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『適正な栄養管理を実施するためには，
適正な静脈栄養が実施できるようにならなくては！』
2021 年 7 月に東京オリンピック 2020 が開催された，こ
れは歴史の 1 ページ。2020 は「ニーゼロ・ニーゼロ」です。
「ニー」は日本語で「ゼロ」は英語。「ニーレイ・ニーレ
イ」のほうが正しい日本語？「もはやゼロは日本語」だか
らこれでいいのでしょうか。と，くだらない話題から入っ
てしまいましたが，オリンピックが終わった時のコロナ陽
性者数を心配しています。7 月 28 日には東京のコロナ陽性
者は 3500 人を超え，全国で 9000 人を超えました（7 月 29
日には全国で 10,000 人を超えた）
。東京の緊急事態宣言は
無意味です。この状況でオリンピックは中止しないのかと
聞かれた菅首相，
「人流は減少している。心配はない。」と
の発言。「こんなに選手が活躍しているんです。ここで中
止なんてできません。日本中で，コロナ陽性者数が減るよ
う，一人ひとりが努力してください。そうしないとコロナ
は収束しません。」と，前向きに呼びかけることはできな
いのでしょうか。責められる，それに対して言い訳をする，
その繰り返ししかできない，非常に残念です。これから緊
急事態宣言地域が広がりますが，この政策が機能していな
いことは証明済。政府はこれしかできないのだから，国民
一人ひとり，自分で対応するしかない！オリンピックの選

↑愛媛土産の多種類の母恵夢です。東宝塚さとう病院の外来スタ
ッフにお土産として買っていったんですが，こんな感じで写真を
撮ってくれました。その後，分けて，いろいろな味を賞味してい
ただいたようです。本当に母恵夢には，いろいろな味のものが販
売されています。

手達はがんばっていますが・・・。
7 月の最初の土日は，昨年亡くなった母の一周忌のため
に帰省。コロナのため，親戚も呼ばずに執り行いました。
帰省時の話題は，何度も取り上げていますが，愛媛のお土
産の定番，母恵夢の種類が豊富であったことでしょうか。
東宝塚さとう病院の外来の方々が，写真のように並べて分
けて楽しんでいました。
7 月の話題の一つは 7 月 21 日，22 日に神戸で開催され
た第 36 回日本臨床栄養代謝学会学術集会。21 日は会場の
神戸ポートピアホテルへ行きました。実は，私の仲間，661
人に対して JSPEN に参加しますか？と聞いてみました（回
収率は 65.1%）。参加しないが 43.3%，オンライン参加が
41.6%，会場へ行くが 12.3%でした。参加しないが一番多か

↑これだけ母恵夢の宣伝をしたら，愛媛県から感謝状をもらわな
くては。販売しているのは母恵夢本舗です。これ以外に，苺，宇
治抹茶，桃，秋栗，チョコレート，林檎，愛媛のみかん，せとか，
春の桜，桜ぽえむ，ショコラ，アーモンドポエムがあります。こ
れからもいろいろな種類が販売されるでしょうね。実は，私，食
べたことがあるのは右下の生母恵夢だけなのです。

ったのは気になりましたが，こんなご時世だから仕方ない
かも。会場に行ったのは約 800 人だったそうで，ハイブリッド開催でしたが，学会場はそれなりに人が集まって学会らし
くなっていたように感じました。
17 日は第 4 回 Medical Nutritionist Web 講演会。東宝塚さとう病院の吉川正人先生に「IP エコーを用いた動脈ライン
造設」
，福井県立病院の栗山先生に「栄養スクリーニングと栄養評価（S-NUST）
」を講演していただきました。非常に有意
義な講演でした。私の講演は「脂肪乳剤の感染管理と栄養管理」でした。約 200 人の申し込みでしたが，その日の視聴者
は 60 人ほど。忙しいのでオンデマンドで視聴する人が多いのでしょう。でも，アンケート調査もやりながらのウェブ講演
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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なので，その日に視聴して欲しい。一緒に勉強すると感じ
て欲しい，一体感を感じて欲しいのでアンケート調査をし
ているのです。この日はリーダーズの日，特別な日，と思
って都合を付けて視聴して欲しいのです。調査結果は興味
深いので，数も欲しいのです。結果は機関誌に掲載します。
27 日は武田薬品工業の全国 Web セミナー。「短腸症候群
の栄養管理－長期静脈栄養，CV ポート管理のコツ－」と題
して講演しました。武田薬品工業がこんなタイトルの講演
会を開催してくれるのは非常にうれしい。短腸症候群の治
療薬，レベスティブ（テデュグルチド）を発売するので，
HPN が重要になるのです。これをきっかけとして，静脈栄
養の適正な普及のために協力していただくと本当にうれ

