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『経腸栄養ライン接続部：旧規格 L フィットはこれからも使えます』
もうすぐ 2022 年も半分が過ぎます。コロナに、そして、
ロシアとウクライナ問題に振り回され、明るい半年ではな
かったと私は思っています。ロシア問題はこれからどうな
るのでしょう。プーチンが悪い？ロシアが悪い？プーチン
だけ？とにかく、ウクライナの人たちがかわいそうでかわ
いそうで。その影響が世界中に及んで、飢餓で亡くなる人
が増えるなんて、本当、どうすればいいのでしょう。平和
って実現不可能なんだ、人間が生きている限り、そんな思
いにもなります。なんとかならないものなんでしょうか。
物価も上がっている・・・。ガソリン代も、政府が介入し
なければ 220 円を超えるとのこと。政府が介入している？

↑長谷部正晴先生の武藤輝一記念教育講演です。長谷部先生ら
しい、丁寧な講演でした。終わってからいろいろ話を聞かせて
いただき、弟分の中村卓郎先生と 3 人で記念写真。その会場で
すが、結構、大勢の方が参加していました。

これも税金。コロナ問題は、もう少しでコロナから解放さ
れるかもと思ったり。6 月 9 日に 4 回目のワクチンを接種し
ました。注射部の痛み、翌日の微熱がありました。ここん
とこ、コロナ陽性者数がじわじわ増えています。熱中症に
ならないようにマスクをはずそう？どうなんでしょう。私
は高齢者でハイリスクなので、感染予防対策は可能な限り
続けます。
6 月は梅雨なのに、雨が少なくて、愛媛県では平成の大渇
水再来と心配しているとのこと。さらに高温。猛暑日が続
いています。6 月 25 日には群馬県伊勢崎市で気温が 40 度を

↑一般演題の会場です。会場はこんな感じ。ほぼ質疑応答はな
かったようでした。高崎総合医療センターから上田医療センタ
ーに移られた小川くん、頴田病院の林くんがオンラインで参加
していたので、写真を撮りました。しかし、こんな大きなスク
リーンに顔が写るの、私は嫌です。

超えました。7 月 8 月はどうなる？長い夏になるでしょう。
電力供給が不安定だから節電しましょう。換気も大事です。換気するとエアコンの効果が薄れます。矛盾しているけど、
これも仕方ない？ロシア・ウクライナ問題で原油や天然ガスの供給が問題。火力発電は二酸化炭素産生を増やす。原子力
発電はダメ。どうなる？本当、この夏は大変になりそうですね。
5 月 31 日は横浜で開催された JSPEN に参加。いろいろな方に会いました。久しぶり！学会員ではないし、リタイアした
立場なので、部外者として参加。翌日は鎌倉観光にしちゃったので、2 日目の内容は、後日、アーカイブで拝聴しました。
一般演題なども拝聴しました。ちょっとレベルが低すぎると私は思ったのですが、部外者ですから、単なる感想です。
大河ドラマの「鎌倉殿の 13 人」で盛り上がっている鎌倉。うちの准教授の計画に従って歩き回りました。ひたすら歩き
ました。大河ドラマ館、鶴岡八幡宮、建長寺、若宮大路、小町通り、由比ケ浜、高徳院の鎌倉大仏、腰越の満福寺、など

↑企業展示会場。それなりに賑わっていたように感じました。
食品会社の展示が多かったかな？

↑書籍販売です。栗山先生の本が、JSPEN の本に囲まれていま
した。なぜ？私の PICC ナビゲータもあったのですが、この写真
には写っていないので、追加で出させていただきました。後日、
JSPEN コンセンサスブックを購入して見ましたが・・・。
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１０３回

