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『正しい胃瘻の適応を理解して、胃瘻を適正に使った経腸栄養を
実施している医療者も多いんですよ』
毎年毎年 6 月末になると、今年も半分が終わる、そう思いながら過ごしています。本当に毎年同じことを考えています。
まあ、代わり映えしない生活を送っているのでしょう。と言っても、私は、多少は変化のある生活をしているのかもしれ
ません。
6 月最初の仕事は、アセレンドを新発売した、藤本製薬
の社内勉強会での講演。セレンという微量元素の臨床の場
での意義、TPN や EN 実施中のセレン欠乏症、などに関する
内容としました。藤本製薬という名称ですが、とある臨床
栄養の教育セミナーで、セレンの治験をしている会社は『ピ
ップ藤本の藤本製薬だ』と言った講師がいました。少々驚
きました。ピップエレキバンのピップフジモトと、アセレ
ンドを発売した藤本製薬を同じと言うか？！と思ったので
すが。ピップフジモトは、今はピップ株式会社と名称が変
わっていますし、藤本製薬とは何の関係もありません。6
月 8 日は第 25 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会。なんと、
事前登録は 580 人。当番世話人の大阪市立大学の大平教授
のお声がけもあったのでしょう、演題も医師の発表が多か
ったのです。最終的な参加者は 504 人でしたが、500 人を

↑第 25 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会が開催されました。参
加者数は 504 人、この写真でその様子が理解できますね。上は左
から、会長の大阪市立大学：大平教授、教育講演の福井県立病院：
栗山とよ子先生、その座長の大阪市立十三市民病院：西口幸雄先
生です。

超えたのは 12 年ぶりでした。なぜ？この胃瘻バッシングの
時代に？本当の胃瘻の意義を考えた人が集まってくれた、
そう思っています。教育講演は福井県立病院の栗山先生の
『失敗しない経腸栄養剤の選び方―患者さんの病状と栄養
剤の特徴を知って、正しい選択を』、特別講演は町立長沼病
院の倉先生の『PEG の適応と新たな展開』でした。懇親会
も盛り上がりましたし、本当に盛会でした。大平先生、医
局のみなさん、そして参加していただいたみなさん、あり
がとうございました。
6 月は星薬科大学に 3 回行きました。2 回は学生の講義、
もう 1 回は認定薬剤師のための講義でした。学生の講義は、
TPN について 75 分×3 と在宅栄養法について 75 分、でした。
カテーテル管理やカテーテル挿入方法についての話もしま

↑座長の方々です。それぞれの演題を理解し、最も適役の座長を
選んだつもりです。中段左は特別講演の倉先生です。

した。薬剤師もこの程度のことは知っておくべきだ、そんな内容にしました。在宅栄養のレジメには、レジメの隅に試験
のキーワードを小さな字で書いておきました。これが試験に出るから勉強しなさいよ、そういう意味でした。その意味を

↑質問者、発表者、たくさんの写真をださせていただきました。いい発表、いい議論が行われました。リーダーズの影響が出てきて
いるのだと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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わかってくれたかな、と少し心配していますが、星薬科大
学の学生はよく勉強しますので、今年も試験で 60 点以下
の学生は 1 人か 2 人だと思います。認定薬剤師の講義は 90
分×2。それぞれ栄養アセスメントの実際、静脈栄養につ
いて、でした。確かに、もっと、薬剤師には臨床栄養に関
する知識をもってほしいものです。学生の時に、ある程度
でいいから、薬剤師にとって必要な臨床栄養に関する勉強
が必要です。12 回で学生に対する講義が終わりました。必
修ではないのですが、約 200 人の学生が私の講義を選択し
てくれました。クリニコの濃厚流動食試飲会とニプロの臨
床栄養に関する器具の実習が楽しいから私の講義を選択
してくれるのだと思いますが、それでも、75 分講義を 12
回も聴いてくれると、知識は増えると思います。後期は、
実は、講義時間が前期の半分になるのです。少しばかり残
念ですが・・・。
6 月 21 日には外科系連合学会でのパネルディスカッショ
ンの座長を依頼されたため金沢へ。金沢は久しぶり、約 3
年ぶりでした。その夜は金沢医科大学感染症科の飯沼教授
と食事。いろいろ感染症の領域のことを教えていただきま
した。飯沼教授とのおつきあいは、平成 11 年度の科学技
術庁のカテーテル感染予防対策ガイドライン作成以来な
ので、もう 20 年です。その際の責任者の武澤先生がいな
くなって、もう 10 年になります。カテーテル感染予防対
策の実施状況は、あの頃とほとんど変わっていないようで
す。むしろ、重要性に対する認識は低下していると思いま
す。また、新しい抗菌薬が出てこなくなっているので、感
染症の領域も盛り上がりに欠けているとのことです。外科

