・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第３８回

『栄養管理の適応を考えて、
栄養管理の適応を考えて、
その後で胃瘻の適応
その後で胃瘻の適応かを考えるべきです
胃瘻の適応かを考えるべきです』
かを考えるべきです』
2017 年の最初の仕事は東宝塚さとう病院での外来と栄養
回診。今年も、心臓外科と循環器内科、そして消化器外科の
ややこしい患者さんの栄養管理で、
いろいろ勉強させていた
だくつもりです。
次の仕事？は恒例の大阪大学外科学講座同
窓会新年会。今年も長い長い、偉い方達のあいさつがありま
した。あいさつの後は食べるばかりで、写真を撮る機会がな
かったのです。せっかく、大阪大学第一外科の赤ネクタイを
していったのに、残念でした。松田先生は、ちょっと遠慮が
ちに第一外科の青ネクタイでした。
1 月 13 日からは京都での病態栄養学会に参加しました。
14 日のランチョンセミナー、15 日の教育講演のためです。
ランチョンセミナーは陽進堂との共催で、タイトルは「PPN
の安全管理」でした。陽進堂が病態栄養学会でランチョンセ

↑大阪大学外科学講座同窓会新年会の写真です。同窓会会長の呼
吸器外科の奥村教授、副会長の消化器外科の森教授、医学部長の
澤教授、前第一外科教授の松田先生、前第二外科教授の門田先生、
前の前の第一外科教授の川島先生です。着席しておられるのは、
偉い方とお年寄です。私はまだ、お年寄の範囲内ではありません
し、偉くもないので、立ち席です。年齢で座れるようになるのは
来年？再来年？です。でも、別に、座りたいとは思いませんけど
ね。

ミナーをするのは初めてだということでした。
静脈栄養の講
演ですから、参加者の大部分が管理栄養士のこの学会、私の
ランチョンセミナーがガラガラだったらどうしようと思っ
ていたのですが、それなりにいっぱいでした。アンケートで
は勉強になったという声がたくさんあったと陽進堂に言っ
てもらいました。今回の司会は福井県立病院の栗山先生。実
は、2 月の第 32 回日本静脈経腸栄養学会学術集会で、学会
からニプロ株式会社にランチョンセミナーの依頼が来たの
です。そこで、栗山先生に NST の講演をしていただき、私が
司会、ということで申し込んだら、断られました。井上が
NST の講演の司会をするのはまずい、よくない、という意見
が理事会でたくさん出たから、
というのがその理由。
へええ、
という感じ。実は、私自身は、私が司会ということで申し込
んだら断られるかな？と思っていたのです。やっぱり、とい
う感じ。実際には理事会ではそういう話は出なかった、とい

↑京都ホテルオークラにある桂小五郎像。ここにあるのは知って
いて、一度は見に行かなくては、と思っていたのです。なかなか
男前に作られていますが、本当に桂小五郎は男前だったのですよ
ね。写真がありますから。「月形半平太」で出てくる有名なセリ
フ、「月様、雨が・・・」に「春雨じゃ、濡れてまいろう」のモ
デルは、土佐の武市半平太だということです。桂小五郎も男前、
武市半平太も男前、土方歳三も男前、幕末の志士には男前がたく
さんいたのですね。土方歳三は志士とは呼ばない？いや、土方も
志士ですよ、もちろん。

うことですが・・・。そもそも、そういうことが議題になる
はずもないし、議題にするのもおかしいのですが。要するに、
私を JSPEN から排除？追放？したいと思っておられるお偉方

↑会長講演の清野先生と、司会の立川先生。立川先生の司会の挨
拶で病態栄養学会の歴史が説明されたのですが、よく理解できま
した。本当、私はこの学会の歴史や目的はよくわかっていなかっ
たのです。管理栄養士の学会、と言ってもいいかと思いますが、
もっとジェネラルな栄養管理にも力を入れる、ということです。
経腸栄養はもちろん、静脈栄養も、ということです。

↑病態栄養学会でのランチョンセミナーを終えて、陽進堂の方々
と記念写真を撮りました。食事中から、講演でのネタにした、『荒
城の月のイメージは富山城？岡城？』『私が両方の城に行った感
じでは岡城です』という話になり、『岡城に義経を迎えるという
ことになっていた』という話になり、『その話を書いた碑があっ
た』という話になり、『義経は平泉で自害などせず大陸へ渡って
ジンギスカンになった』という話になり、盛り上がりました。ま
あ、盛り上がっていたのは、田村営業本部長と私だけかもしれま
せんけど。初めての病態栄養学会でのランチョンセミナーなので
会社としても力を入れている、『パレプラスを！』ということで
こんなに大勢の方が来られていたのです。
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
・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第３８回

