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『脂肪乳剤は TPN 輸液と並列に側注投与できるのですが・・・』
日々、振り返って有意義な一日だったのだろうか、と考えたりするの
ですが、最近は疲れて振り返ることすらしない、そんな感じ。それでも
1 日 1 日が過ぎていき、もう 9 月も終わりました。9 月 30 日の第 5 回リ
ーダーズを終えて、やっとこの原稿を書く余裕ができた、そんなところ
です。9 月は何をしていたのだろうか、思い出せない時間がたくさんあ
ります。学術的な仕事をしようとしていますが、調べものをしたり、論
文を書いたりする、その経過は、完成して、活字になって初めて、何か
形になることをした、そんなことになるのでしょう。
「PICC：末梢挿入式中心静脈カテーテル管理の理論と実際」が出版され
ました。もちろん、ずっと以前からのものをまとめたのですが、書こう
という気持ちになって書き始めたのが 3 月頃。出版社に原稿を持ち込ん
で、書籍として販売すると決まったのが 5 月だったように思います。約
半年で 1 冊の本が完成できました。売れ行きは上々とのこと。とにかく
日本には PICC に関する本は 1 冊もなかったのですから。自分ひとりで
書いた本としては 12 冊目です。あと、2 冊、自分の書いた本を出版する
予定です。まだ書くネタはあります。編集した本の数は大したことはな
いのですが、自著が 12 冊ということは、作家ではないので、結構、が
んばった、ということなのではないかな、と思ったり。もちろん、編集
した本も、他の方が書いた原稿をすべてチェックし、本来の編集者とし
ての仕事と責任を果たしています。
と、ここまで書いて、思い出しました。9 月の前半は、日

↑PICC の本を出版しました。前回もこの表紙の写
真を出しましたが、また、出します。やはり、少し
は宣伝させてもらいたいので。日本で初めての PICC
の本です。読みやすいと・・・好評です。

本外科代謝栄養学会誌の原稿、「重症患者における栄養管
理：Supplemental PN の意義」の執筆に時間を使っていたの
です。締切を 3 週間ほど過ぎてしまったのですが、なんとか
完成させることができました。現在の侵襲時の栄養管理に対
して、自分の考えを述べてみたのですが、どういう評価を受
けるのか、楽しみでもあります。前回の「ゼン先生の栄養管
理講座」に、その概要を述べたのですが、納得できる、とい
う声を何人かから、いただきました。

↑日本在宅医療学会の写真です。写真は、特別講演 2「在宅医療
のすばらしさ」を講演された、国立がんセンター名誉総長の垣添
9 月 17・18 日には日本在宅医療学会が東京、京王プラザホ
先生です。奥様を亡くされた時の喪失感についての本が話題とな
テルで開催されました。なんとなく、演題を応募したのです
りました。その時、最後の数日間を家で過ごされたということで、
在宅医療はすばらしい、という内容でした。いい講演でした。し
が、なぜ、応募したのだろうかと、ふと思ったりしました。
かし、在宅医療というのは、家での看取りが目的？そんな感じが
応募演題は「CV ポートに関する全国アンケート調査結果報告」 しましたし、この学会全体が、それを中心として動いているよう
な感じがしました。在宅医療って、家で死ぬためのもの？それだ
でした。一応、この学会の評議員なので、司会も仰せつかっ
けではないと私は思っています。

たのです。私のセッションは「教育、災害医療、その他」で、
私の得意とするというか、栄養管理などとは全く関係ない内容で、会長は私のことを知らないんだな、と思いながら司会
をしました。しかし、台湾の方の英語でのプレゼンは、大変でした。質問もないので、私がいろいろコメントをしながら、
という感じ。はっきりいうと、この学会、栄養管理に関するレベルが低い。低くなってしまいました。もともと、在宅が
ん治療と在宅静脈栄養のレベルアップを目指して設立された学会なのですが、終末期医療、緩和医療、家での看取り、そ
んな感じになってきています。在宅医療の中で栄養管理が軽視されていることは間違いないし、レベルが下がってきてい
ることも間違いありません。在宅医療学会と在宅医学会が合併して在宅連合学会になるのだとのこと。栄養管理について
も、レベルアップを考える学会になってほしいのですが、期待薄かな？家での看取りの学会になるのではないでしょうか。
9 月 19 日には、大阪薬科大学での臨床栄養の講義が始まりました。7 回、90 分の講義を行います。午前中に同じ講義を
2 回、90 分講義です。結構疲れます。でも、静かに聞いてくれています。しかし、反応がない、それはやっぱりさびしい
のです。しかししかし、反応を見ながら講義するのはやめました。自分のペースで、黙々と講義することにしたので、昨
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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年ほど、講義が終了してからの疲れはないように感じていま
す。千里金蘭大学の食物栄養学科での講義も始まりましたが、
こちらは、少々、疲れています。
9 月 22 日からは札幌へ。PEG・在宅医療学会のためです。
今回は、町立長沼病院院長の倉先生が当番会長。研究会から
学会へ移行して初めての学術集会。私は理事です。でも、何
の委員会にも所属していませんので気楽です。編集委員会の
委員でしたが、今年で辞任しました。若い方にがんばっても
らってください、ということで。しかし、機関誌「在宅治療