↑情報交換会です。同じ人が何回も写真に出てきていますが、ま
あ、それもいいでしょう。右下は、一般演題の 19 題の中から選ば
れた優秀演題賞受賞者のお二人です。右側が大阪市立総合医療セ
ンターの玉森先生ですが、昨年ももらったとのこと。すっかり忘
れていました。その左は最優秀だった、東近江総合医療センター
の白石智順言語聴覚士です。発表よりも、質問に対する受け答え
がよかったような気がしました。いい雰囲気の懇親会でした。次
回の会長は、有田済生会病院の瀧藤先生です。

系連合学会でのカテーテル感染に関するパネルディスカ
ッションは、朝 8 時 10 分からでした。参加者は相当少な
いのでは？と心配していましたが、最終的には 20 人から
30 人くらいが参加してくれていました。5 人の演者が発表
してくれました。パネルディスカッションなので、総合討
論があってしかるべきなのですが、60 分のセッションでし
たので総合討論はなし。一人ひとりの発表＋質疑応答でし
た。京都大学の長尾先生、金沢医大の野田看護師、大阪大
谷大学の名徳先生、函館の目黒くん、JCHO 大阪の野呂くん
が非常にいい発表をしてくれました。飯沼先生に司会をし
てもらい、私はコメンテータみたいな感じの役割としまし
たが、それなりに有意義なセッションでした。その後は目
黒くんと市内観光。まずはバスで忍者寺へ行きました。本
名は妙立寺、ひと呼んで忍者寺、なのです。いろいろしか
けがあって面白い寺です。暑い日でしたが、次もバスに乗

↑外科系連合学会のパネルディスカッションです。最初の長尾先
生の演題が始まった時の会場の雰囲気です。発表者を含めて 15 人
くらいでした。カテーテル感染に関するセッションなので、まあ、
こんなものでしょうか。いい発表ばかりだったのに・・・もった
いない。左から京都大学の長尾先生、金沢医科大学感染制御室の
野田看護師、大阪大谷大学薬学部の名徳先生、函館厚生院ななえ
新病院の目黒先生、JCHO 大阪病院の野呂先生、そして座長の金沢
医科大学臨床感染症学感染症科の飯沼先生です。ちなみに私も共
同座長でした。

って兼六園へ。男二人で兼六園を散歩し、写真を撮り、観
光しました。例の石灯籠のところで男二人でのツーショット写真を撮ったのですが、カップルの写真を撮ってあげて自分
達の写真を撮ってもらいました。目黒くんは、あれほど学会や研究会で発表しているのに、ほとんど観光というものをし
たことがなかったとのこと。私が誘ったのでいい観光ができたと喜んでいました。私のような遊び人におつきあいしてく
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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れてありがとう。昼飯は金沢名物の治部煮丼と治部煮ラー
メンでした。観光を終えて学会会場へ戻ったのですが、参
加者の少ないことに驚きました。私は最後のセッションま
でいて勉強しましたが、閉会式前の会場には 10 人くらいし
かいませんでした。その後は能登観光。レンタカーを借り
て珠洲市、輪島を走り回りました。能登半島の端、禄剛崎
（ろっこうさき）へ行き、千枚田などを観光しました。車
で走れるなぎさドライブウェイの千里浜へも行きました。6
月最後の土曜日は鹿児島での第 15 回ピクルスの会に参加
したのですが、その話はまた次回に、ということにします。
↑目黒くんと行った、妙立寺、人呼んで忍者寺です。暑い日でし
た。この格好でも暑かったのに、目黒くんは最後までスーツでが
んばっていました。

