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『侵襲時にも栄養管理をきちんとやるべきです、当然です
侵襲時にも栄養管理をきちんとやるべきです、当然です』
、当然です』
本当に暑い夏でした。今までで一番暑かったと思っているのですが、去年も暑かったのではなかったかな？もう去年の
ことは覚えていません。年々、暑さに身体が耐えられなくなっているのかもしれません。でも、昔は夏バテでやせる、な
んてこともあったのですが、今はそんなことはありません。食欲もありますし、体重も減りません。動きが鈍くなってい
るのか、動く機会が少なくなっているのか、でしょう。本当、なぜでしょうか、食欲は落ちませんし、体重も減りません。
7 月は、29 日と 30 日が大変でした。29 日は、
滋賀の伊藤くん、西山くん、山田さんが開催する
PEG サミット。特別講演を依頼されていて、どん
な内容にするかで非常に悩んでいました。タイト
ルは「胃瘻：歴史をたどりながら本来の意義を考
える」でした。胃瘻の歴史と経腸栄養の歴史をか
らめながらの内容としました。いろいろ歴史を勉
強しました。調べていて興味深かったのは、18 世
紀にイギリスの John Hunter が柔らかいカテーテ
ルを作って嚥下筋麻痺患者に対して経鼻経管栄
養を行い、「人工的な方法で患者の胃内に食物を
送り込み、罹病期間中に患者の生存を確保するこ
とは医師の義務である」と言ったとのこと。John
Hunter は「ジキル博士とハイド氏」のモデルだっ

↑PEG サミットです。滋賀の PEG の力だ、という感じでした。伊藤先生、西
山先生、そして山田さん、ご苦労様でした。私の講演は、馬場先生に座長を
していただきました。ありがとうございました。胃瘻は、経腸栄養を実施す
るための手段にすぎない、という本当の根本的な考え方に戻れば、PEG バッ
シングに負けない力を発揮できると思います。

たり、種痘のジェンナーの師匠であったり、とい
う非常に面白い人物。マンガ本の『解剖医ハンタ
ー』は購入して読みました。文庫本の「解剖医ハ
ンターの数奇的な生涯」は買いましたが、まだ読
めていません。経腸栄養の歴史を調べる段階で、

尾方高士先生

吉川正人先生

木許健生先生

William C.Rose（種々のアミノ酸の混合物を試作
して実験動物に投与し、もっとも良好な栄養効果
を持つ組成を提示した⇒成分栄養剤の基礎）、
Greenstein JP（L-アミノ酸混合物を成分とした
chemically defined diet:CDD を作成した）の写
真を見つけることができました。私が強調したの
は、現在の日本 PEG・在宅医療学会の理事長、上
野文昭先生の「胃瘻造設は経腸栄養という治療の
ための手段に過ぎない。PEG がきちんとできたら
経腸栄養という治療が始まる」という考え方でし

↑第 1 回 Medical Nutritionist セミナーです。いい講義をしていただきま
した。ありがとうございます。よく見ると、ネクタイを締めていない講師は
私だけでした。

た。講演の評価はどうだったのでしょうか。
7 月 30 日は、第 1 回 Medical Nutritionist セ
ミナー（朝からカテーテル管理）でした。初めて
の企画でしたし、広報も十分ではなかったのです
が、約 130 人が受講してくれました。9 時から 17
時まで、講義ばかりでしたが、真剣に聞いてくだ
さったように思います。質問も多かったと思いま
す。神奈川県立がんセンターの尾形先生のエコー
ガイド下腋窩静脈穿刺は、非常に理論的な解説で
した。東宝塚さとう病院の吉川先生は、非常にわ
かりやすい模式図を使って、橈側皮静脈切開によ
る CV ポート留置術を説明してくれました。後日、

↑熱心な質問がありました。日々、考えながら臨床をやっているから、こう
いう熱心な質問ができ、講師との間で議論ができるのだと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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大阪労災病院の川端先生から、この講演を聞いて、
橈側皮静脈切開を実践したというメールをいただ
きました。神戸海星病院の木許（きもと）先生は、
エコーガイド下穿刺による上腕ポート留置術をビ
デオを使って解説してくれました。この手技も、筑
波大学の増本先生のところで、翌日、実践した、と
いうことです。私は、静脈栄養の基本、PICC の理論
と実際、カテーテル感染の理論と実際について全部
で 5 時間ほどしゃべりました。それでも時間が足り
なかったので、次は、もっと考えなくてはならない
と思っています。とにかく、多くの方から、非常に

↑初心者向けではなく、専門家向けのセミナーであったと思います。こ
れを受講しないとクレジットがもらえないから、とか、点数にならない
から、とかいう縛りがあっての受講ではなく、本当に勉強したいから、
ということで受講していただいているから、有意義なセミナーだったと
思います。義務的に受講しなければならない、というセミナーでは、や
はり、身に付きにくいのではないでしょうか。来年は、経腸栄養に関し
ても、専門的な内容のセミナーをやります。2 日間で、専門的な静脈栄養
と経腸栄養の勉強ができる、本気のセミナーをやります。