が多い、ということでしょう。ご心配なく、まもなく、JSPEN
からは消えますから。でも、ランチョンセミナーを断られ
たのは、私が原因なので、栗山先生に申し訳ない。そうい
うことで、病態栄養学会でのランチョンセミナーの司会を
お願いしたのです。ランチョンセミナーで、司会者が不適
切だからと断られることがある？そんな変なことがある？
そんな気がしましたが、ま、いいんじゃないでしょうかね。
病態栄養学会は、
第 20 回の記念大会。
清野会長の会長講演、
会長特別企画（清野理事長とハイヒール・リンゴさんの対
談）を聞きました。会長講演の司会の立川先生が、この学
会の歴史をお話しになり、私自身、この学会のことを理解

↑特別企画として、清野会長とハイヒール・リンゴさんのトーク
ショーがありました。リンゴさんのご主人が清野先生の患者さん
だという関係で、ということでした。しかし、さすが、しゃべり
がうまいですね、リンゴさんは。プロですね。でも、結局、栄養
の話にはならなかったような、そんな感じでした。

できたような気がしました。1 月 15 日の日曜日は、大雪で
した。京都の積雪は 11 ㎝。雪の京都はきれいでした。金閣
寺へ写真撮影に行きたかったなあ。交通は大変でした。ち
ょうど、この雪の京都で第 35 回全国都道府県対抗女子駅伝
が開催されました。中止かなあ？と思って地下鉄の駅でポ
スターを見ると雨天決行。雪でも決行！でした。あの大雪
で決行しました。ハチマキに雪がつもり、テレビのカメラ
で映す選手のゼッケンが見えないなど、大変だったようで
す。教育講演では私は「栄養ディバイスの種類と特徴」を
講義させていただいたのですが、ためになったのでしょう
か。今後、病態栄養学会はジェネラルな栄養管理を議論す
る学会へと進む、ということです。
1 月 19 日には、私が最初に上腕ポートを留置した患者さ
んが東宝塚さとう病院の外来に来てくれました。あの頃 16
歳だったのです。
高校生の女性に CV ポートを埋め込む、
胸？
それはかわいそうだと考えて、上腕ポートを実施したので
す。入れ換えもしたのですが、しばらく会えていなくて、

↑京都の雪です。積雪は 11cm だったということです。きれいで
したよ、なかなか。写真撮影にあちこち行くのもよかったかな、
という気がしましたが。都道府県女子駅伝が「雨天決行」ではな
く「雪でも決行」となったのですが、この雪の中での駅伝は、本
当につらかっただろうな、と思います。

何年ぶりだったのでしょうか。うれしい再会でした。素敵
な女性になっていました。

大ロースかつ

ロースかつ

1 月 20 日は、またまた信州上田へ。日帰りで上田へ、とい
うのは、結構きついのですが、忙しいので仕方ありません。
いつもは「中盛のソバ（600g）」を食べるのですが、ほかに
上田にうまいものはないのか？と調べると、「とんかつ」が
有名だとのこと。JR 上田駅の近くの「とんかつ力亭」へ。メ
ニューを見ると、ふつうの「ロースかつ定食」とは別に「大
ロースかつ定食」がある。博さんは「ふつう」を食べたので

大ロースかつ

大ヒレかつ？

すが、私は「大ロースかつ定食」を食べました。なんと、厚
さが 2cm 以上で、重さが 250g。うまかった！！今まで食べた
「とんかつ」のうちで、一番だったと思います。お店の方に
そういうと、喜んでいただきました。
『とんかつが厚いので、
調理に時間がかかる』ということでした。そう説明してくれ
るほど「厚いとんかつ」です。
1 月 25 日は「関西 PEG・栄養とリハビリ研究会」の世話人・
幹事会。6 月 17 日に研究会を開催しますが、なんと、今年で
23 回です。日本で一番古い PEG の研究会、これを何回言った