↑金沢の兼六園へ行けば、この石灯籠の前で写真を撮らないとい
けないでしょう。中国の方々の写真撮影の列の隙間を狙って、写
真を撮って欲しそうにしていたカップルの写真をとってあげ、お
返しに、目黒くんとの男二人のツーショット写真を撮ってもらい
ました。

↑世界農業遺産、千枚田です。観光客がたくさんいました。でも、
あまり感動しませんでした。段々畑は、私の故郷にもありますか
ら。夜になるとライトアップしたり、時期によって雰囲気が違う
ようです。実は、この日は雨の予報で、雨が降っていたのですが、
だんだん天気がよくなったのです。ここへ来た時は快晴でした。

↑前田利家の像が兼六園の近くにあります。右は、治部煮ラーメ
ンと治部煮丼。どちらも 1500 円でした。なんといっても金粉がち
りばめられていますから。

↑千里浜なぎさドライブウェイです。車で走りました。本当、海
がすぐ傍にあります。私は 2 回目ですが、まあ、悪くないな、と
いう感じです。左下の像は、近くのサービスエリアにあったもの
です。『令和』ですが、なぜ、菅官房長官の顔がないのだろう？

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：前々回の会話で、臨床栄養の領域には明るい話題が
少ない、だったので、前回は明るい話題ということで研修医の
やる気を感じたことと、アセレンドが新発売されたことを取り
上げたんですが、もう一つ、明るい話題をみつけました。
小越先生：なんだ、突然。明るい話題？
ゼン先生：はい。明るい話題です。
小越先生：まあ明るい話題が少ないから明るい話題はないかと
考えるんだろうけどな。どんな話題だ？
ゼン先生：6 月 8 日に関西 PEG・栄養とリハビリ研究会を開催し
たんですが、参加者数が、なんと、500 人を超えたんです。
小越先生：へええ、胃瘻の研究会で 500 人を超えたのか。それ
はすごい。
ゼン先生：でしょう？全国の胃瘻の研究会が尻すぼみなのに、
関西は、昨年が 320 人と増え、今年は 500 人超えですよ。
小越先生：なんか、おまけでもつけたんじゃないか？なんかの
資格認定のためのクレジットとか、これに参加しておくと点数
がもらえるとか。
ゼン先生：いえいえそんなことは何もしていません。
小越先生：日本静脈経腸栄養学会の専門療法士のためのクレジ
ットがついているんじゃないか？
ゼン先生：そんなものはありません。10 年ほど前、学会にクレ
ジットをつけてくれと申請したほうが参加者が増えるという意
見も出たんですが、それを目的に参加する？そんなのはいらな
い、ということで申請しませんでした。
小越先生：純粋な意味で 500 人も参加してくれたのか？それは
すごいな。しかし、問題は中身だ。
ゼン先生：もちろん、充実した内容でした。教育講演と特別講
演に加え、一般演題と要望演題で 19 題も集まりました。
小越先生：教育講演はどんな内容だったんだ？
ゼン先生：教育講演は経腸栄養剤に関するもので、特別講演は
胃瘻の適応に関するものでした。
小越先生：まあ、研究会の名称を考えるとバランスのとれた内
容だな。
ゼン先生：そういう意図でテーマを選んで、講師を選んでいま
すから。
小越先生：なるほど。そうすべきだな。
ゼン先生：経腸栄養剤の話は、福井県立病院の栗山先生にして
いただきました。まあ、今、経腸栄養剤の話をきちんとしてく
れるのは栗山先生くらいだと思います。
小越先生：そうだな。オレもそう思う。
ゼン先生：胃瘻の適応の話は、北海道の町立長沼病院の倉先生
にしていただきました。胃瘻の猛者は結構たくさんいますが、
倉先生は、この研究会に、わざわざ北海道から何回も参加して
くれているんです。
小越先生：へええ、わざわざ北海道から大阪の研究会に来てく
れているのか。
ゼン先生：どうこう言っても、うちの研究会は全国で一番古い、
伝統のある研究会ですからね。
小越先生：今の、PEG 在宅医療学会よりもか？
ゼン先生：関西 PEG 研究会が大阪で発足したので、あわてて東
京組が設立したのが PEG 在宅医療学会なんですよ。
小越先生：かつての HEQ 研究会だな。
ゼン先生：そうです。そうそう、今度、西口先生が PEG 在宅医
療学会の理事長になります。
小越先生：へええ、西口くんが、か。