など。鎌倉をご存じの方なら、どれだけ歩いたかがおわか
りでしょう。夜寝る前に「てくてくエンジェル」の歩数を
確認すると 45,194 歩。年寄りの冷や水？新横浜駅でのぞみ
に乗ったら左膝が痛い！新大阪駅の階段は、一段一段ゆっ
くりと跛行。しかし、翌朝には痛みはほとんど消えてふつ
うに歩けました。まだ足はしっかりしているようです。鎌
倉での昼飯は、シラス丼の看板がたくさんあったのですが、
私にとってはシラスは珍しくないので、トンカツ屋で「カ
ツ重」を食べました。塩っ辛い。なんじゃこれ、残念でし
た。おみやげはもちろん鳩サブレー。なぜ鎌倉に鳩？由来
は調べました。もちろん大河ドラマ館に行きました。ドラ
マの内容は、いろいろ考える点もあるし、史実と違い過ぎ

↑知り合いを見つけて写真を撮りました。杉田くん、大里くん、
宮崎くん、宮澤くん、そして、右下は小波瀬病院の高橋先生と、
そのお仲間です。管理栄養士さん？

ている部分が多い。でも、800 年以上昔のことだから真実
は不明。創作歴史ドラマとして見ればいい。大河ドラマ館
で撮影の様子も勉強しました。撮影技術もすごい！さすが
NHK！
6 月 7 日は「和歌山県立医科大学特定行為研修」で看護
師さんに講義。受講者は 5～6 人。オンラインで 2 時間しゃ
べりました。昨年と同じタイトル「胃ろう造設に関する患
者の QOL と意志決定について」でした。内容は少しリニュ
ーアルしました。18 日にもオンライン講演。
「関西 PEG・栄
養とリハビリ研究会」の特別講演。コロナのために学術集
会は延期、その代わりの講演会。高知の近森病院の内山里

↑林くん、荻野くん、関くんです。下は、西口先生を中心に写
真を撮ろうとしていたようですが、ついでに？入らせていただ
きました。

美管理栄養士の「管理栄養士の病棟配置の意義」、びわこ学
園医療福祉センター草津の永江彰子先生の「新規相互誤接
続防止コネクタ導入の課題と対策」と私の講演。お二人の
講演は非常にすばらしい内容でした。私は「今一度考えよ
う、正しい PEG のありかたと栄養療法」とのタイトルで、
いつものように。
「最近、胃瘻・PEG が話題にならなくなり

↑横浜というと牛鍋です。すき焼きではなくて牛鍋です。

ました」で始めました。PEG 実施件数は低め安定かもしれ
ません。この講演会は申し込み者が 1274 人、参加者は 594
人、視聴割合は 5 割以下。ちょっと残念でした。無料のオ
ンラインセミナーは、申込者に対する視聴割合はかなり低
いのが当然だそうです。しかし、オンライン講演に慣れた
方が多いのでしょうね。私は、現地での講演のほうが、も
ちろん好きです。