↑「とんかつ力亭」のお店の写真とメニューです。「大ロース
かつ」とふつうの「ロースかつ」は、ずいぶん違います。断面
図をご覧ください。上の写真では両者がものすごく違うとは見
えませんが、断面を見ると、その違いは歴然です。下の「大ヒ
レかつ？」は、ネットで写真を見ていたら見つけました。すみ
ません、盗用と言われると困るのですが、この「とんかつ」の
うまさ、すごさの宣伝のためと思ってお許しください。何度で
も食べたい「とんかつ力亭」の「大ロースかつ定食」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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でしょうか。今年の当番世話人は神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院副院長の三好先生。この研究会の世話人・
幹事会は、いつもはすぐに終わるので、出席者に申し訳ないと思っていました。今回の出席者は 26 名。近畿一円から集ま
りますが、和歌山、奈良、滋賀、結構遠くから来ていただいています。今回は、雪の東近江総合医療センターの伊藤先生
が一番遠かったようです。特別講演は、沖縄の宜野湾記念病院の湧上先生にお願いしているのですが、演題募集をどうす
るか、という話で盛り上がりまして、いつもと違って 1 時間もかかりました。胃瘻問題について、いい意見交換ができた
ので、そのまま、研究会でしゃべってもらおうということになりました。スライドを使ってもいいけど、とにかく、
『私の
主張』という感じでしゃべってもらうことになりました。要するに、胃瘻問題は、対象が異なるのに同じ観点で議論して
いるのが間違いの原因だ、ということです。大
勢の方に参加していただきたいと思っていま
す。
1 月 27 日は一般社団法人 UHC（Universal
Health Coverage）医療機器開発協議会の社員
総会。理事として出席しました。その後、AMED
（国立研究開発法人日本医療研究開発機構：
Japan Agency for Medical Research and
Development）
：補助事業「国産医療機器創出促
進基盤整備等事業」の交流シンポジウムが、大
阪、梅田のグランフロントで開催されました。
非常に面白い会で、企業の方が中心なので、医
療従事者が集まる会とは少しばかり違います。

↑一般社団法人、UHC 機器開発協議会の社員総会です。私は理事です。中島教授
と徳増教授のお手伝いが少しでもできたら、という感じです。松本特別顧問も
今回も来ていただいています。今年のミッションは、インドへ行くこと、なの
だそうです。インド？また行かなくてはならない？そんな感じですが・・・。

こういっては叱られるかもしれませんが、非
常に真剣です。やはり、医療従事者が集まる
研究会などは、甘いと私は思っています。今
回は、この協議会の特別顧問（サクラグロー
バルホールディング株式会社

代表取締役会

長 、 NPO 法 人 海 外 医 療 機 器 技 術 協 力 会 ＜
OMETA ： Overseas

Medical

Equipment

Technical Assistants＞会長）の松本謙一氏
と親しく話をさせていただきました。医療機
器の分野ではカリスマの偉い方で、米国の経
済制裁解除目前のキューバを訪問されたこと
でも有名な方です。安倍首相の海外訪問にも
同行しておられます。医療機器開発に関する
新しい風が吹いています。中島教授がその先
鞭をとっておられますので、私は、お手伝い、
というところでしょうか。

↑相変わらずのミーハーぶり。サクラグローバルホールディング株式会社の松本
謙一氏と一緒に写真を撮っていただきました。サクラホールディングは、日本で
一番古い医療機器メーカーで、江戸末期に顕微鏡を作ったのだそうです。え？あ
のドラマ、「仁」でイルリガートルや針を作ったのはこの会社？なんて思ったり
しましたが、仁はドラマですから、現実ではありません。仁は大好きなドラマで
したよ。もちろん、原作の漫画本もすべて読みました。

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、2017
年の 1 月がもう終わります。本当、
ゼン先生

小越先生：そうだ、
そうだ、やるべきだよ。一人でも多く、
小越先生

早いです。

臨床栄養に興味のある薬剤師を育てたいんだろう？

小越先生：そうだな。1
月は行く、2 月は逃げる、3 月は去
小越先生

ゼン先生：本当、そうです。もっと面白い、わかりやすい
ゼン先生

る、だろう？もう何回、このセリフを言ったんだろう。

講義にするよう、がんばってみます。

ゼン先生：こういうことわざみたいなものは、何度でも、
ゼン先生

小越先生：その意気だ。
小越先生

その時期が来ると使うから忘れないんでしょう？
小越先生：確かに、
そうだな。1 月も忙しかったんだろう？
小越先生
ゼン先生：大阪薬科大学の試験の採点でかなり時間を使い
ゼン先生
ましたね。
小越先生：そうか。担当している講義の学生は
300 人
小越先生
くらいだと言っていたな。
ゼン先生：そうです。300
人ちょっとでした。記述式
ゼン先生
問題と○×問題で、300 人分の採点はやっぱり大変で
した。
小越先生：確かにそうだ。全部、○×や記号で答える
小越先生
ようにしたら楽だったのにな。
ゼン先生：それでは本当の力はわかりませんから。
ゼン先生
小越先生：その気持ちはわかるけどな。ところで成績
小越先生
はどうだったんだ？
ゼン先生：それが、予想に反して、というと失礼なん
ゼン先生