↑7 月 17 日の第 4 回 Medical Nutritionist Web 講演会です。栗
山先生は福井県の方針として大阪へ来ることはできないので，写
真はありません。吉川先生の講演，栗山先生の講演，本当に勉強
になる内容でした。オンデマンドで視聴できますので，繰り返し
て勉強してください。私の講演は，大塚製薬工場との共催。オン
デマンドの場合は社内規定が非常に厳しいのです。今回はスポン
サーとして無理にお願いしたのです。その規定をクリアするのが
大変でした。本当，大変でした。

しい。この Web セミナーは 8 月 17 日と 9 月 6 日にもやら
せていただきます。内容については思案中です。
千里金蘭大学と星薬科大学での前期講義が終了。星薬科
大学はすべてビデオ講義だったので，学生さん達の顔を見
ずに試験まで終わってしまいました。試験の成績は非常に
よくて，さすが，星薬科大学の学生さん。千里金蘭大学は
9 回（15 回のうち）対面講義をやりました。結構静かに聞
いてくれました。講義の最初に，「鉛筆の持ち方は正しい
ですか？」「箸の持ち方は正しいですか？」「コロナが収束
したら何をしたいですか？」「旅行はどこへ行きたいです
か？」などのアンケートをとったのですが，熱心に記載し
てくれました。非常に興味深い結果が得られました。前期
試験も終了。試験問題の最後の部分に講義の感想も書いて
もらったのですが，うれしい記載もありました。臨床栄養
学に目覚めたという学生さんもいました。

↑この三冊の本は，今回も紹介させていただきます。出版してい
ることを知ってもらう必要がありますから。第 4 回のウェブ講演
会のアンケートで〔漢字「栄養」のルーツをたどって〕と〔静脈
経腸栄養ナビゲータ〕についてのアンケート調査を実施させてい
ただきました。質問の「まだ購入していない」と「購入する予定」
はよく考えると同じ意味になりますね。リーダーズのウェブ講演
会での調査だから，こんな結果になっているのでしょう。購入し
て読んで，勉強して，ください，よろしくお願いします。〔漢字
「栄養」
〕の本は，
「購入する予定はない」と答えた方も 2 人いま
した。すみません，おしつけがましいアンケート調査をしてしま
いました。〔ゼン先生の栄養管理講座Ⅱ〕はほとんど売れていな
いんだろうなあ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：1 年遅れのオリンピック開催中です。東京オリンピッ