↑やっぱり横浜の景色も出さなくては。今回は、JR 桜木町駅の
西側に宿泊しました。だから、ホテルから会場までは結構な距
離でした。よく歩きました。

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：6 月はずっと梅雨のはずなのに、今年はもう梅雨明け

ゼン先生：はい。申し込み者に対する視聴者の割合が 5 割以下

しました。

と低くて残念でしたが。

小越先生：雨、雨、雨のうっとおしい期間が短くてよかったな。

小越先生：へええ、申込者の半分以下か。

ゼン先生：よくないです。梅雨の期間はわずか 2 週間で、雨は

ゼン先生：無料で視聴できる時はそんなものだそうです。

ほとんど降りませんでした。水不足になりそうです。それに、

小越先生：結局何人？

今年は夏が早く来てしまいました。連日、猛暑日です。暑いか

ゼン先生：594 人でした。

ら、エアコンなどの使用が増えて電力供給が間に合わない、節

小越先生：残念かもしれないが、約 600 人が視聴してくれたと

電しよう、です。

ポジティブに受け止めるんだな。

小越先生：原子力発電をやめて、火力発電に頼っているんだろ

ゼン先生：そうですね。視聴してくれた方達の評価は高かった

う？

そうです。

ゼン先生：そうです。ロシアのウクライナ侵攻の影響で原油価

小越先生：管理栄養士の病棟配置、経腸栄養ラインの接続部、

格が値上がりして大変です。

話題としては非常に興味ある内容だったんだろう。

小越先生：困ったもんだ。二酸化炭素削減も大事なのに。物価
も上がっているんだろう？
ゼン先生：そうです。インフレも進んでいる、円安も進んでい
る、どうなるんでしょう。
小越先生：どうなるんだろう。ウクライナ問題も解決しそうに
ないし。
ゼン先生：暗い話ばかりです。
小越先生：そういえば、ここんとこ、ずっと暗い話ばかりだ。
ゼン先生：前回は、栗山先生が「栄養療法」の本を出版した、こ
れは明るい話題だ、でした。
小越先生：オレから強く推薦する、と発言したんだ。
ゼン先生：結構、売れているようです。
小越先生：そうか、そうか。オレの推薦も貢献しているか。君

↑准教授との待ち合わせ時刻よりも早く着きそうだったので、目
的地の鎌倉駅で降りる前、北鎌倉駅で降りて、円覚寺へ行きまし
た。ちょっと歩いただけですが、有名な円覚寺ですから、立ち寄
らなくては。

の本はどうなんだ？
ゼン先生：すみません、売れない本ばかり出しているので・・・。
小越先生：脂肪乳剤の本が出版できると喜んでいたんじゃなか
ったか？
ゼン先生：現在編集中です。「脂肪乳剤ナビゲータ」です。この
本も売れないでしょうね。
小越先生：大事な内容だと思って執筆したんだろう？
ゼン先生：そうです。日本に脂肪乳剤の本はありません。1 冊も。

↑まずは北条政子の墓参り。寿福寺ですが、案内が不親切。歩き
回っているうちになんとか見つけた、そんな感じ。あまり整備さ
れていないな、という感じでした。実朝の墓も、です。

だから出版することにしたんです。
小越先生：貴重な本だよ。オレがしっかり応援するよ。
ゼン先生：ありがとうございます。出版社に迷惑がかからない
程度には売れて欲しいんです。
小越先生：そうだな。それと、買ってくれそうな、静脈栄養や
脂肪乳剤に興味がある人、たくさんいて欲しい。
ゼン先生：本当に。純粋な意味で、そう願っています。
小越先生：ところで、関西 PEG・栄養とリハビリ研究会で特別
講演会をやったんだってな、オンラインで。

↑大河ドラマ館に行きました。左は実物大だそうです。背も高い
んだなあ。二人とも男前だし、背も高い、だから俳優になってい
るんですからね。背伸びしても届きませんでした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：私も講演したんですが。私の講演はいつもの内容で

われているようです。

したから、どうせ。

小越先生：888？厚労省の通達の番号の 888 か？

小越先生：君の講演はそれでいいんだよ。二人の講演の盛り立

ゼン先生：そうです。医薬発第 888 号が正式だそうですが。

て役、それが君の役割だ。そういう歳になっていると自覚しな
さい。
ゼン先生：わかっています。しかし、というか、永江先生が最初
のスライドで、平成 21 年に私の京都での講演を聞いてくれてい
て、データに基づいた講演だった、あれが刺激になってがんば
ってきた、今回、その井上先生に講演を依頼されて、非常にう
れしかった、と言ってくれました。
小越先生：へええ、いい話じゃないか。
ゼン先生：うれしい話です。その永江先生の講演、しっかりした
データに基づいた、すごくいい講演でした。
小越先生：そうか。君の影響だと言いたいのか？
ゼン先生：そんなことを言うつもりはありません。永江先生が
診ておられる、重症心身障害児の経腸栄養のために、経腸栄養
ラインの接続部として旧規格を残す、という信念に基づいた講
演だった、その信念を支えるためにしっかりしたデータに基づ

↑鶴岡八幡宮。やっぱりここに来なくては。鎌倉観光の中心です
からね。この石段の数、数えたけど忘れました。結構な観光客で
した。修学旅行生が多かったのは、コロナが治まったから？そん
な感じでした。