↑Duke 大学時代のボス、グラント夫妻のクリスマスカードの写真です。
お二人とも、歳をとられました。私も同じように歳をとっていますが。
もう Duke 大学で研究生活を送って帰国してから 25 年になります。いつ
までもクリスマスカードを送って、送られて、なのです。

ですが、よく勉強してくれていましてね。成績、もの
すごくよかったんです。平均点は 90 点に近かったん
じゃないかな。
小越先生：へええ。成績はよかったのか。うれしいこ
小越先生
とだな。
ゼン先生：本当、うれしい結果でした。それに、最後
ゼン先生
のコメントもしっかり書いてくれていましてね。読む
のは大変だったんですが、うれしいコメントがたくさ
んありました。
小越先生：講義が終わって大学へ戻る時、いつも、な
小越先生
んか、暗い雰囲気になっていたんじゃないか？
ゼン先生：そうなんです。学生達、講義を聞いてくれ
ゼン先生
ているんだろうか、興味ないんじゃないか、イヤイヤ

↑今年もらった年賀状の中で、私がいいな、と思った年賀状の中の 1
枚。宮崎江南病院の白尾先生の年賀状。院長らしく、病院の宣伝もし
ているし、釣りの写真もいいし、全体の雰囲気がいいので、いいな、
と思いました。来年は私も釣りの写真にしようかな、と思ったりして
います。この写真、白尾先生の許可は得ていませんが・・・。

聞いているんじゃないか、ほとんど反応もないし、と
思っていたんですよ。でも、コメントを読むと、お世
辞を差し引いても、うれしいコメントが多かったんで
す。
小越先生：意外といい講義だったということなのか？
小越先生
ゼン先生：意外と、ではないと思いますが、そうなん
ゼン先生
ですよ。それなりに楽しんで受講してくれていたみた
いです。中には、
「先生は反応がないと言っているけ
ど、私達は、楽しんで講義を聞いていたんですよ」な
んてコメントもありましてね。私が反応がないと思っ
ていたのは、世代ギャップなのかもしれません。
小越先生：世代ギャップ？そりゃあそうだろう。当然
小越先生
だ。君が若い連中の気持ちを理解できるはずがないじ
ゃないか。でも、よかったな、そういうコメントをた
くさんもらって。
ゼン先生：はい。やっぱり、来年度の講義も引き受け
ゼン先生

↑愛媛の自慢の柑橘類、「甘平」です。高級柑橘です。先日、東京駅
のお店で 1 個 1,000 円で売っていました。でも、これはうまい。絶品
です。ぜひ、一度、食べてみてください。2 月が旬です。食べられる期
間は非常に短いのです。

ないといけないと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：学生達のコメントの中で、胃瘻に関するコ
ゼン先生
メントが結構多かったんですよ。
「胃瘻の『瘻』の書き
順は一生忘れません」なんていうのもありましたが、
「胃瘻はダメだというネガティブなイメージを持って
しまっていたのだけど、本当の意義がわかりました」
というコメントなどがあり、うれしかったですね。
小越先生：そういう内容の講義をしているのか。
小越先生
ゼン先生：もちろんです。教科書に書いているような
ゼン先生
内容の講義はしていません。できない、というのが正
しいかもしれませんが。この間のリーダーズで議論し
た、あの NHK のビデオなんかも見せています。現場に
即した内容ですし、今、ホットな内容ばかりですよ。
小越先生：基本的な内容は教えていないのか？
小越先生
ゼン先生：もちろん、教えているつもりです。試験で
ゼン先生
平均 90 点近くの成績をとってくれているということ
は、基本もわかってくれていると思っています。
小越先生：えらく強気な発言だな。
小越先生
ゼン先生：試験の成績が良かったので、強気の発言に
ゼン先生
なっているんですけど。同じ試験を医療従事者、現役
の方たちにやってもらったら、平均点は、まあ贔屓目
に見ても 50 点もないでしょうからね。