↑PEG・在宅医療学会の、当番会長の倉先生、理事長の上野先生、
事務局長の西口先生です。

と内視鏡治療」に昨年、投稿した論文が「2017 年度優秀論
文賞」に選ばれました。こんな年寄が論文賞などをもらっては申し訳ないと最初はお断りしたのですが、西口先生に叱ら
れて、いただくことにしました。学会では、朝のシンポジウム「PEG をしてよかった症例とは」で発表することになった
のですが、私のタイトルは「胃瘻に関するアンケート調査結果」で、このシンポジウムとはちょっと違う内容だと思った
のです。一般演題に応募したのですから。それから、大塚製薬工場のランチョンセミナー（講師は栗山先生）の司会もし
ました。これは、とにかく突然のことで、水曜日に倉会長からのメールで、村松先生の代理として依頼されました。学会
の内容としては、倉先生がいろいろ考えて工夫しておられたことがわかりました。正直な気持ちです。翌日は、研究部門
の博さん、藤本さん、そしてランチョンセミナーの講師をされた栗山先生と 4 人で、富良野、夕張へとドライブしました。
土曜日の夜の雨がすごくて、札幌市内も道路が川になるような土砂降りでしたが、翌日は晴れ。まだ花畑には花も残って
いたし、緑もきれいだったし、いいドライブでした。

↑ランチョンセミナーの座長席から撮影したものです。会場の全体と、講師の栗山先
生です。小さい写真ですが、西口先生、上野先生、倉先生、津川先生、目黒先生、中
村先生、今里先生、瀧藤先生、片岡くん、博さん、それに、藤本さんも判別可能です。
ランチョンセミナーの座長が写真を撮るなんて、ということになるとは思います
が・・・。栗山先生の講演は、よかったです。いろいろ質問も出ました。今回の学会
の唯一の講演で、学会の内容のレベルアップに貢献したと思います。

↑幸せの黄色いハンカチ広場です。7 月に行ったばかりなのに、また、行きました。いい天気でしたので、黄色が映えていました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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9 月 30 日は東京、星薬科大学での栄養管理指
導者協議会：リーダーズ、第 5 回。高崎総合医
療センターの小川先生が会長。脂肪乳剤の使用
に関する問題、栄養食事指導料と NST 加算、西
口先生の岡田正メモリアルレクチャー、症例相
談、が主なプログラムでした。いい議論ができ
ました。内容も進行もレベルアップしていると
思います。しかし、参加者数が 200 名に到達せ
ず、ちょっと残念でした。こんなレベルの高い
議論をしているのに、と思いながら、私が代表
理事であることに問題があるのかな、と反省し
たりしながら、でも、このままの体制でがんば
ろうと思います。第 6 回リーダーズ学術集会は
来年の 3 月 17 日と 18 日に鹿児島で開催します。
当番会長の白尾先生と吉田さんががんばって準

↑第 5 回、リーダーズ学術集会です。当番会長の小川先生、本当にご苦労様で
した。いろいろプレッシャーもあったと思いますが、ありがとうございました。
おかげで、レベルの高い学術集会となりました。発表すればおしまい、という
軽い雰囲気は完全になくなり、みんながいい緊張感で議論できるようになって
きました。これからが楽しみです。パネルディスカッション「TPN における脂
肪乳剤使用の現状」です。いい議論ができました。盛り上がりましたね。

備していただいていますので、是非、鹿児島へ
お越しください。ポスターセッションをユニー
クな形で実施することにしました。

↑パネルディスカッション「栄養サポートチーム加算と栄養食事指導料：うち
ではこうしている」です。いい議論ができたと思います。これからは、栄養食
事指導料をいかにうまく使って、栄養に関わる売上を増やし、管理栄養士の地
位を向上させる、これが大事だし、これが可能だということが理解できたと思
います。次回の鹿児島でのリーダーズで、このディスカッションの成果を示し
てくれる施設があるとうれしいですね。