いていた、そういう意味です。
小越先生：なるほど。そういう意味なんだな。君の影響もなく
はなかったとするか。
ゼン先生：それで十分です。「2019 年から国の方針として新規
格を導入することになったが、新規格では困る、特にミキサー
食を使う患者さんは困る、旧規格を残さないといけない」そう
いう信念で活動されてきたんですが、この 5 月に、国として、
「一部のケース」ではあるが旧規格を残す、との結論が出たん
です。6 月 11 日には重症心身障害児者施設つばさ静岡の淺野一
恵先生の講演も聞きましたが、旧規格を残さないといけない、
こういう患者さんにとっては生命に係わる問題だから、という

↑鶴岡八幡宮から海の方を見た写真です。この前の道が海まで通
じているのです。博さんは歩く準備をちゃんとしていましたね、
リュックと帽子。私は何の準備もしていませんでした。博さんに
日焼け止めクリームも分けてもらいました。

熱意が感じられました。永江先生や淺野先生の熱意が国の方針
を動かしたんだと思います。
小越先生：なるほど、そういう動きがあったのか。ところで、
その旧規格、新規格という呼び方はなんとかならんのか？
ゼン先生：実はそこも問題です。これからは新規格と旧規格が
混在することになります。名称も考える必要があります。
小越先生：君が提唱している、旧規格は L フィット、新規格は
EN フィットではダメなのか？
ゼン先生：新規格の EN フィットが小口径なのに対し、旧規格
は大口径、大きい、Large だから L フィットという名称を考え
たんですが。この L フィットは私が勝手に提案しているだけで
すからね。世の中として受け入れてくれるかどうか。しかし、
カテーテルテーパーという名称はおかしい。代わって 888 が使

↑鳩サブレ―の由来：豊島屋の初代店主である久保田久次郎が店
に来た外国人からもらったビスケットが原点。もともと鶴岡八幡
宮を崇敬していた初代は、八幡様の本殿の掲額の八の字が鳩の抱
き合わせであり、境内にいっぱいいる鳩が子供達に親しまれてい
ることから、かねて、鳩をモチーフに何かを作ろうと考えていた、
とのことです。もちろん、おみやげに買って帰りました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そんな訳のわからん名称は使わないほうがいい。8 が
3 つ並んでいるのは、「うそのさん（3）ぱち（8）」といって、
「いい加減な数字を言わせると、なぜか 3 と 8 の出現率が高い」
という意味があるんだ。
ゼン先生：それは私も知っています。大学の卒業試験の面接の
時、問題内容は忘れましたが、どれが正解だと思う？と聞かれ
て、3 と答えたら、「嘘のサンパチだ、当たったな」と言われた
ことがあります。

↑源頼朝と北条義時の墓参り。一応、手を合わせてきました。

小越先生：そうだろう？そういう意味もあるから、888 なんて
いう呼び方は使わないほうがいいと思う。
ゼン先生：新規格は商品名が ENFit なので、エンフィットでい
いと思いますが、GEDSA の許可を得ないといけないんです。ニ
プロはお金を払っているのでエンフィットという名称を使える
んですが、ジェイ・エム・エスやトップは使えません。だから
「ISO（アイエスオー）」や「ISO80369-3 のダッシュサン（-3）」
を使う、そんな噂を聞きました。
小越先生：それはいまいちだ。ダッシュサン？アイエスオー？

↑いろいろ案内板がありました。旗もありました。写真を撮りな
がら歩きました。もう少し、事前の勉強が必要だったなと反省し
ましたが、まあ、いつものことです。

おかしい。絶対にエンフィットに統一すべきだ。
ゼン先生：そう思います。カタカナのエンフィットにすればい
いんじゃないでしょうか。
小越先生：英語ではなくてカタカナだな。
ゼン先生：そうです。とにかく、旧規格を残すことになったんで
す。
小越先生：旧規格を残す派は、ものすごく喜んでいるだろうな。
ゼン先生：もちろんです。しかし、これからは新規格と旧規格が
混在することになるので混乱します。誤接続防止対策として新
規格を導入することになったんですが、却って混乱することに
なってしまいました。
小越先生：そもそも、国の方針が間違っていた、となるんじゃ
ないか？