↑12 月の横浜、聘珍樓での写真。大川くんが 360 度カメラを持っていて
撮影しました。面白い写真になっていますが・・・。360 度カメラを買
う？買わないかな？ま、大川くんは新しいもの好きですからね。ドロー
ンも持っておられるとのことです。とにかく、楽しい食事会でした。全
員が一緒に楽しそうに 360 度で写っています。

小越先生：試験勉強をするだけで基本的な内容は理解
小越先生
できている、というんだな。
ゼン先生：そうですね。
ゼン先生
小越先生：ところで、胃瘻に関しては、どういう内容
小越先生
の講義をしているんだ？
ゼン先生：現在の胃瘻バッシングは間違っている、と、
まず言っています。ポイントは、最初から胃瘻や PEG
についての議論をしているから、ということです。
小越先生：確かに、そうだな。
小越先生
ゼン先生：それに、胃瘻を造設する目的というか、対
ゼン先生
象症例が違うのに、それをまとめて「胃瘻の適応」と
して議論するからおかしくなるんです。明らかに今の
議論は間違っています。
小越先生：日本中、とにかく「胃瘻はダメ」というこ
小越先生
とになってしまっているからな。
ゼン先生：それを正す必要があるんですが、なかなか、
むずかしいですね。
小越先生：そりゃあそうだろう。マスコミもおかしく
小越先生
なっているし。
ゼン先生：医療者も、この流れを止めようとする意欲
ゼン先生
がなくなりつつあるようです。どうせ、説明しても家
族が反対するんだから、胃瘻がいやなんだったら、が
んばって説明する必要もない。経鼻胃管でいい、CV ポ
ートでいい、という考え方をする医師も多くなってい
るようです。
小越先生：なるほど。その気持ちもわからなくはない
小越先生
な。
医療者は、
患者のためを思って説明しているのに、

↑1 月 16 日には、大阪大学もうっすらと雪でした。駐車場は真っ白でし
た。地面が凍っていたので、車は停めることができても、この駐車場か
ら歩いて研究室まではいけないと判断して、別の場所に駐車しました。
阪大のあるこの辺りは、結構寒いのです。この雪道を滑らずに歩いて研
究室まで行けるか？自信がありませんでした。

最初から、それはいやだと言われると、医療者として
も説明する意欲もなくなるよな。
ゼン先生：そんな雰囲気も出てきているようです。
ゼン先生
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：医療者側は、胃瘻を造設せずに経鼻胃管や
CV
小越先生

染症で何十人もが亡くなった、あの事件だな。適応の判断

ポートで管理することになっても、はっきりいうと、困ら

は不要で、入院したら、即 IVH ということだったな。

ないからな。

ゼン先生：そうです。あれも、原点は、IVH
の診療報酬が
ゼン先生

ゼン先生：困る、困らないで議論したくはないんですが。
ゼン先生

良かったから、なんですよね。

胃瘻がダメだから経鼻胃管や CV ポートにする、それで困

小越先生：そうだったな。テレビでも報道されて、大変な
小越先生

るということは、確かにありませんね。でも、われわれは

ことになったな。しかし、今も、結局は TPN の方が経腸栄

医療として最善の方法を、と思っているので、残念ではあ

養より診療報酬がいいから、
ということで CV ポートや PICC

りますよ。

が増えている、そういうことだな。

小越先生：まあそうだけどな。でもな、経鼻胃管を胃瘻に
小越先生

ゼン先生：以前も話題にしましたが、在宅でもそういう傾
ゼン先生

するほうが医療者側も管理としては楽なんじゃないか？

向が出ています。在宅中心静脈栄養法指導管理料の方が、

ゼン先生：もちろんですよ。経鼻胃管の事故抜去がなくな
ゼン先生

胃瘻を用いて半消化態経腸栄養剤を投与するよりもはる

るので、手足を拘束する必要もなくなりますね。観察も楽

かに診療報酬がいいんですから。

です。経鼻胃管を挿入する時の一番いやな合併症の気管内

小越先生：しかしな、こういう議論は、結局、いわゆる終
小越先生

誤挿入などはなくなります。

末期高齢者、高齢者の終末期医療なんて言われている患者

小越先生：それに、誤嚥性肺炎も減るんだろう？
小越先生

さん達に対する医療を意味しているんだろう？

ゼン先生：それについては、減るとは言い切れないんです
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。終末期高齢者とか高齢者終末期と
ゼン先生