↑第 2 回、岡田正メモリアルレクチャーの、座
長の根津先生、講師の西口先生です。かなりプ
レッシャーを感じながら講演準備をしたという
ことです。終わってから、記念楯授与式では、
ほっとしたのか、和気藹々でした。「栄養、が
ん、そして PEG に魅せられて」がタイトルで、
最初のスライドには「ジュディオングの写真」
を出していたのですが、その意味を理解できた
方は少なかったのでは？クリニコが共催してく
れました。弁当は、ランチボックス。海老カツ
のサンドイッチとチキンのサンドイッチでし
た。海老カツのほうが高かったのです。みなさ
ん、よくわかるのですね。海老カツの方を選ぶ
方のほうが多かったということです。こういう
ランチもいいでしょう？企画していただいた、
クリニコの中島さんに感謝です。

↑企業プレゼンと企業展示です。司会の伊東さん、ご苦労様でした。企業の方
のプレゼンの仕方は、いろいろ勉強になります。時間節約のため、長い挨拶は
不要、「○●社の△▽です」で始め、「展示会場へ確認にきてください」で終
わるようにしてもらいました。プレゼンが終わってからの展示会場は、非常に
にぎわっていました。9 社の方、本当にありがとうございました。それから、
広告にも協力していただいた企業の方、ありがとうございました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ミヤリサン

メディコン

ニュートリー

ジェイエムエス

第４６回

陽進堂

ニプロ

テレフレックス

テルモ

大塚製薬工場
↑ミヤリサンはミヤリサン、ニュートリーは CP-10、陽進堂はジェネリック医薬品、メディコンはパワーポート、テレフレックスはバ
イオパッチ、大塚製薬工場はオラネジン、テルモはアップリード、ニプロは completely closed I-system についてプレゼンしていた
だきました。企業として、展示をして、プレゼンをして、成果があったと思っていただけたでしょうか。今後ともよろしくお願いしま
す。

↑展示会場では。PICC の本（じほう）、Medical
Nutritionist of PEN Leaders（フジメディカル）
の販売もしていただきました。でも、私が予想
したほどは売れなかったな、という感じ。本は
重いからアマゾンで買う？それでもいいです
が・・・せっかく展示しているのだから・・・。

↑リーダーズでは、Medical NutritionistTM の
認定を開始します。会員歴、参加歴（リーダー
ズおよびセミナー）、臨床栄養に対する心意気、
などが条件です。単に、「自分は静脈栄養と経
腸栄養を駆使した栄養管理が実施できる医療者
である」というプライドだけですが。イエロー
バッジが最初のステップで、ブラックバッジま
で上りつめてください。

↑オープンパネルディスカッション：症例相談です。事前のメールでの検討が
盛り上がりすぎたのでは？なんて思いました。ここでの議論に余力を残してお
くべきだったかな、と思いました。むずかしい症例でしたので。しかし、議論
白熱、これは間違いありません。もう少し、突っ込みが厳しくてもよかったか
な？という感じです。上右の田中先生は、この前の、アンケート調査結果の司
会をしていただきました。

↑質問、コメント、議論の方々。一人で何回も立った方や、ダブっている方の写
真は省略しました。みなさん、熱い議論をしておられました。その内容も、レベ
ルアップしていると感じました。みんなで、いい議論ができるよう、がんばりま
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：先生、もう秋になりました。早いですね。