第６７回

ゼン先生：今、事務局長としていろいろ仕事をしていますから。
この 9 月に西口先生が会長で、大阪で PEG 在宅医療学会が開催
されます。関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の参加者が 500 人
を超えたので、PEG 在宅医療学会の参加者数がどれくらいにな
るのか、かなり心配していました。
小越先生：ハハハ、それは心配だ。全国版の学会が関西の研究
会よりも参加者数が少ないと、立場がないぞ。
ゼン先生：だから、今回の研究会でも学会の宣伝をしていまし

↑能登半島、何の情報もなく走っていたら、こんなところがありまし
た。観光地になっていました。願いが叶うパワーホール、空中展望台、
青の洞窟、
などがありました。空中展望台は怖かった！！入場料が 1500
円でした。ヘルメットをかぶって入場しました。

青の洞窟

↑青の洞窟の中です。青の光で演出していましたが、なんか、不気味。
これをパワースポットというのでしょう。なんか、目がおかしくなり
そうでした。

禄剛崎

↑禄剛崎での写真です。ここへ行きたかったのです。『端』です。『ろ
っこうさき』と読みます。
『こう』じゃなくて『ごう』と読むと思うの
ですが。しかし、英語での記載は『The Rokugo-zaki』となっていまし
た。とにかく、今回でまた一つの『端』を制覇しました。能登半島の
『端』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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たよ。
小越先生：しかし、同じ胃瘻の研究会でも、PEG 在宅医療学会
と関西 PEG・栄養とリハビリ研究会は内容が微妙に違うんじゃ
ないか？
ゼン先生：確かにそうです。関西 PEG は、私が代表世話人にな
った時、関西 PEG 研究会だった名称を、関西 PEG・栄養研究会
に変えたんです。PEG に関する技術的内容だけではダメ、経腸
栄養に関する内容も必要だ、ということで。そういう意味では、
PEG 在宅医療学会は消化器内視鏡の猛者が中心となって設立し
た学会ですから、内容としても微妙に違います。私としては、
うちの研究会の名称に『栄養』を加えるべきだと思ったんです。
小越先生：それはそのほうがいいだろう。
ゼン先生：そう思います。その後、うちの研究会のマネをして、
PEG・栄養研究会と名前を変えた研究会がかなりあります。岡山
なんか、わざわざ私にマネしていいですか？なんて相談してき
ましたから。
小越先生：なるほど。そして、最近、リハビリって付け加えた
のか。
ゼン先生：そうですね。胃瘻を造設して、経腸栄養をしっかり
実施して、それに加えて摂食嚥下訓練などのリハビリも加える
と患者の QOL が上がる、そう考えたんです。でも、単純にリハ
ビリだけの演題は受け付けないようにしています。あくまでも、
胃瘻と経腸栄養をきちんと実施したうえでのリハビリですから。
小越先生：そこは譲れないということだ。
ゼン先生：もちろんです。まあ、参加者も発表者も、そこらへ
んのことはわかってくれていると思います。
小越先生：今回の研究会の目玉は何だったんだ？
ゼン先生：目玉ですか。そうですね。いろいろいい発表があり
ました。『パーキンソン病最新事情：PEGJ を用いた L ドーパ持
続経腸療法』がかなり注目されましたね。
小越先生：へええ、そんな治療法があるのか。
ゼン先生：L-ドーパを持続的に投与することによって、その効
果を持続させるという意味です。
小越先生：なるほど。その方法として PEG-J を使っているのか。
ゼン先生：そうです。内服自体も問題になるので、確実に腸の
中に投与するんです。もっと普及させるべきだと思いました。
小越先生：経腸栄養投与経路、消化管減圧、などの方法に加わ
った、胃瘻の応用だな。いい話だ。ほかには？
ゼン先生：実は、私、大失態を演じてしまいました。
小越先生：大失態？
ゼン先生：はい。本当に私自身の誤解から生じた、大失態です。
小越先生：へええ、そういうことがあったのか。
ゼン先生：いわゆる消化態経腸栄養剤のツインラインを使って
銅欠乏症が発生したという報告がありまして。
小越先生：大塚製薬工場が販売している、唯一の医薬品の消化
態経腸栄養剤だな。
ゼン先生：そうです。まあ、消化態という名称は使いたくない、
ペプチド栄養剤としたいと思っているんですけど。そもそも、
在宅でツインラインを使うことの適応が問題なんですよ。
小越先生：使ってもいいんだろう？
ゼン先生：ダメではないんですが、在宅成分栄養法指導管理料
をとるための選択なんですよ。半消化態（ポリペプ）栄養剤で
は指導管理料がとれないんです。だからツインラインが使われ
ているんです。腸管に対する刺激なども考えると、本来はポリ
ペプ経腸栄養剤のほうが適応なんですが。