に開会式の作曲者や演出責任者が辞任，解任されたり，問題だ

クニーゼロニーゼロです。2021 年なのにニーゼロニーゼロです。

らけでした。

小越先生：そんなこと，どうでもいいだろう。それより日本人

小越先生：中身は？

選手の活躍に，思い切り応援したり喜んだりできない部分があ

ゼン先生：私は否定的な感想なんですが，いろいろです，受け止

るそうじゃないか。そっちのほうがはるかに大事だ。

め方は。

ゼン先生：そうですね。その通りです。残念ですが，このコロナ

小越先生：聖火台に点火したのはテニスの大坂なおみさんだっ

禍にオリンピックを開催するなんて，という意見があるからで

たんだな。

す。

ゼン先生：そうです。彼女はハーフだから，多様性の象徴になる

小越先生：そういう意見もあるな，あって当然だ。
ゼン先生：コロナ陽性者が激増中ですからね。7 月 29 日には全
国で 1 万人を超えました。
小越先生：しかし，オリンピック開催とコロナ陽性者数の急な
増加とは関係ないだろう？
ゼン先生：そう判断するべきだと思います。東京には緊急事態
宣言が出ていますが，それがどうした，という雰囲気です。緊
急事態宣言を出しても，陽性者数は急増していますから，効果
はないと言わざるを得ません。
小越先生：危機感がないから陽性者数が増えているんだろう。
罹っても風邪程度と思っている人が結構いるらしいな。それじ
ゃあ減らないな。
ゼン先生：自分が罹患することが周りに迷惑をかけることにな
るって考えないんでしょうね。自粛！自粛？がまんも限界！と

↑7 月 21 日の朝です。JSPEN が開催された神戸へ向かいます。朝
の早い時間ですが，阪急電車はかなり混雑していました。阪急電
車に乗ったのは，2 年ぶりくらいでした。2 年前よりは乗客は少な
かったように思いました。

叫んでいるようです。
小越先生：でも，そんな人たちばかりじゃないだろう？
ゼン先生：もちろんです。ちゃんと対応している人のほうが多
いはずです。
小越先生：しかし，そうじゃない不届き者がいるからダメなん
だな。
ゼン先生：そうですね。政府はワクチンが最後の砦と考えてい

↑神戸，三宮の駅前です。本当に久しぶりの神戸でした。7 時半頃
の写真です。ここで，伊能忠敬展に行こうかな？と思ったのです。

るようですが，ワクチンの供給の問題も解決していませんから。
小越先生：一人ひとりの自覚，個人的な感染予防策を徹底する
しかないんじゃないか？それ以外に減らせる方法はないだろう。
ゼン先生：私もそう思います。オリンピックを中止すべきだと
いう意見もありますが・・・。
小越先生：とにかく，コロナに対する危機感の欠如だよ。いろ
いろな意見があるから，専門家以外は余計なことは言わないほ
うがいいけどな。
ゼン先生：そうですね。
小越先生：ところで，オリンピックの開会式は見たのか？
ゼン先生：見ました。いろいろな評価があります。しかも，直前

↑三宮からポートアイランドへのポートライナーの駅です。かな
り混雑していました。このくらいの時刻なら空いているのではな
いかと思って早出したのですが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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んでしょうが，私は，池江璃花子さんのほうがよかったんじゃ