小越先生：また行ったのか。好きだなあ。

小越先生：そうだな。もう秋か。

ゼン先生：何度行ってもいいですね。

ゼン先生：夏の北海道にも行きましたが、今年は秋の北海道に

小越先生：ところで、第 5 回のリーダーズはどうだったんだ？

も行きました。

ゼン先生：内容はレベルアップしていたし、いい議論ができま

小越先生：胃瘻の研究会だろう？

したが、参加者が期待していたより少なくて、ちょっと残念で

ゼン先生：研究会でしたが、学会になったんですよ、今回から。

した。

小越先生：へええ。胃瘻だけで学会として活動できるのか？

小越先生：そうか、参加者数が増えなかったのか。

ゼン先生：PEG・在宅医療学会ということで、在宅も含めて、と

ゼン先生：そうなんです。仕方ありません。私が代表理事だと

いうことなんでしょう。

いうことにひっかかりがある方がいるんだろうと思います。

小越先生：なんか、他人事みたいな雰囲気の発言だな。

小越先生：何？そんなつまらんことが理由になっているのか？

ゼン先生：一応、理事にはなりましたが、PEG の領域にはやる

ゼン先生：私自身は、このリーダーズの活動が軌道に乗れば、

気のある方がたくさんいるので、ちょっと引き気味、というこ

いつでも代表を降りるつもりでいるんです。私のリーダーズで

とです。

はありませんし、リーダーズの活動の目的は、正しい栄養療法

小越先生：なるほど、謙譲の精神だな。

の普及、学術活動の普及ですから。

ゼン先生：でしゃばるのはいやなので。時と場合を考えている

小越先生：そうだな。それでいいと思う。もう、いつでもリタ

つもりです。

イアしていい年齢にもなっているんだからな。しかしな、正し

小越先生：殊勝なことをいうじゃないか。

い活動をしていたら、そのうち賛同者も増えるよ。何が正しい

ゼン先生：実は、2017 年度の優秀論文賞をいただいたんですよ、

のか、わかる人はそんなに少なくないと思うよ。

この PEG・在宅医療学会で。

ゼン先生：そう思いながら、がんばります。

小越先生：やるじゃないか。しかし、謙譲の精神ということな

小越先生：そのリーダーズでの議論の目玉は何だったんだ？

ら、受賞は断るべきなんじゃないか？

ゼン先生：脂肪乳剤の件と、栄養食事指導料と NST 加算をどう

ゼン先生：断ったんですよ。こんな、年寄がもらわなくてもい

使うか、これが二大トピックスだったと思います。

い、若い人にやってあげたらいい、と言ったんですよ。でも、

小越先生：今回は、何について議論するんだ？

西口くんが、満場一致だからもらうべきだ、というので、もら

ゼン先生：今回は、脂肪乳剤の使用に関して議論したいと思っ

ったんです。

ています。

小越先生：まあ、よかったんじゃないか。おめでとうさん、だ

小越先生：脂肪乳剤って「投与しなさい、三大栄養素なんだか

な。

ら」ということで議論なんて必要ないんじゃないか？

ゼン先生：受賞の挨拶では、こんな年寄に論文賞をとられては

ゼン先生：脂肪乳剤の必要性は、今回の参加者は理解してくれ

いけない、若い方にがんばって欲しい、と言いました。

ていると思います。今回、議論になったのは、その理解度が低

小越先生：そうか、それでいいんだよ。

い医師が多いことと、どうやって投与するか、でした。

ゼン先生：北海道観光は、レンタカーを借りて、前回の 7 月と

小越先生：理解度が低い医師が多い？それはどうしようもない

同じように、富良野、夕張へ行きました。

だろう。だって、日本は栄養管理全体に対する関心が低くなっ

小越先生：富良野はもう花も咲いていなかったんじゃないか？

ているんだから。知識レベルも低くなっているということじゃ

ゼン先生：そうなんじゃないかと心配していたんですが、花が

なかったかな？

残っているところもありましてね。ラベンダーの代わりに、紫

ゼン先生：そうですね。それは大問題なんですが。どうしたら

のサルビアが咲いていました。幸せの黄色いハンカチの広場も、

いいのか、正直、わかりません。

また行ったんですが、よかったですよ。

小越先生：弱気な発言だな。
ゼン先生：そうですね。弱気にならざるをえないかもしれませ
ん。

↑9 月なので、花畑には花は咲いていないと思っていました。でも、
こんなにきれいに咲いていました。紫は、ラベンダーではなく、ブル
ーサルビアです。黙っていたら、ラベンダーかと思うでしょう？赤、
黄色、緑、紫、きれいでした。

↑ひまわりも咲いていました。一面、ひまわりでした。9 月も下旬な
のに、ひまわりもたくさん咲いていました。よかった！
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：それはダメだろう。