よね、実は。でも、胃瘻からの経腸栄養剤の投与方法に気

か、こういう表現が正しいのかどうか、私にはわかりませ

を付けたら、実際には減っていると思います。

んが、こういう表現がされていますね。

小越先生：そうなんじゃないか、と思っている。外国の論
小越先生

小越先生：認知症症例とか、認知症終末期、なんていう表
小越先生

文だろう？減らない場合もある、と言っているのは。

現もあるな。

ゼン先生：そういう傾向は強いですね。でも、否定はでき
ゼン先生

ゼン先生：こういう状態で自分で食べられなくなった患者
ン先生

ないので、経腸栄養剤投与時の体位や経腸栄養剤に粘度を

に、胃瘻を作って生命を維持することはやめよう、という

つける、などの議論が行われているんですよね。

感じで胃瘻バッシングが起こったんですよ。

小越先生：そうだな。それに、経鼻胃管がなくなったら、
小越先生

小越先生：そうだな。無駄な延命治療になるから、という
小越先生

顔もすっきりするのにな。

ことだろう？

ゼン先生：本当、そうです。経鼻胃管が挿入されている患
ゼン先生

ゼン先生：無駄かどうか、それはなんとも言えませんが。
ゼン先生

者さんの苦痛を軽減してあげたい、ということで胃瘻が普

でも、こういう状態になった患者に胃瘻を作るのはやめよ

及したのに、おかしいことになりましたね。もちろん、目

う、そういうニュアンスですね。しかし、やめなさいとは

的はそれだけではありませんが。

言えないから、嚥下評価をしなさいとか、経口摂取移行率

小越先生：確かに。しかし、単純に胃瘻の代わりに経鼻胃
小越先生

がどうのこうの、とか、いろいろ条件をつけて、さらに胃

管が増えていると思っていたら、今や、CV ポートや PICC

瘻造設術の診療報酬を下げて、胃瘻造設件数を減らすこと

を使った静脈栄養の方が増えているということだってな。

にしたんですよ。

ゼン先生：そうなんです。静脈栄養のほうに診療報酬上の
ゼン先生

小越先生：その結果、目論見通り、胃瘻造設件数が減った
小越先生

メリットがありますから。

んだな。君が調べて、それを明らかにした、ということだ。

小越先生：ずいぶん昔の議論と同じことになっているな。
小越先生

ゼン先生：そうです。でも、そこで問題になるのが、医学
ゼン先生

ゼン先生：本当、そうです。昔はそういう議論がたくさん
ゼン先生

的に胃瘻が適応の患者に胃瘻を造設できなくなった、とい

ありましたよね。
小越先生：そうだな。IVH
の方が儲かるから、と
小越先生
いう話で、適応を考えよう、なんて意見で盛り上
がったもんだよ。あ、ここで IVH、IVH と言って
いるけど、TPN と IVH の用語のことは、この読者
はわかってくれているよな。
ゼン先生：もちろんですよ。このゼン先生の栄養
ゼン先生
管理講座の読者は、レベルが高いんですから、当
然ですよ。
小越先生：そうだな、当然だな。
小越先生
ゼン先生：その、IVH
の方が儲かる、という話で
ゼン先生
したら、
2000 年の朝倉病院の強制 IVH 事件を思い
出します。
小越先生：ああ、あれか。不必要な
IVH をして、
小越先生
カテーテルを抜かないように身体拘束をして、感

↑1 月 30 日、安全管理の講演会ということで、立正佼成会附属佼成病院へ PICC
の講演に行きました。非常にきれいな病院で、ドラマの撮影などによく使われ
ているとのこと。とりあえずドクターX で使われたと聞きました。ミーハーなの
で、外来の写真を撮りました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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う現象です。