第６７回

小越先生：厳密に適応として考えるとそうだな。栗山先生の講
演でもそういう内容についての話はあったんだろう？
ゼン先生：そうですね。経腸栄養剤の組成として正しく使う、
非常に重要なことですから。
小越先生：それなのにツインラインが使われている、診療報酬

↑ 禄 剛 崎 灯 台 の 説 明 を し て い る 碑 。 英 語 で 『 The Rokugo-zaki
Lighthouse』と書かれています。日本語は『イギリス人』と訂正され
ていますが、英語の部分では『French』のままです。なんか、ちゃん
としたほうがいいんじゃない？外人が来ることも増えているんだか
ら、と思いましたが、さすがの外国の方々もここまでは来ないでしょ
うか。

↑日本列島全体の中心は、富山湾の中にあるのだそうですが、陸地で
は禄剛崎のこのあたりが日本列島の中心に近いのだそうです。
『日本の
中心』ではなくて『日本列島の中心』です。

↑禄剛崎の傍にこんな資料館がありました。伊能忠敬がここへ来た、
という記念館。もちろん、入りました。資料がいろいろありましたが、
係員はおらず無人。でも入館料の 100 円は払いました。写真だけは、
得意のタイマーで撮りました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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のために、ということか。本当は重大な問題なんだけどな。そ
れで、何が大失態なんだ？
ゼン先生：ツインラインの銅含有量は、1000kcal で 2.3mg 入っ
ているから、基準値より多い、だから、銅欠乏症が発生するは
ずがない、と演者を責めたんです。間違っている、と責めたん
です。でも、間違っていたのは、その責めた、私だったんです。
小越先生：そりゃあ大失態だ。
ゼン先生：そうなんです。実は、私、経腸栄養剤と微量元素に
関する依頼原稿を書いていて、その時に作成した表で、ツイン
ラインの銅含有量の計算を間違えていて、そのまま理解してい
たんです。
小越先生：それが大失態の原因なのか。
ゼン先生：はい。一桁間違っていたんです。1000kcal あたり 2.3mg
ではなくて 0.23mg だったんです。50 歳から 60 歳の男性の一日
必要量が 0.9mg なので、正しくはツインラインでは銅欠乏症が
発生する可能性があるんです。困った代表世話人です。
小越先生：なるほど。自分で誤解していたんだな。
ゼン先生：はい。本当、大失態です。
小越先生：それでどうしたんだ。そのままにしたのか？
ゼン先生：いえ。その後の演題で質問する機会がありましたの
で、私の誤解だった、申し訳ないと会場で謝りました。
小越先生：ほおお、謝ったのか。
ゼン先生：はい。そのままにしておくわけにはいきませんから。
演者にも、個人的に謝りました。
小越先生：それはよかった。そうすべきだよ。
ゼン先生：そう思います。間違っていたと、謝ったのはよかっ
たと思います。それにしても、論文を書く時、本当に丁寧に書
く必要がありますね。またまた大反省です。あの時に作成した
表は、経腸栄養剤 27 種類について、8 種類の微量元素含有量を
計算したんですが、たった一つの数値を間違っていた、たった