↑大河ドラマ館、鶴岡八幡宮を出て、建長寺まで坂道を歩きまし
た。道路がかなり渋滞していました。平日なのにこんな観光地で
渋滞？建長寺はりっぱなお寺でした。有名ですものね。
「鐘つけ
ば銀杏ちるなり建長寺」の俳句、これを参考に正岡子規が「柿く
へば鐘が鳴るなり法隆寺」を創った？それは正岡子規に失礼じ
ゃないでしょうか。

ゼン先生：そういう判断もできます。ISO 規格導入を厚労省が発
表した際、栄養注入に際して径の細さは問題ないから国際規格
に合わせる、という話でした。
小越先生：そうだったな。JSPEN が率先して径の細さは問題な
いというデータを示したんだったな。
ゼン先生：あの結果はおかしいと私は指摘しました。データに
作為も感じられましたし。もっといろいろ検討すべきだったん
です。
小越先生：医療者からも患者側からもかなり色々な意見が出た
はずだが。
ゼン先生：そうです。とにかく国として導入に踏み切ったので、
多くの施設ががんばってエンフィットを導入した。切替期限も

↑建長寺にあった、釈迦苦行像。断食の結果、栄養障害に陥った
姿だそうです。あばら骨がみえますし、筋肉も皮下脂肪もありま
せん。栄養障害の例として講演に使えるかな？と思って写真を
撮りました。しかし、これが苦行なんでしょうか。わかりません。
食欲をがまんする、のでしょうね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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決まっていたから。しかし切替期限間近になってからのこの対

ィットには問題がある、ということです。

応はひどいと思っている人も多いでしょう。

小越先生：いろいろな問題があると理解していいんだな。

小越先生：その通りだ。そして切替を無期限としたので、もう

ゼン先生：そうです。

エンフィットを導入しなくてもいいんだ、と解釈する施設も増

小越先生：それなら、旧規格の L フィットに戻せばいいじゃな

えるだろう。おかしなことになったな。

いか。

ゼン先生：安全管理上も、費用の面でも、ある意味、困ったこと

ゼン先生：そうもいかないでしょう。既に、かなり多くの施設が

になったと言わざるをえません。

エンフィットに代えています。今更戻せないという施設が多い

小越先生：本当だ。オレでもそのくらいのことはわかる。

はずです。

ゼン先生：先生、実は、ここでの発言も微妙になります。おまえ

小越先生：エンフィットを導入して、いろいろ問題が起こって

はどっちの見方なんだ、という雰囲気になるかもしれません。

いるんじゃないのか？

小越先生：この話題を取り上げるのは止める？
ゼン先生：それはダメです。一緒に考えてください。
小越先生：わかった。そもそも、日本にエンフィットを導入す
る必要はなかった、これはその通りだろう？
ゼン先生：そうです。それは間違いありません。しかし、国際規
格だから、という理由で導入することになったという経緯があ
ります。
小越先生：その導入するという決定にも一悶着あったんだろ
う？
ゼン先生：そうらしいです。いろいろ、裏もあったようです。で

↑鶴岡八幡宮から真っすぐに海へと向かって歩いたところです。
道路の真ん中にこういう歩道がある、なかなかいい雰囲気でし
た。ここから鶴岡八幡宮までも結構な距離があります。

も、それを言い出すときりがないし、ややこしくなるのでやめ
ましょう。
小越先生：L フィットを残さなくてはならない、その根拠はた
くさんあるんだな。
ゼン先生：あります。この間の永江先生の講演で、徹底的にデー
タを出しておられました。確かに、信念に基づいた、きちんと
したデータでした。
小越先生：L フィットを残さなくてはならない、その強い気持
ちがすごいな。
ゼン先生：本当、すごい。それから誤接続防止ですが、このエン

↑JR 鎌倉駅の近くの小町通りです。タクシーにも北条義時と大
江広元の文字が。とにかく、この通りはヒト、人、ひと、で賑や
かでした。修学旅行生が多かったのです。

フィットは気管切開チューブに嵌合します。L フィットでは起
こりえない誤接続がエンフィットで起こっているんです。
小越先生：どこかの国で、気管切開チューブに接続して経腸栄
養剤を注入した死亡事故が起こったことが、このエンフィット
導入のきっかけだったんじゃないか？
ゼン先生：そうです。L フィットは気切チューブに入るけど嵌合
はしないのに対し、エンフィットは嵌合するから漏れることな
く注入できるんです。合田先生がいろいろ調べています。
小越先生：へええ、そういう問題があるのか。初期の目的も果
たせていないことになるな。
ゼン先生：それと、永江先生の講演のように、ミキサー食注入、
微量薬剤の吸引と注入、注入前の胃内のガス抜きなどでエンフ