与してはいけない、ということなんです。両者を混合するよう

ゼン先生：わかっています。だから、栄養管理に興味をもって

な状態にしてはいけない、ということです。

いて、管理レベルや知識レベルが高い医師を一人でも多く育て

小越先生：TPN ラインから投与する時は、それじゃあ、どうや

たいというか、育ってほしいと思っているんです。

っているんだ？

小越先生：そうだな。とにかく、地道にがんばらなくては、だ

ゼン先生：TPN の輸液を止めて、脂肪乳剤だけを投与するんで

な。

す。脂肪乳剤の投与が終わったら TPN 輸液の投与を再開するん

ゼン先生：そうします。脂肪乳剤の投与方法については、側注

です。

をしていいのか、いけないのか、が問題になりました。

小越先生：へええ、そんな面倒なことをしているのか。融通が

小越先生：その問題は、君の論文で解決したんじゃないのか？

きかないというか、なんというか、そんな感じだ。

ゼン先生：解決したと思っていたんですよ、正直なところ。し

ゼン先生：その方法だと、脂肪乳剤を投与する前に、生理食塩

かし、それは甘かったのです。

液で TPN 輸液をフラッシュするんだそうです。

小越先生：何が問題なんだ？

小越先生：そりゃあ面倒だ。投与後にも生理食塩液でフラッシ

ゼン先生：イントラリポスの添付文書の「重要な基本的注意」

ュするんだろう？

に「本剤に他の薬剤を混合しないこと」と書かれているんです。

ゼン先生：そうですね。

側注することは、TPN 輸液と脂肪乳剤を混合することになる、

小越先生：その時に汚染するリスクもあるな。

という解釈なんですよ。

ゼン先生：もちろん、あります。脂肪乳剤は感染しやすいから、

小越先生：側注と混合は違うだろう、明らかに。

しっかり感染対策をしなければいけないということになって

ゼン先生：いやあ、そうではないと解釈する人がいるんです。

いるんですが、逆に、感染のリスクを高めていますよね。

側注だって、血管内に入るまでの時間は混合していることにな

小越先生：本当にそうだ。脂肪乳剤は、代謝速度を考えて、体

る、という解釈です。こう解釈するのは、薬剤師ですね。特に、

重 50kg の患者だったら、4 時間以上かけて投与するんだな。

安全管理上、ということです。

ゼン先生：そういうことです。

小越先生：混合して放置すると、クリーミングという現象が起

小越先生：その 4 時間は TPN 輸液を止めているんだろう？

こるし、粗大粒子の割合が増える、それは君の論文で報告して

ゼン先生：もちろんです。

いるよな。

小越先生：それって、周期的輸液法をやっていることになるな。

ゼン先生：その通りです。しかし、側注の場合は両者が接触す

ゼン先生：そうです。Cyclic TPN です。

る時間が短いから、粒子径には変化がない、という実験結果で

小越先生：それだったら、「TPN 輸液を止める前の 30 分から 1

す。

時間は投与速度を落とす。TPN を再開する時は 30 分から 1 時間、

小越先生生：そのデータではダメなのか？
ゼン先生：ダメなのだそうです。この論文をきちんと読んでい
ただくと、混合した場合と側注した場合の違いも明らかなんで
すけど。そういえば、リーダーズの事前登録をしていただいた
方に「脂肪乳剤を CVC から TPN 輸液と同時に投与しても脂肪粒
子径には変化がない」という論文を知っているか、を聞いたん
です。66.2%が知っていると答えたのですが、論文を読んだ、
という方は 31.6%でした。
小越先生：けっこう多くの方が知っているし、読んでいる、と
いうことなんじゃないか？
ゼン先生：この学術集会に来ている方のレベルは高いので、こ
ういう結果だと思います。
小越先生：なるほど、まあ、そういうことだろう。
ゼン先生：原著論文を読んで自分で考える、という習慣はなく
なってきていますから。
小越先生：仕方ないのか、忙しいから。
ゼン先生：まあそうなんでしょう。
小越先生：それはそれとして、そういう施設ではどうやって脂
肪乳剤を投与しているんだ？末梢ルートからか？
ゼン先生：そうですね。原則的には末梢ルートを新たに作成し
て投与する、という施設もありますね。
小越先生：TPN のラインからは投与してもいいのに、なのか？
ゼン先生：そういう施設では、TPN のラインから投与してはい
けない、ということではなくて、TPN 輸液と一緒に、並列で投