一つなんですが、やはり、大変な間違いを起こしてしまったな、
と反省しています。
小越先生：本当にそうだ。もう出版されているんだろう？
ゼン先生：3 年前です。新しい製品も出てきていますし、食品の
濃厚流動食は成分が少しずつ変化していますので表も作り変え
る必要はあるんですが・・・。
小越先生：そうか。この原稿を読んで、ツインラインの銅含有
量を間違って記載していることをわかって欲しいもんだな。
ゼン先生：本当にそうです。
小越先生：とにかく、研究会で、君自身が間違っていたと謝っ
た、それはよかったと思うぞ。
ゼン先生：はい。少し話は変わるんですが、この研究会、アボ
ットジャパン株式会社、ニプロ株式会社、キューピー株式会社
と共催で開催しているんです。3 年前はアボットジャパン 1 社
との共催だったんです。
小越先生：2 社が加わってくれてよかったんだろう？
ゼン先生：そうなんです。1 社だったら、今回とりあげたツイン
ラインで銅欠乏症が発生した、という演題が問題になった可能
性があるんです。
小越先生：それはどういう意味？
ゼン先生：アボットジャパン 1 社が共催している研究会で、大
塚製薬工場が販売しているツインラインという製品で合併症が
起こったという発表があると、それは、大塚製薬工場から『誹
謗中傷だ』と責められる可能性があるんです。
小越先生：なに？それはおかしいだろう。

第６７回

ゼン先生：製薬協の取り決めがそういうふうになっているそう
です。アボットジャパン 1 社が共催するようになっている研究
会では、アボットジャパンが販売している製品以外は、商品名
を出してはいけないことになっているのだそうです。
小越先生：それは本当なのか。どうせよというんだ。
ゼン先生：この場合は、ツインラインではなく、医薬品の消化
態経腸栄養剤という呼称にしなければならないんだそうです。
小越先生：へええ。医薬品の消化態経腸栄養剤は 1 製品しかな
いから、聞いているひとは理解できるかもしれないけど、ツイ
ンラインという名称で発表するほうが理解しやすいにきまって
いるぞ。
ゼン先生：そうなんですよ。でも、食品でも名称を出してはい
けないんだそうです。
小越先生：たとえば、腎不全用経腸栄養剤なんて、3 社が販売
しているだろう。それぞれが微妙に組成も異なっているぞ。
ゼン先生：糖尿病用だって、そうなんですよ。でも、製品名で
はなく、腎不全用経腸栄養剤が、とか、糖尿病用経腸栄養剤と
か、と表現しなければならないのだそうです。
小越先生：それはおかしいだろう。そもそも、腎不全用、糖尿
病用、食品なんだから、そう表現してはいけないことになって
いるだろう？
ゼン先生：確かにそうなんです。一般的な濃厚流動食なら、製
品の数は山ほどあります。でも、製品名を出してはいけない、
ということになっているのだそうです。
小越先生：それはおかしいぞ。何がなにかわからなくなるだろ
う。それから経腸栄養剤ではなくて、いろいろな医薬品ではも
っと問題があるだろう。同じような薬効や適応の薬は、ジェネ
リックを含めると山ほどあるぞ。わかりにくいというか、わか

↑結構有名らしいです。ゴジラ岩。ゴジラには興味がありませんが、
まあ、せっかく来たのだからと思ってしっかり写真は撮りました。確
かに、なんとなく、ゴジラに見えます。