↑結局、鶴岡八幡宮から真っすぐに由比が浜まで歩きました。相
当な距離でした。海辺には「さくら貝の歌」の碑がありました。
遠くに水着姿の人もいました。湘南なんですよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：それが、困った事例はないという施設が多いんです。

変更しないといけない、義務だ、と理解していたんでしょう。

実態は正確には把握できていませんが、非常に困る、そういう

しかし、国の方針が変更になったんですからね。

声はほとんど聞こえてきていないんです。

小越先生：L フィットで困ることはないんだな。

小越先生：それじゃあエンフィットで問題ないんじゃないか？

ゼン先生：L フィットのほうが使い勝手もいいですね。

ゼン先生：そうかもしれませんが、L フィットじゃないと管理で

小越先生：そうか。減圧用と経腸栄養用の接続部が違うように

きない患者もいる、だから問題なんです。

なるんだ、エンフィットを導入すれば。

小越先生：そういうことで国が L フィットを残すという決定を

ゼン先生：そうです。でも、今更、エンフィットに変更した施設

したんだな。

が L フィットに戻すか？です。

ゼン先生：そうです。L フィットを残さなくてはならないという
署名活動も行われて、2 万人以上の署名が集まったそうです。
小越先生：なるほど。かなり難しい問題がありそうだ。
ゼン先生：今後どうなるか、です。企業も困っています。企業は、
2021 年の 11 月末には、L フィットの生産はやめて、すべてエン
フィットにする、と動いていたんです。その準備というか、生
産ラインも変更しつつあったんですから。この問題を検討する
ために切替期限を 1 年延期し、そうして無期限になったんです。

↑鎌倉大仏。日本三大仏の一つです。お会いしたのは 50 年ぶり。
高校の修学旅行で鎌倉大仏の写真を撮ったこと、鮮明に覚えてい
ます。

小越先生：そう簡単にはいきそうもないな。
ゼン先生：だからといって、L フィットが必要な症例は少数だか
ら、として L フィットの生産を止めるわけにはいかないでしょ
う。L フィットが必要な患者を見捨てることもできないでしょ
う。
小越先生：なるほど。どうしても L フィットじゃないといけな
い、そういう患者がいるんだ。
ゼン先生：そうです。だから簡単ではないんです。そういう意味
で、厚労省は「一部のケース」に旧規格を使ってもいい、とし
たんですから。あくまで「一部のケース」としたいようです。
小越先生：その一部のケースって、どんな症例なんだ？

↑腰越は、平家を滅ぼして凱旋して鎌倉へ戻ろうとした義経が
とどめ置かれたところ。ここは満福寺です。いろいろ記念になる
ものがありました。もっとじっくり中も見学すればよかったと、
ちょっと後悔しています。

ゼン先生：全国重症心身障害児を守る会、日本臨床栄
養代謝学会、日本在宅医療連合学会、PEG・在宅医療学
会などが例を示していますが、規則ではないので、旧
規格で管理したい、L フィットを使いたい、となれば、
それを制限する理由はない、となります。
小越先生：そういうことだな。診療報酬なんかで制限
しているのではないんだからな。
ゼン先生：だから余計ややこしくなるんです。厚労省
も結局は、勝手にしなさい、という無責任な結論を出
したことになるでしょうね。
小越先生：よく考えると、大変な結論になったんだ。
ゼン先生：その通りです。まだエンフィットに変更し
ていない大病院が結構あります。その病院は L フィッ
トのままでいくかもしれません。国の方針として変更
しないといけないんだ、と動いていたので、いつかは