↑北海道でのジンギスカンは、サッポロビール園だけかと思ってい
たのですが、富良野にも素敵な、野性的な、ジンギスカンを食べさ
せてくれるところがありました。どうやって焼けばいいの？本格的
な食べ方も習わなくてはなりませんね。いずれにせよ、うまかった。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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予定投与速度の半分で開始する」という管理方法になっている
んだろうか。それが cyclic TPN を実施する時の大原則だよ、
血糖値を適正に管理するためには。
ゼン先生：そこまで考えていないと思います。そういうことを
ちゃんと理解して、脂肪乳剤投与中は TPN 輸液を止める、とい
うことではないと思います。
小越先生：あぶないな。TPN を急に止めると低血糖になるのは
わかっている。低血糖発作を起こすことはないのか？
ゼン先生：あるはずです。しかし、そういうことは考えていな
いでしょうね。
小越先生：昔はそういう検討もしていただろう？
ゼン先生：大阪大学の板倉丈夫先生が、そのあたりの検討をし
ておられます。TPN を急に止めると低血糖になる、というデー
タを論文として報告しておられます。
小越先生：そうだろう。それが当然の現象だ。
ゼン先生：しかし、板倉先生の論文では「TPN 中止後、血糖値
は急激に低下し、インスリン値も平行して急激に低下した。最
低血糖値は 24～80mg/dL であった。最低血糖値に至る時間は 20
～120 分と、症例によりばらついた」と報告されています。安
定した 18 例の TPN 症例で検討していますが、臨床的な低血糖
症状は示さなかった、ということでした。
小越先生：しかし、血糖値が 24mg/dL まで低下すると、条件に
よっては症状も出現する可能性があると思うぞ。
ゼン先生：確かに、私もそう思います。
小越先生：そういうことを考えずに、混合してはいけないから
というだけの理由で TPN を止めて脂肪乳剤を投与するという方
法は、危険だと思うな、オレは。

↑大阪大学第一外科、私の先輩、板倉丈夫先生の論文です。「TPN
を中止した時、血糖値はいずれの症例においても低下し、24～
80mg/dL を示した。ただし、低血糖症状は示さなかった。」という
内容です。しかし、だから TPN を急に止めても問題ないのだ、とい
う解釈はおかしい。条件によっては低血糖症状が出現するはずだと
考えておくべきです。もう 35 年前の論文ですが、重要なデータが示
されています。

ゼン先生：私もそう思っています。それから、私の実験は、TPN
輸液に TPN 用総合ビタミン剤と微量元素製剤だけが入った輸液
組成なんです。いわゆる標準的 TPN 組成の場合です。そこが問
題になっているんですよ。
小越先生：なに？そうか、わかったぞ。標準的というか、基本
的 TPN 組成の場合は、脂肪乳剤を側注しても粒子径は変わらな
いということを証明した。とりあえず、たった一つだけど論文
がある。しかし、たとえば、基本組成以外の薬剤を混合してい
る場合には、脂肪乳剤を側注しても粒子径が変わらないという
データはないんだから、脂肪乳剤を側注の形で TPN 輸液と並列
で投与してはいけない、というんだろう？
ゼン先生：そうなんですよ。それは、イントラリポスを販売し
ている O 社のスタンスでもあるようです。
小越先生：スタンス？
ゼン先生：TPN 輸液に脂肪乳剤を側注してもいいのか？という
問い合わせが来たら、基本組成の場合は問題は起こらないと思
われますが、他の薬剤が混合されている場合には、脂肪乳剤を
側注の形で安全に並列投与できるという保証はないから、やら
ないでください、と答えているようです。
小越先生：O 社って、脂肪乳剤を使わせたくないのか？
ゼン先生：どうなんでしょう。それに、日本在宅医療学会が監
修している、O 社発行の「静注用脂肪乳剤ご使用の手引き」が
出ています。そこでも「脂肪乳剤は単独で投与するのが基本で
す」「やむを得ず持続投与中の栄養輸液の側管から同時に投与

↑Annals of Surgery には、TPN を急に止めると急速に有症状の低血
糖になったことが報告されています。インスリンの反応が遅れること
による、というメカニズムが考えられています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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することもあります。他の注射剤を脂肪乳剤に混ぜないこと」