をしなければなりませんよ。そこのレベルも私は問題にし

小越先生：そこだな、問題の核心は。もちろん、胃瘻の代
小越先生

ています。

わりに経鼻胃管と CV ポート、PICC が増えたというのは問

小越先生：その意見もわかるけど、経腸栄養を止めるとい
小越先生

題だけど。

うことは、餓死させる、ということになるんじゃないか？

ゼン先生：本来、いわゆる終末期高齢者と判断したら、看
ゼン先生

ゼン先生：その「餓死」という表現がよくないんですよ。
ゼン先生

取りに進むべきなんですよね。

それは自然死です。

小越先生：そうだ。
しかし、そこへ一気には進めないから、
小越先生

小越先生：まあ、そういわれると、確かにそうだな。自然
小越先生

経鼻胃管や CV ポートを用いるようになっているんだろ

に食べられなくなって、自然に衰弱していくんだからな。

う？

でも、
「餓死」ではなく「自然死」だと思っていないとい

ゼン先生：胃瘻の代わりに経鼻胃管を挿入したり CV ポート

うか、まわりからは餓死だと思われる、と思っているんじ

で静脈栄養をやる、それを止めなさい、というのは、社会

ゃないか？

的議論が必要だということになりますね。

ゼン先生：でしょうね。でも、餓死ではなく、自然死なん
ゼン先生

小越先生：大きな議論になるだろうな。しかし、超高齢社
小越先生

ですよ、ここが大事です。

会の日本では、医療費問題も含めて、もう避けては通れな

小越先生：オレもそう思うけどな。社会的に、どう受け入
小越先生

いんじゃないか？

れられるか、そこが大事だな。

ゼン先生：そう思います。この議論って、なんか、タブー
ゼン先生
視されていますよね。でも、必要になっていることは明ら
かでしょう。
小越先生：本当、そうだな。
小越先生
ゼン先生；でも、その裏に隠されている問題は、胃瘻は造
ゼン先生
設しない、経鼻胃管は入れない、経腸栄養もやらない、も
ちろん、静脈栄養もやらない、ということになると、きち
んと栄養管理を実施すると元気になる患者を見捨てるこ
とになるんじゃないか？ということです。
小越先生：その通りだ。食べられない、動けない、意識レ
小越先生
ベルも低い、その原因が高度の栄養障害であって、栄養管
理をちゃんとやると復活する患者もいるはずだからな。
ゼン先生：そうなんですよ。そこにも問題があるんです。
ゼン先生
栄養管理をやらないようにしよう、というのが、実は、胃
瘻バッシングの本質なんですよ。もちろん、対象は終末期
高齢者と言われる方々ですが。そこにも問題がありますよ
ね。

↑90 日間、毎日、10000 歩以上歩きました！足腰が弱らないよう
に、体重が増えないように、と思って、せっせと歩いているので
すが、足腰は弱り、体重は増え・・・トホホという感じ。歩いて
も効果はないじゃないか、なんて思ってはいけません。歩いてい
ないと、もっともっと足腰は弱り、体重は増えるのです。とにか
く、90 日間、毎日、10000 歩以上歩いたことの証明です。

小越先生：まあそうだな。高齢者だから、だ
小越先生
れもかれも、もういい、ということではない
からな。
ゼン先生：もちろんですよ。きちんと栄養管
ゼン先生
理をすると元気になる患者を見捨ててはいけ
ません、絶対に。
小越先生：本当だ。そこが大事だよ。
小越先生
ゼン先生：だから
trial therapy をやればい
ゼン先生
い、そう主張しているんです。
小越先生：trial
therapy?とにかく治療をち
小越先生
ゃんとやってみて、その効果や結果を見る、
という意味だな？
ゼン先生：そうです。胃瘻を造設してきちん
ゼン先生
と経腸栄養をやるんです。数か月単位で効果
を見て、効果がないと判断したら経腸栄養も
やめて看取りへいく、ということです。そう
いう説明をしてから胃瘻を造設する、という
ことです。もちろん、きちんとした栄養管理

↑坂本龍馬の銅像、全国制覇した、と思っていたら、昨年の 10 月に江戸に「勝海
舟・坂本龍馬の師弟像」ができた、ということを知り、早速行ってきました。勝海
舟が住んでいた所に建てられたのだということです。道路の脇にありました。ガラ
スの向こう、という感じ。像の名前と像を一緒に写真に撮りにくい、そんな感じも
しましたが。もう、新しい坂本龍馬の銅像は作らないでください！！なんて言った
ら叱られるかな？函館から五島列島まで行きましたからね。次は、大分に作られる
のでは？
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：その通りです。でも、より重要な問題は、経腸
ゼン先生

