。急に大量のグルコースやエネルギーを

から重量に 0.16 をかけて求める。しかし、アミノ酸輸液の場合

投与することの問題点を知らないんです。逆に、ずっと 1 号の

は結晶アミノ酸だからきちんと計算されている。カタログなど

こともあります。ずっとエネルギー不足になっています。栄養

に計算された結果が記載されているからそれを見なさい。とま

障害を作っています。

あ、こう説明すればいいと思います。

小越先生：それはひどいな。

小越先生：なかなかいい説明だ。

ゼン先生：要するに、TPN とは何かがわかっていないんですよ。

ゼン先生：ありいがとうございます。侵襲が加わっていない時

それに、TPN を実施して栄養状態をよくする、それをどうやっ

は 150 前後ですが、侵襲時には低く、たとえば 100 前後のほう

て評価するのか、栄養評価もしない。本当、どうしようもない

が有効にタンパク合成が進む。腎機能に問題がある時は 300 く

んです。

らいに高くするほうがいい。こういう説明も追加すればいいで

小越先生：そうか。そこまでレベルが下がっているんだなあ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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もっといい処方で TPN を実施したら、もっと患者が元気になる、

養管理を理解せずに感染対策を講じることはできないはずです。

早く回復するなんて考えないんだろうな。

小越先生：静脈栄養とカテーテル感染はもちろんだけど。

ゼン先生：そういうことは考えないでしょう。とりあえずエル

ゼン先生：PPN も輸液の汚染が問題になっています。PPN の適

ネオパ NF を投与すれば TPN をしている、そう思っているだけ

応から理解していないと、PPN における感染対策を講じること

でしょう。

はできません。

小越先生：大変なことになっているな。

小越先生：そうだな。経腸栄養に関連した感染もそうだな。

ゼン先生：本当に。大変なことになっています。静脈栄養の講

ゼン先生： 本当にそうです。医療安全、感染管理、その中での

演をする機会もほとんどありません。
小越先生：NST の勉強会があるだろう。
ゼン先生：NST 勉強会の数は非常に少なくなっていると聞いて
います。勉強会の内容も経口栄養が中心になっています。それ
に、NST の勉強会をしても医師は参加しないそうです。
小越先生：八方塞がりという感じだな。
ゼン先生：静脈栄養の勉強会というか、講演会をバックアップ
してくれる企業もなくなりました。
小越先生：そんなことはないだろう。エルネオパ NF の大塚製
薬工場、ワンパルの陽進堂、フルカリックのテルモ、どうなん
だ？
ゼン先生：ほとんど力を入れていないようです。NST の興味と

↑気比神宮です。神社ではなくて神宮。格が非常に高いのです。この
鳥居は日本三大鳥居だそうです。左の像は松尾芭蕉。りっぱな銅像が
ありました。

いうか、栄養をやっている人たちの興味は経口栄養ですから。
企業もそれに対応するしかないでしょう。
小越先生：そうか。そうすると、大塚もテルモも陽進堂も、静
脈栄養の講演会をしても意味がないことになるな。
ゼン先生：そうなんです。
小越先生：どうしようもないのか？
ゼン先生：最近、ちょっと考え方を変えています。医療安全や
感染管理の領域で講演をさせてもらう時、静脈栄養の重要性に

↑気比の松原。この写真を撮るため、高速道路ではなくて地道で小浜
まで行きました。遠くから撮影すると、それほど感激はしません
が・・・。

ついても話すようにしています。
小越先生：そうしてもいいのか？
ゼン先生：もちろん、いいと思います。栄養管理は、医療安全
の中でも重要でしょう？結構、栄養管理のことで訴訟になるこ
とがありますよ。
小越先生：あるな、確かに。
ゼン先生：あるでしょう？CVC 挿入時の問題、ビタミン B1 入
れ忘れによる乳酸アシドーシスやウェルニッケ脳症、経鼻胃カ
テーテルの気道内誤挿入、誤嚥性肺炎、経腸栄養剤を静脈に点
滴する、いろいろあります。そういう問題を解決するには、栄

↑水晶浜海水浴場からの撮影です。もう夕方でした。向こうに見える
のは美浜原子力発電所。なんか、いい雰囲気の写真ですね。金まみれ
の原発誘致が問題になっていますが、景色はきれい。

養管理についての知識が必要です。今はまだ訴訟にはなってい
ないでしょうが、電解質輸液だけで 1 週間も 2 週間も管理して、
体重が減って栄養障害に陥ってしまう、その現状に気付く患者
さんや家族もいるはずです。これも、実は、根本的な医療安全
問題のはずです。
小越先生：その通りだ。適正な栄養管理をしていないことは、
医療としての安全管理を怠っていることになるはずだ。
ゼン先生：感染管理においても栄養管理の知識は重要です。栄

↑小浜のホテルの窓からの景色。真ん中に見えるのが若狭富士。着いた
のは 18 時過ぎでしたので、夕焼けの景色です。きれいです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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栄養管理の重要性について、もっと理解しないといけないと思
います。
小越先生：コロナウイルスに対する対策として、栄養が大事、
免疫能が大事、と言っているのになあ。

↑小浜港を 5 時 45 分頃に出航し、釣り場に着く頃が日の出でした。朝
日が見えましたので、今日はいい天気になる、釣れる！という予感があ
りました。すぐに、釣れ始めました。

↑東宝塚さとう病院のスナップ写真。前回、佐藤理事長の写真を枠で
出したところ、卒業写真みたいと言われましたので、ちゃんと撮影し
ました。下は『栄養回診』です。全員マスクです。真ん中のたくまし
そうな男性が、前回、枠で出した、理学療法士の田原くんです。スタ
ッフが非常によく働く、いい病院です。

↑少し小さめですが、かなりの数のアジが釣れました。右上は今回、一
番大きかったアジです。誰が釣った？私です。

【今回のまとめ】
1. 新型コロナウイルスの影響ですべての活動が停止していますが、大切なことを見失わないようにしなければ
なりませんね。
2. 静脈栄養は簡単だ、処方が決まっているから投与量だけを考えればいい、工夫を施す余地はないし、必要も
ない、この考えは間違いです。本質を理解していないからこういう発言をするのです。最も適正な処方にし
ようと思ったら、いろいろ工夫することができます。
3. 静脈栄養の基本を理解した上で、TPN キット製剤を適正に使ってください。それなりの静脈栄養ができるか
ら、それでいいのだ、ではダメです。
4. NPE/N 比を計算して、病態に応じたアミノ酸投与量を決定できるようになると、静脈栄養の管理レベルが上
がります。NPE/N 比の計算、できますか？
5. 医療安全、感染管理、その中での栄養管理の重要性についても、もっともっと考えてください。適正な栄養
管理が実施できて初めて、本当の意味での医療安全が達成できるのです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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