ポジティブな考え方はしてくれないんですか。そこが言いたい、

と記載されています。ついでにいうと、「投与前に温めてもよ

私は。いい栄養管理、有効な栄養管理をしようとがんばってい

いのでしょうか？」という質問に対して「温めてもかまいませ

る連中が、みんな、困っているんです。本当に困っているんで

ん」と答えているんですよ。脂肪乳剤を温めて投与しますか？

す。仕方ないですませていいんでしょうか。

小越先生：それはおかしいだろう。しかし、そんなマニュアル

小越先生：なるほど。そういう考え方も大事だな。

というか、使用説明書を新たに出しているのか。

ゼン先生：私がやった実験で、側注の形で、脂肪乳剤と TPN 輸

ゼン先生：そうですね。新たに、です。それから、日本在宅医

液を同時投与をしている施設は増えてきたと思います。でも、

療学会のホームページには「【注意喚起】在宅医療における脂

添付文書には混合してはいけないと書いているから、と言う薬

肪乳剤使用についてのお願い」として「原則単独投与とする（他

剤師などがいる施設では、脂肪乳剤を投与して、もっといい栄

の輸液を投与していない時間に脂肪乳剤を投与する）」
「主ルー

養管理をしようと思ってもできないで困っているんです。どう

トの輸液は、治療薬は混合せず電解質製剤や栄養輸液のみとす

いう薬剤まで、TPN 輸液に混合した状態で脂肪乳剤を並列投与

る」と掲載されています。

できるのか、そういうデータを出せるのは、イントラリポスを

小越先生：安全に投与するための方策として、そう言わざるを

販売している O 社しかないはずです。他の企業がこういう検討

えないのだろうかねえ。企業としての守りの体制だろうな。

をしてくれるはずはありません。

ゼン先生：しかし、今回のリーダーズの議論を考えると、ちょ

小越先生：間違いないよ。

っとばかり矛盾しているとも思うんですよ。

ゼン先生：それから現状を考えると、脂肪乳剤そのものが主な

小越先生：どこが矛盾なんだ？

成分である鎮静剤のプロポフォールという薬剤の場合、添付文

ゼン先生：こういう記載や注意喚起をすると、ただでさえ脂肪

書に「投与前に本剤を他の薬剤と混合しないこと」とは記載さ

乳剤は投与したくない、しなくてもいい、と思っている人たち

れていますが、誰も、側注してはいけないと思っていません。

が、やっぱり、と思うはずです。

実際、いろんな薬剤と同時に投与しています。もちろん、混合

小越先生：それはそうだな。

しているのではありませんが。

ゼン先生：われわれは、もっと「いい栄養管理」をしたいんで

小越先生：なるほど。いろんな薬剤を投与しているプロポフォ

すよ。三大栄養素のバランスがとれた輸液組成にして、もっと

ールの場合には側注してはいけない、なんていう議論が起こら

有効な栄養管理がしたいんです。そのためには、脂肪乳剤を投

ないのに、なぜ、イントラリポスの場合はそういう議論になる

与しやすい管理方法にしないといけないんです。

のだ、と言いたいんだ。

小越先生：わかる。その通りだ。

ゼン先生：プロポフォールを販売している株式会社 F のホーム

ゼン先生：でしょう？でも、こういう理由があるので TPN 輸液

ページには、「他剤との配合変化試験」の結果が示されていま

との並列投与はできません。それなら、面倒だから、もう脂肪

す。30 分後、1 時間後、3 時間後、6 時間後の粒子径の変化も

乳剤は投与しなくてもいい、ということになってしまうんです。

掲載されています。

小越先生：それは仕方ないだろう。

小越先生：それはすごいな。

ゼン先生：仕方ないんですか？これでは、栄養管理のレベルは

ゼン先生：製薬会社としては当然のことなんじゃないですか？

上がりませんよ。

投与方法について電話で問い合わせをしてみたんですが、5%グ

小越先生：それじゃあ、君は、どうするべきだと思っているん

ルコース以外とは混合しない、という注意はしていますが、ふ

だ？

つうに三方活栓などをつけている場合、そこからの並列投与は

ゼン先生：いろいろ、配合禁忌というか、混注してはいけない

かまわない、という説明をしているということです。短時間だ

薬剤って、その薬剤を販売している会社が、いろいろ調べて報

から、粒子径には変化がない、という考え方で、私の実験結果

告しています。そういうデータを、きちんと検討して、O 社が

とも合致しています。

が示すべきだと思います。

小越先生：そういう結果を示してくれると、安心して投与でき

小越先生：なるほど。いろいろな薬剤は、そうやって検討して

るな。やっぱり、O 社にそういう情報を提供してもらわないと

いるな。

ダメだな。

ゼン先生：それに、添付文書で「他の薬剤と混合しないこと」

ゼン先生：そうです。逆に、プロポフォールを販売している M

という注意書きは、もう 30 年以上前のものです。注意書きを