↑能登牛丼が食べれるということで「のと里山空港」のレストランへ
行って昼飯を食べました。空港には遠藤の写真がありました。もっと
がんばれ、と思いました。能登牛丼は、1500 円もしましたが、たいし
たことなかったな。玉ねぎが多くて肉は少な目、そんな感じ。吉野家
の牛丼のほうがうまいかな、なんて思いました。ただ、輪島塗の箸が
ついていましたので持って帰りました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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らないというか。
ゼン先生：わかりにくい、間違いありません。しかし、話はそ
れだけではないんです。
小越先生：まだあるのか。
ゼン先生：はい。製薬会社がスポンサーになっている講演です
が、たとえば、アボットジャパンがスポンサーになっている講
演、特にランチョンセミナーなんかは、相当厳しくなっていま
す。
小越先生：どんなふうに？
ゼン先生：講演のスライドは、講演の前、1 週間以上前だそうで
すが、全部をその講演のスポンサー企業に提出して、第 3 者機
関でチェックし、他社の誹謗中傷にならないかをチェックされ
て訂正させられるんだそうです。それから、自社の製品につい
て十分に有意義な説明をしているのか、そういうチェックもさ
れるのだそうです。
小越先生：ちょっと待て。それじゃあ、講師の裁量はないとい
うことなのか？
ゼン先生：そうです。それから、添付文書に書かれている以外
の使用方法についてはしゃべってはいけないのだそうです。
小越先生：それはひどい話だ。
ゼン先生：とにかくスポンサー企業の利益になるような講演を
しなさい、ということのようです。他社製品は名前を出すこと
すらよくないのだそうです。もちろん、この臨床栄養の領域で
は、食品の濃厚流動食も、です。
小越先生：それじゃあ学術講演会ではなくて、企業の宣伝講演
だな。
ゼン先生：そうです。外資系の会社では、企業が独自に作成し
たスライドの中から選んで講演しなさい、というふうな感じだ
そうです。
小越先生：それはひどい。それだったら、その企業の社員が講
演すればいいじゃないか。
ゼン先生：そういうことになりますね。だから、その企業のい
うことを聞く人が講師として講演するようになるんでしょうね。
小越先生：オレはそういうことだったら拒否するな。
ゼン先生：もちろんです。私もそうします。
小越先生：講演の機会が減るぞ。
ゼン先生：仕方ないと思います。一応、医学者として学術講演
をしているという自負がありますから。
小越先生：そうだな、それは大事なことだ。
ゼン先生：それにしても、学術活動が企業の経済活動の中に組
み込まれてしまったというのは大変なことですね。
小越先生：本当にそうだ。学会がそれでは困るという提言をし
ないといけないんじゃないか？
ゼン先生：そうして欲しいと思っています。さっきの、添付文
書に書かれてる以外の使用方法の件なんですが、脂肪乳剤が問
題となります。
小越先生：わかったぞ、イントラリポスを PPN や TPN 輸液に側
注の形で投与してもいいのか、ということだな。
ゼン先生：そうです。現在、日本で販売されている脂肪乳剤は
イントラリポスだけです。その添付文書には『本剤に他の薬剤
を混合しないこと』と記載されています。PPN 輸液や TPN 輸液
にイントラリポスを側注することは、混合することになる、と
解釈される可能性があるということです。
小越先生：側注と混合は違うだろう、明らかに。

第６７回

ゼン先生：しかし、解釈の仕方によっては混合することになる
んだそうです。
小越先生：そうすると、君がデータを出して、側注しても脂肪
乳剤の粒子径は変わらないと主張しても、脂肪乳剤を側注して
はいけない、ということになるのか？
ゼン先生：そう解釈して、どうしても側注させてもらえない施
設がたくさんあるそうです。
小越先生：せっかく、もっともっと脂肪乳剤を使ってもらって
静脈栄養をレベルアップしようと目論んでいるのに、そういう
邪魔が入るのか。
ゼン先生：添付文書に記載されているので、もし、訴訟とかに
なったら使った側が負けるということです。
小越先生：どうしようもないのか？添付文書を変更するしかな
いのか？
ゼン先生：添付文書を変更するのは大変なことだとのことです。
ほぼ不可能です。
小越先生：しかし、きちんと論文に記載されていて、大部分の
施設が側注の形で投与しているとなると、また、解釈が変わる
んじゃないか？