↑鎌倉観光の足跡です。とにかく、歩いた、歩いた、歩いた。江ノ電にも乗り
ました。この日の歩数は 45,194。一歩が 70cm とすると 30km 以上です。よく歩
きました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：企業もどうするか、思案中だろうな。

小越先生：国の方策が間違っていた、として L フィットに戻す

ゼン先生：そうですね。エンフィットだけにしたい、そう考えて

のは不可能だろう。

いるはずです。しかし、L フィットを必要とする患者がいるか

ゼン先生：もちろんです。だから、エンフィットを主として、L

ら、そうもいかない。

フィットで管理する症例を限定的にする。企業にはエンフィッ

小越先生：企業は L フィットを生産し続けないといけないこと

トと L フィットの両方を生産してもらう、とせざるをえないん

になるな。

じゃないでしょうか。

ゼン先生：そうなります。

小越先生：逆に混乱を招いてしまったな。

小越先生：オレ達は無責任と言われるかもしれないが、世の中

ゼン先生：本当にそうです。私としては、しばらく静観するしか

の動向を見守るしかないな。

ない、それが私の立場です。いろいろ、調査をして、報告する

ゼン先生：そうですね。そういう流れは流れとして見守るしか

ことにします。

ないんですが、ミキサー食を使っている患者さんにとっては、
よかったね、となります。
小越先生：そうだな。
ゼン先生：エンフィットに変更されてミキサー食の注入をやめ
た患者さんもいるそうです。粘度が低い経腸栄養剤に代えた人
もいるようです。
小越先生：粘度を下げることによって胃食道逆流が増えた患者
もいるんじゃないか？
ゼン先生：いるでしょう。高粘度の半固形経腸栄養剤が入りに
くくなったと企業に問い合わせたら、粘度の低い製品に代えて
ください、と言われた患者さんもいるようです。
小越先生：それは結構重大な問題だ。医学的な問題だ。
ゼン先生：そうですよね。

↑関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の特別講演ウェブセミナーで
す。済生会有田病院院長の瀧藤先生の司会で、いい講演会だった
と思います。私は、背景に栗山先生の著書、私の著書の表紙をプ
リントして見えるようにしていたのですが、見えなかったですよ
ね。

小越先生：そういう問題に対応するには、やはり L フィットを
使う、となるんだろう。
ゼン先生：悩ましいです。
小越先生：しかし、それなりにどうすべきかという結論は出さ
ないといけないんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。L フィットを使う症例をどこまで広げる
かが問題です。今の段階で世の中の流れを読むと、エンフィッ
トを主にせざるをえないと思います。エンフィットでは困る、
不都合な症例に限定して L フィットを使う、そうなるでしょう。
本当に面倒なことになってしまったんですが、こうなってしま
ったからには仕方ないでしょう。

↑エンフィットは紫色に統一される、とのことであったが、トッ
プの製品にはオレンジ色のものもある。神経麻酔領域の NR フィ
ットが黄色なので、が紫色に統一しようとする理由であった。こ
の問題も、また、未解決になるかもしれない。ちなみに、ニプロ
の製品は紫色というより、ラベンダー色だとのことである。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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【今回のまとめ】
1. コロナ、ロシア、ウクライナ、物価高、円安、短い梅雨、雨が降らない、高温・・・いい話題がありませ
ん。長い夏になりそうです。熱中症を始め、健康に留意しましょう。
2. 「脂肪乳剤ナビゲータ」を出版しますので、よろしくお願いします。
3. 経腸栄養ラインの接続部問題。旧規格の L フィットが存続することに決まりました。大部分の施設が新規
格のエンフィットに代わっているので、大きな問題になります。
4. どうしても L フィットでないと不都合が生じる患者さんがいるのだから、この決定は妥当と考えるべきで
しょう。ミキサー食や高粘度半固形経腸栄養剤を使っている患者さん達にとってはこの決定は非常に重要
です。
5. 誤接続防止のため、として導入されたエンフィット。L フィットとエンフィットが混在することになり、
安全管理上、新たな問題となるかもしれません。
6. 現状から判断すると、エンフィットを主とし、L フィットでなければ管理できない症例に限って L フィッ
トを使う、これが妥当な線だと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

9