たのは何人くらいだったんだ？

ないかと思いました。開会式の 1 年前の東京オリンピック延期

ゼン先生：全部の参加者数は 8000 人くらいで，会場には 1 割く

のセレモニーで挨拶したのは池江さんですから。冗談っぽいん

らいの人が参加したそうです。

ですが，大リーガーの大谷翔平くんにしたら盛り上がったんじ

小越先生：1 割というと 800 人か。結構な数じゃないか。

ゃないでしょうか。

ゼン先生：そうですね。狭い会場はそれなりに学会らしい雰囲

小越先生：なるほど。そういう発想もあるな。

気でした。

ゼン先生：いろいろパフォーマンスもあったんですが，私には

小越先生：学会としてはどうだったんだ？

受け入れられませんでした。面白くなかった，これが感想です。

ゼン先生：それなり，でした。

小越先生：入場行進は感動的だったんじゃないか？

小越先生：わけがわからん感想だな。

ゼン先生：全然。勝手に歩いていたんです。あのスタイルって，

ゼン先生：理事長講演，会長講演，特別講演 01，学術セミナー

閉会式用だと思いました。

01，シンポジウム 04 を拝聴しただけですから，感想と言われて

小越先生：開会式の入場行進って，整然と並んで歩くんじゃな

も・・・。

いのか？

小越先生：わかった，わかった。正直な感想を言うと，いろい

ゼン先生：それは古い考えなんでしょう。入場行進の音楽も，私

ろ問題があると思っているんだな。

は知らなかったんですが，ゲームのテーマ曲だったそうです。

ゼン先生：まあ，そうです。

小越先生：へええ。それなら，君には全く理解できなかったな。

小越先生：しかし，何かは発言しないと，今回のオレとの会話

ゼン先生：はい。全然，まったく，でした。

のネタがないだろう。

小越先生：聖火ランナーとして長嶋茂雄が出たんだってな。

ゼン先生：わかってます。まず，感染対策は徹底的に実施されて

ゼン先生：国民栄誉賞を受賞しているからでしょう。しかし，脳

いたと思います。

梗塞後で，歩くのがやっとの状態。松井秀喜がサポートしてい
ました。私は車いすに乗せてあげるべきだと思いました。
小越先生：長嶋は自分の足で歩きたかったんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。とにかく，長い長い開会式でし
た。1964 年の東京オリンピックのように，スカッとした開会式
であってほしかった，そう思いました。
小越先生：そうか。まあ，開会式のことは忘れて，選手たちを
応援しなさい。いろいろ意見があっても，開催してしまったん
だ。選手達もいろいろ考えているだろう。選手達には責任はな
い。がんばっているんだから，素直な気持ちで応援したらいい
と思う。
ゼン先生：そうですね。私もそう思っています。
小越先生：ところで JSPEN が開催されたんだってな。
ゼン先生：はい，神戸で。
小越先生：千葉大学第二外科出身の鍋谷くんが会長なのに，な
ぜ，神戸なんだよ。千葉の幕張で開催すべきだ。
ゼン先生：私もそう思いますが，いろいろ事情があるのでしょ
う。会長講演では小越先生の弟子だ，教えを守って頑張ってい
る，と言っていました。
小越先生：そうか。千葉大二外の後輩だよ。まあいろいろ考え
ているんだろう。ハイブリッド開催だったけど，会場に参加し

↑学会は 8 時半から始まると思っていたのですが，9 時から。い
くらなんでも早く着きすぎるので，ポートライナーの途中の駅で
降りて神戸の写真撮影。時間つぶし。久しぶりのいい景色でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：それは当然だ。体温測定，健康状態のチェック，手

小越先生：ああ，あれか。言いたいことはわかる。

洗い，だろう？

ゼン先生：覚えておられるんですか？

ゼン先生：それぞれの会場の出入りの時，参加証のチェックが

小越先生：もちろん。もう何年前になるかなあ。淡路島で開催

ありました。

された外科代謝栄養学会の時のことだ。ジェフで連載していた

小越先生：いちいち？

「みんなの栄養管理講座」に「評議員会で前に並んだ外科代謝

ゼン先生：そうです。感染者が出た場合の対応だそうです。

栄養学会の理事の雰囲気が暗かった」と書いて，岡田先生から

小越先生：なるほど。

ジェフの石渡くんにクレームが入った，あれだろう？

ゼン先生：学会運営には相当お金がかかったと思います。赤字

ゼン先生：そうです。それに対して，先生は，「悪い奴だ，ハハ

経営になったのではないでしょうか。

ハ」だけでしたが。今回も，正直な感想を述べたら，JSPEN か

小越先生：大丈夫だよ。JSPEN はリッチだから。

らクレームが入るかもしれません。

ゼン先生：いずれにせよ，会場の収容能力に対して参加者が少

小越先生：そんなことはないだろう。

なかったので，席はガラガラ，三密は避けられたはずです。
小越先生：それはそうだろう。
ゼン先生：私も途中で退席しましたし。
小越先生：せっかく学術集会のために神戸まで行ったのに，途
中で退席？それはないだろう。
ゼン先生：オンデマンドで視聴できるので，ずっと会場にいる
必要はなかったんです。それより，神戸市立博物館で伊能忠敬
展をやっていたので，せっかく神戸まで来たのだから，とそっ
ちへ行きました。