小越先生：要するに、栄養管理と胃瘻の議論がこんがらが
小越先生

栄養を止めることを法的に保護できていないということ

っているんだよ。胃瘻ありき、だからおかしいんだ。

です。

ゼン先生：そうですよね。まずは、栄養管理の適応がある
ゼン先生

小越先生：そこだな、
問題は。でも、なんかで読んだけど、
小越先生

かを決めて、経腸栄養が実施できる、長期管理になる、そ

きちんと家族とコミュニケーションをとった上で経腸栄

れだったら胃瘻が第一選択になる、これが第一歩ですよね。

養を終了するのなら、法的には問題ない、ということにな

小越先生：そうだ。栄養管理の適応がないと判断したら、
小越先生

ってきているということだ。

経鼻胃管は適応外だし、TPN なんてもってのほかだ。自然

ゼン先生：そうなっていると私も思いますが、でも、法律
ゼン先生

な経過を見守る、そうするという覚悟が必要になるな。

で確実に保護されているのではないんです。問題になって、

ゼン先生：そこの議論を避けているから、胃瘻バッシング
ゼン先生

訴追される恐れもありますよ。だから、誰も当事者にはな

が起こり、本来、医学的に胃瘻を造設して経腸栄養を実施

りたくない、という気持ちもあるでしょうから。いずれに

するのが適応で、一番いい栄養管理ができる患者さんが困

せよ、胃瘻を造設して経腸栄養を開始する前に、期限を決

るんですよ。

めてきちんと栄養管理をやって、それでも効果が出ないん

小越先生：本当、なんとかならないものか、と思うな。
小越先生

だったら、経腸栄養を止める、そういう話をしておくべき

ゼン先生：一つは、終末期高齢者ではなく、手術をした患
ゼン先生

ですね。

者とか、入院中に合併症を起こした患者とか、いわゆる元

小越先生：とにかく、そういう議論が必要だな。
小越先生

気にして帰さないといけない患者に対して積極的に胃瘻

ゼン先生：そうして、そういう症例以外では、もっと積極
ゼン先生

を用いた経腸栄養を実施して、その有用性をもっとアッピ

的に胃瘻を用いた経腸栄養を実施できるようにすること

ールすることでしょうね。ポジティブな症例をもっとどん

が必要ですね。

どん発表する、それも必要でしょう。

小越先生：小児では胃瘻が増えてきているんだろう？
小越先生

小越先生：そうだ。医療者が胃瘻バッシングに負けてしま
小越先生

ゼン先生：そう聞いています。何人かの小児科医や小児外
ゼン先生

って、家族に胃瘻の説明をすることは無駄だ、しんどい、

科医に聞きましたが、経鼻胃管の子供に胃瘻を造設すると、

なんていう傾向が出てきていることは大問題だ。

お母さん達がものすごく喜ぶ、ということです。

ゼン先生：本当、そうですよ。だから、がんばらなくては
ゼン先生

小越先生：そうだろうな。顔もすっきりするし、管理もや
小越先生

なりませんね。

りやすいんだから。

小越先生：まだ小さな活動だけど、関西
PEG・栄養とリハ
小越先生

ゼン先生：胃瘻の利点がものすごく活かされている、とい
ゼン先生

ビリ研究会や、リーダーズでもがんばらないといけないな。

うことですね。考えたら当然のことです。だから症例も増

ゼン先生：もちろんです。がんばりますよ。
ゼン先生

えているんですよ。それなのに、なぜ、大人ではそれが理
解できないんでしょう。

【今回のまとめ】
1. 大阪薬科大学の学生さん、成績が非常によかったのです。私の講義もちょっとはためになって
いるのでしょうか。来年度の講義も引き受けなくてはなりませんね。臨床栄養に興味のある薬
剤師を一人でも増やすために。
2. 胃瘻バッシングは、対象や造設目的が違うのに同じものとして議論しているから、間違った議
論になっているのです。そこを考えましょう。
3. いつも言うことですが、まず、栄養管理の適応について考えましょう。それから栄養管理の方
法を考えるべきで、長期の経腸栄養を実施するのなら、胃瘻が第一選択になります。
4. 栄養管理をすれば元気になる、回復する可能性がある患者を見逃さないためには、
栄養管理をすれば元気になる、回復する可能性がある患者を見逃さないためには、trial
trial
therapy が必要です。そして、効果がみられないと判断したら、栄養投与を止める、それにつ
いての社会的議論が必要だと思います。
5. 胃瘻を用いた経腸栄養管理が有効だった患者さんについて、
胃瘻を用いた経腸栄養管理が有効だった患者さんについて、もっと世の中にアッピールしまし
ょう。医療者が胃瘻バッシングに負けてはいけません。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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