製薬がエルネオパやビーフリードとの配合試験をしています

変更するのは非常にむずかしい、ということです。仕方ない、

よ。

ということなんでしょうね。

小越先生：そういうデータがあるのか。

小越先生：仕方ない、か。

ゼン先生：あります。なんか、逆ですよね。O 社がこういうデ

ゼン先生：さらに、ですよ。脂肪乳剤って、かつては 3 種類以

ータを出すべきですよ。

上販売されていたのに、今は、1 種類だけ、イントラリポスだ

小越先生：本当にそうだ。しかし、TPN 輸液と脂肪乳剤を混合

けです。しかも、販売している会社は O 社だけなんですよ。そ

してはいけない、を主張する薬剤師達は、そういう情報も見て

の企業が、安全に投与するための対策を講じないで、どうする

いないんだろうな。

んですか。問題が起こらないように、ネガティブなキャンペー

ゼン先生：要するに、脂肪乳剤を投与したくない、だから、
「投

ンだけでいいんですか。いい栄養管理をするためには、という

与しない理由」を探しているんですよ。しかし、これから、ど
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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うすればいいのでしょうか。適正な、より有効な栄養管理を実

肪乳剤を並列投与できるのかを調べることでしょうね。もう一

施するためには、もっと脂肪乳剤を使う必要があると思います。

つは、余計な金がかかることになりますが、1.2μm のフィルタ

小越先生： そういえば、O 社はミキシッドという、糖、アミノ

ーを使う、ということになりますね。

酸、脂肪乳剤が入った、3-in-1 製剤を発売しているだろう？

小越先生：そこまでしなくても、実際に、プロポフォールとい

ゼン先生：あまり使われていないようです。非常に優れた製剤

う脂肪乳剤はふつうに使われているんだけどな・・・。

で、私は、講演のたびに推奨しています。
小越先生：ミキシッドも苦戦しているのか。要するに、脂肪の
必要性とか、栄養管理としての意義とか、そういうことが問題
なのではないんだな。使いやすさ、面倒ではない、そういうこ
とが大事なんじゃないか？
ゼン先生：その通りだと思います。ミキシッドは、ビタミン、
微量元素、ナトリウム、カリウム、これ以外は混注してはいけ
ないので、使いにくいということです。
小越先生：しかし、脂肪乳剤を 24 時間かけて安全に投与でき
る、という意味では本当に優れた製剤なんだけどな。
ゼン先生：そうなんですよ。もったいないと思います。しかし、
よく考えると、TPN 輸液に脂肪乳剤を側注投与する方法は非常
に楽なんですけどね。
小越先生：そうだよな。なぜ、ここまで頑なに並列投与を拒否
する施設があるんだろうな。
ゼン先生：リスクマネジメントですよ。何か問題が起こった時
に、添付文書に従っていないと大問題になる、ということなん
でしょう。
小越先生：それなら、最終的には、添付文書を改訂しないとい
けないのか？
ゼン先生：そういうことになるかもしれません。しかし、有効
な栄養管理をするにはどうすればいいのか、を考えるべきで、

↑この論文、TPN 輸液ラインに脂肪乳剤を側注しても粒子径には変化がな
いから、TPN 輸液と並列で投与してもよい、ということを証明する目的で
実験しました。しかし、振り返って考えると、混注した場合には、時間経
過とともに粗大粒子の割合が増えて、クリーミングという現象が観察され
たことを確認しています。この実験結果は、明らかに「混注することと、
側注することは違う」を示しているのです。「混注はダメ、でも、側注は
問題ない」という比較の実験でもあるのです。そういうことも考えていた
だきたいのです。

ひとつは、どういう薬剤なら TPN 輸液に混合した状態でも、脂

【今回のまとめ】
1. 9 月 30 日の第 5 回栄養管理指導者協議会（リーダーズ）学術集会（星薬科大学、小川哲史会長）
が無事終了しました。非常にレベルの高い、いい議論ができるようになってきています。
2. 予定よりも参加者数は少なかったのですが、地道に、今の活動を続けることにします。Medical
Nutritionist の認定も開始することになりました。
3. 脂肪乳剤は、三大栄養素のバランスを考えると、もっともっと使用するべきです。TPN 輸液と
並列で投与することの安全性については、論文で示しています。
4. 根本的に、脂肪乳剤の添付文書の改訂、どの薬剤まで TPN 輸液に混注していても、粒子径が変
わらない状態で脂肪乳剤を並列投与できるのか、についての対応が必要ですね。
5. 第 6 回のリーダーズは、2018 年 3 月 17 日、18 日に鹿児島で開催します。ポスターセッション
もユニークな形で開催しますので、ご参加ください。
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