↑JSPEN 会場の神戸ポートピアホテルの入口。体温測定，手指消
毒，きちんと対応されていました。当然ですね。

小越先生：それは不真面目だ。
ゼン先生：そんなことはありません。オンデマンドですから。後
でちゃんと視聴して勉強するつもりです。
小越先生：ふううん，視聴して勉強するつもり？
ゼン先生：ちゃんと勉強します。8 月 31 日まで視聴できるので。
小越先生：まあ，そうすると信じよう。ところで，君が参加し
たシンポジウムはどうだったんだ？
ゼン先生：「静脈栄養のこれまで・今・これから」のセッション
は拝聴しましたが，参加はしていません。

↑会場入口で体温測定すると「検温 OK」のシールをもらいます。
これを参加証に貼るんです。右下の QR コードは，会場内に入るた
びにチェックすることになっていました。右は，ランチョンセミ
ナーの案内です。「黙食」黙って食べなさい，です。そういえば，
子供の頃，口の中に物が入っている時はしゃべるな，と躾られま
したよね。

小越先生：拝聴したが参加はしていない・・・なるほど。参加
はしていない，なんとなくわかる。しかし，オンラインで視聴
している人も，参加はしていない，となるな。
ゼン先生：拝聴，視聴しているが，参加はしていない。学術集会
への出席？参加？そこに大事な意義があるように思います。
小越先生：まあいい。その議論はまたの機会にしよう。とにか
く，その静脈栄養のセッションはどうだったんだ？
ゼン先生：正直に言っていいんですか？
小越先生：もちろん。
ゼン先生：あまり正直に言うと，あとで問題になることがあり
ますからね。

↑神戸ポートピアホテルの第一会場です。座席と座席の間にはス
ペース。左の写真が，QR コードをスキャンする器械です。会場に
入る時だけでなく，出る時もスキャンしなければならないのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：そうですか？まあ，正直な感想ですからね。

与法をすることはほぼありません。拝聴して，へええ，なるほ

小越先生：それならいいんじゃないか？

ど，とは思えませんでした。

ゼン先生：正直にいうと，なんか，座長のコメントが，静脈栄養

小越先生：その次は？

はダメ，みたいな印象でしたから，気合が入らなかったんです。

ゼン先生：たくさん CV ポートを入れています，という話でし

最初の講演は入山先生で，脂肪乳剤の話でした。

た。大事なことは，適応とか管理方法なんですが，そこへの言

小越先生：君は内容もよく知っているから感動はしなかったか

及はありませんでした。栄養管理の話はなかったかな？最後は

もしれないが，聞いた事がない人にとっては，レジェンドの入

深柄先生の「これからの外科周術期に静脈栄養はいらなくなる

山先生の話は意義深いものだったんじゃないか？

のか？」でした。

ゼン先生：そうかもしれません。でも，ビデオ講演だったので，

小越先生：それは面白かったんじゃなか？

入山先生の意気込みは伝わりにくかったんじゃないかと思いま

ゼン先生：深柄先生が学術セミナーの内容と一緒だから，と言

した。

っていました。学術セミナーは拝聴したし，ビデオ講演だった

小越先生：なるほど。次の講演は？

ので，失礼して伊能忠敬展へ行きました。神戸市立博物館には

ゼン先生：診療看護師の PICC の話でした。

17 時までに入らないといけなかったんです。それに，深柄先生

小越先生：ごくごくありふれた話だったんだな，君にとっては。

は会場にいるのに，ビデオ講演でした。

ゼン先生：そうですね。ここで取り上げる必要がある内容とは

小越先生：なぜ？ライブで講演できるのに？

思えませんでした。

ゼン先生：そうです。理解不能でした。とにかく，あのシンポジ

小越先生：その次は？

ウムで，やっぱり静脈栄養は大事なんだ，きちんと実施しなく

ゼン先生：薬剤師の講演で，タイトルは「安全な静脈栄養のため

ては，とは思えなかった。シンポジウムとして取り上げて，会

の輸液・投与法」。でも，TPN と脂肪乳剤投与中に抗菌薬を投
与したらどうなるか？配合変化の内容が主でしたし，そんな投

↑会長講演の鍋谷先生と座長の坂本先生。千葉大学第二外科の先
輩・後輩。講演内容は自分史的で，非常に興味深い内容でした。
↑上は第一会場。下は，たぶん，第 3 会場。ガラガラなのは当然
ですが，逆に考えると，楽に発表や講演を聞くことができました。