↑6 月 16 日の星薬科大学です。認定薬剤師の講義を終えて、正面玄関
の写真を撮りました。いい天気でした。緑いっぱいの、いい雰囲気で
した。

↑東宝塚さとう病院で大腸ファイバー検査を受けました。ニフレック
を 2L 飲んで腸管を洗う必要があります。ほぼトイレに座りっぱなし
になります。贅沢ですが、個室に入院させてもらい、仕事をしながら
ニフレックを飲みました。トイレに何回も座るのですが、気持ちいい
くらい、シャーっと出ました。ニフレックは飲みにくいので目をつぶ
って飲みました。もはや OS-1 は飲めません。私、大腸ファイバーは
初めての経験だったのです。かつては自分が術者で実施していました
が、もう 20 年以上前のことです。技術の進歩はすばらしい。池田先
生にしていただいたのですが、上手！大腸ファイバーが必要な方は、
東宝塚さとう病院で池田先生にやってもらうといいと思います。かつ
て自分でも大腸ファイバーを実施していた消化器外科医が実施して
もらった実感ですから、確実です。
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：そうですね。医学的に考えたらそうなんだ、という
ことの意味は大きいと思います。
小越先生：会社の利益のためではなくて、患者のためにという
目的で実施するんだからな。そこまで縛られる必要はない。添
付文書が作られた後に新しい考え方が出てきてもおかしくない
んだから、どんどんやるべきだぞ。
ゼン先生：どんどんやるべきです。でも、頭の固い薬剤師もけ
っこういるんですよ。非難しているのではないですが、優先す
べきなのは何か、少し考えてほしいと思います。
小越先生：確かに、そうだ。オレもそう思う。
ゼン先生：がんばっても、なかなか思うようにならないことが
多いですね。
小越先生：多いですね？多いんじゃなくて、ほとんどがそうだ
よ。思うようにならないことばかりだよ。臨床栄養の領域だけ
じゃないよ、世の中のすべてがそうだよ。
ゼン先生：わかっているんですが。

第６７回

小越先生：ところで、今回のこの会話のテーマだが、どういう
ふうにまとめるつもりなんだ？
ゼン先生：本当、難しいです。関西 PEG・栄養とリハビリ研究会
の参加者が多くて盛り上がった、でも、その中のディスカッシ
ョンで井上が大失態を演じた、製薬会社が我々の学術活動にさ
まざまな制約を加えている、などですね。
小越先生：オレの意見を言ってもいいか？
ゼン先生：もちろんです。困った時の小越先生ですから。
小越先生：そうか。それなら『胃瘻の本当の意義をわかってい
る医療者はたくさんいるんですよ』にしてくれ。明るい話題と
して取り上げて、正しい胃瘻の適応を考えてほしい、胃瘻を適
正につかった経腸栄養を実施して欲しい、それが臨床栄養のレ
ベルアップにつながるのだから、という意味でどうだ？
ゼン先生：すばらしいです。ありがとうございます。このゼン
先生の栄養管理講座が目的としている活動内容にぴったりです。

【今回のまとめ】
1. 第 25 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会は、参加者が 500 人を超え、内容も充実していて、盛り上がりま
した。教育講演の栗山先生、特別講演の倉先生、会長の大平先生、ありがとうございました。
2. いい発表が多かったのですが、私自身が自分の誤解から大失態を演じてしまいました。その後訂正しました
が。反省、反省です。
3. 経腸栄養剤に含まれる微量元素について、正確な知識をもってください。添付文書やカタログで確認しなが
ら選択するという心掛けが必要ですね。
4. 臨床栄養の領域でも、医学的活動が製薬会社の倫理に影響されるようになってしまいました。学術活動は純
粋な意味で実施できるようにしてほしいものです。
5. 脂肪乳剤の側注は、添付文書では実施してはいけないような解釈の仕方もありますが、混合するのではない
のだから、積極的に実施すべきだと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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