↑静脈栄養のセッションです。座長は山中先生。もうひとりはウ
ェブで座長。発表は全員，ビデオ収録したものでした。盛り上がら
ないのは当然ですね。

↑左は，コロナ関係のシンポジウムの座長，西口くんと朝倉くん。
わざわざ写真を撮りに行きました。右は，富山から 5 時間かけて
車で来られた宮崎くんです。宮崎くんは，2015 年に私が会長だっ
た第 30 回 JSPEN の学会バッグを持ってきてくれていました。あれ
から 6 年になるのに，大事に使ってくれてありがとう。あの時の
学術集会とは雰囲気も全然違います。コロナのせいだけではない
のは明らかです。まあ，私はもう退会していますので何も言えま
せんけど，ちょっと，残念だと思っています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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員を啓発することはできなかった，それが私の感想です。

真を出そうとしたらそれにもチェックが入って「人物画像や写

小越先生：きつい表現だぞ。

真等の使用については演者の先生ご自身のご判断でご使用を検

ゼン先生：でも，何人か，私と同じように感じたという声を聴き

討ください」とのコメントがありました。

ました。このくらいちゃんと評価しないと，静脈栄養はダメ，

小越先生：へええ。そしたら，オレの写真を出す時はどうする

となってしまいます。そんな危機感を持ちました。

んだ？

小越先生：そうか。オレもオンデマンドで視聴して，君の評価

ゼン先生：先生の御家族の許可を得ないといけないんじゃない

が正しいかを確認しよう。深柄くんの学術セミナーの講演も聞

でしょうか。

いてみたい。

小越先生：困ったもんだな。その規定を作った元凶は厚労省な

ゼン先生：深柄先生の講演は，共催企業が大塚製薬工場なので，
オンデマンドはありません。
小越先生：ええ！ないのか？なぜ？
ゼン先生：オンデマンドはリスクが多すぎるんです。
小越先生：講演なのにリスク？わからん。
ゼン先生：医療用医薬品製造販売業公正取引協議会が定める公
正競争規約及び運用基準，日本製薬工業協会の医療用医薬品プ
ロモーションコード，医療用医薬品の販売情報提供活動に関す
るガイドライン等および各社の社内規定に従った医療用医薬品
の適正使用，これに照らし合わせた内容にしなければならない
からです。
小越先生：まだ，よくわからん。
ゼン先生：講演の内容として，添付文書以外の使い方になって
いないか？他社製品の誹謗・中傷になっていないか？製品の有

↑学会を途中で抜け出して，神戸市立博物館へ。伊能忠敬展が開
催されていたのです。55 歳を超えてから日本中を歩き回って詳細
な地図を作製した，すごい人です。本当は千葉県香取市の記念館
へ行きたいのです。

効性などを誇張していないか？などの規制がすごいんです。発
表前のスライドチェックも厳しくて，訂正や削除されるんです。
この文言はこう変更しなさい，この部分は削りなさい，ここを
強調してはいけない，なんですよ。
小越先生：なんだって？講演前に企業にスライドをチェックさ
れる？それはひどいなあ。
ゼン先生：でしょう？ここんとこ，ずっとこういう理由で気持
ちよく講演できなくなっています。

↑神戸市立博物館の入場料。シルバーが 700 円。私はシルバーで
す，やった！と思ったのですが，対象は神戸市在住でなくてはな
りません。兵庫県人でもダメ？一般の 1400 円で入館しました。神
戸市，せこいぞ！こんなことを言っている私のほうがせこい？

小越先生：オレなら怒って講演を断るぞ。
ゼン先生：そうしたいところなんですが，そうもできないんで
す。講演内容については，スパイがいて，規定違反をすると厚
労省に告げ口して，その企業にはものすごい額の課徴金がくる
のだそうです。オンデマンドで視聴できるようにすると，その
リスクがものすごいんだそうです。他社からの告げ口もあるそ
うです。
小越先生：へええ，嫌な話だな。
ゼン先生：本当に，嫌な話です。企業同士で牽制しあっているん
です。だんだん規制が厳しくなっています。講演で佐伯矩の写

↑有名なフランシスコザビエル像。これは一度は見たいと思って
いたのです。でも，レプリカでした。コレクション展に展示され
ていた銅鐸を見たのですが，本物を見たのは初めて。その精巧さ
に驚きました。2000 年も前にこんな技術を持っていたんだ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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のか。製薬協が作ったようになっているが。

スライドを提出して，3 回かな，こまごまとチェックされまし

ゼン先生：厚労省です。それに，スパイも問題です。だから，外

た。当日の講演ビデオもオンデマンドで配信していいかのチェ

資系の企業は講師に自社で作成したスライドを提示して，この

ックを受けました。さらに，その時のスライドも提出させられ

スライドで講演するように言うんだそうです。

ました。それで，やっとオンデマンド配信の許可を得たんです。

小越先生：それはひどい。それだったら，その会社の学術の人

小越先生：それは大変だったな。よくがまんしたな。

がしゃべればいい。

ゼン先生：ウェブ講演会も資金が必要なんです。なかなか共催

ゼン先生：本当にそうなんです。要するに，講演料を払っている

してくれる企業がいないので，大塚製薬工場にお願いしたんで

会社に雇われていることになるんです。だから，言う通りにし

す。こちらからお願いしたんですから，がまんしなくてはなり

なさい，なんです。

ません。さっきも言いましたが，大塚製薬工場に雇われている

小越先生：へええ，そういうことになっているのか。ばかばか

ような感じなので，講演の最後のスライドには添付文書，禁忌，

しい。

効能・効果，用法・用量，注意点などを入れさせられました。

ゼン先生：ノバルティスの治験データの改竄という大問題があ

小越先生：そうか。いろいろ嫌な思いをしたんだな。

ったでしょう？あれをきっかけにこういう規定ができたんだそ

ゼン先生：とにかくリーダーズのためです。私，代表理事なの

うです。7 月 17 日に開催したリーダーズのウェブ講演会は大塚

で。しかし，企業自体も困っているようです。講師からいろい

製薬工場に共催を依頼したんです。オンデマンドにする必要が

ろ言われるし，規則ですから，と弁解するしかないし。要する

あるのでチェックが大変でした。

に，厚労省に問題があるんです。この規制のために，学術レベ

小越先生：どんな風にチェックされたんだ？

ルが下がる，そう思います。

ゼン先生：「脂肪乳剤の感染対策と栄養管理」の講演でしたが，

小越先生：そういうことか。とにかく嫌な時代になってしまっ

まずは，5 月に下関の薬剤師会で講演した時のビデオとスライ

たな。

ドを提出してチェックされました。それから，今回の講演用の

【今回のまとめ】
1. 東京オリンピック，選手達はがんばっています。オリンピックに対していろいろな意見がありますが，選
手達には責任はないと思います。素直に応援したいと思います。
2. 新型コロナウイルスは感染者が激増しています。日本全体で 1 日に 1 万人以上が感染しています。緊急事
態宣言には期待できないので，一人ひとりが感染対策を講じるしかないと思います。
3. 第 36 回 JSPEN が神戸で開催され，1 日だけ会場に行ってきました。いろいろ考えるところはありました
が，この学会にとって私は部外者なので見守るしかありません。
4. 企業協賛・共催の講演会，いろいろ規制があって大変なんです。正しい情報を伝えることができない，私
はそう思っています。
5. 日本の臨床栄養の領域で静脈栄養の有効性が理解されなくなっています。適正な静脈栄養を実施していな
い，実施できないのに・・・。これは重大な問題です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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