面白かった、という感想をいただきました。

←↑受講者も真剣です。寝ている人は、たぶん、いませんでし
た。目が真剣でしょう？目黒くんなんか身を乗り出しています
よ。木暮くんも、川端下くんも、関くんも、坂本さんも、栗山
さんも、有岡くんも、野呂くんも、古田くんも、北出くんも、
鈴木くんも、味村くんも、井戸畑くんも・・・熱心に聞いてお
られました。

8 月は、ほとんど講演や学会はなかったのですが、論文執筆などの仕事がものすごく多く、デスクワーク中心でした。
Medical Nutritionist of PEN Leaders の第 1 巻 2 号の編集も終わりました。オリジナル論文がいっぱいです。9 月に出版
する PICC の本もほぼ完成。9 月 30 日のリーダーズの際、会場で販売する予定です。
8 月には、栄養関連企業から転職された方が二人、遊びに？来てくれました。一人はアボットジャパンにおられた土屋
さん。私が箸の持ち方を「直してあげた」方です。といっても、矯正器具『ユビックス』をプレゼントしただけなのです。
非常に複雑な持ち方をしておられました。私は、土屋さんは将来偉くなるし、外国の方との交流も多くなるから、という
ことで、本当、おせっかいなのですが、その箸の持ち方は直したほうがいい、と言って、ユビックスをプレゼントしたの
です。わずか 2 週間で完璧に矯正できたそうです。現在は、
抗てんかん剤『ビムパット』を販売しているユーシービー
（UCB）ジャパンに勤務しておられます（UCB は USB と間違
えられるそうです）。いろいろ話をしているうちに、
「てん
かん」という疾患に関する私の知識が増えました。陽進堂
から転職された新城さんも挨拶に来てくれました。うれし
い時間でした。仕事での関係が薄くなっても、利害関係を
超えて親しくおつきあいしている方も多いのです。人とし
て、友人として、という感じです。私が思っているだけか
もしれませんけどね。味の素の宅島くん、アボットジャパ
ン時代から仲良くしていただいている合谷さん、ニュート
リーにおられた浦島さん、越馬さん、清水製薬の佐野さ
ん・・・などなど。

↑ずいぶんむかーしの写真です。仕事を離れたり、領域が違う
ようになっても、仲良くしていただいています。ありがたいこ
とです。人として、ということです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑中岡慎太郎記念館に行きました。左の表情は慎太郎らしい厳し
さがあるのですが、右の笑顔の表情も、やはり、慎太郎らしいよ
うに思います。土佐の山奥から、全国を飛び回る人材が出てきた、
すごいことですね。

↑中岡慎太郎館です。なかなか、ここまで行かれる方は少ないの
ではないかと思いますが、いいところでした。ぜひ、行ってくだ
さい。土佐は、坂本龍馬だけではありませんよ。

お盆には愛媛に帰省しましたが、今回も、車で走り回ると
いう過ごし方でした。生家では朝早く目が覚め、久しぶりに
夜明けの海の景色を堪能しました。やはり、故郷はいいです。
ほっとします。
8 月最後の仕事は、堺市立総合医療センターでの NST 講演
会。「経腸栄養と食べるための胃瘻」というタイトルで依頼
されたのですが「十分な経口摂取ができない患者の栄養状態
を維持・改善するための胃瘻を用いた経腸栄養法の有用性」
という感じで講演しました。伝えたかったのは「栄養って大
事、ちゃんと栄養管理をすればこんなに元気になる！」でし
た。院長の花房先生、副院長の河野先生、NST の郷間先生、
階堂先生、NST のみなさん、本当にありがとうございました。
また呼んでください。

↑堺市立総合医療センターでの NST 講演会です。院外からも多く
の方が来られ、100 名を超えたと言っておられました。栄養は大
事！ばかの一つ覚えのごとく、繰り返しました。もう 20 年以上
前から、私個人として「栄養は大事！」と繰り返しているのに、
あまり、その繰り返しの意義が見えてこないような感じもしてい
るのです。いまだに「栄養は大事！」という必要があるのか？そ
れも、よく考えると寂しいものがあります。これは最後のスライ
ドで、来年の 3 月の鹿児島でのリーダーズを案内しています。

↑中岡慎太郎館に行く途中に、北川村、モネの庭、モルマッタン
があります。暑い日でしたが、立ち寄りました。モネの絵は、雰
囲気は知っていましたが、詳しくは知らず、勉強しました。この
青い睡蓮と、橋が有名なのだということも、行って初めて知りま
した。写真で、青い睡蓮として写っているか、ちょっと心配なの
ですが。

↑気楽に講演させていただきました。かりゆしルックです。沖縄
のオフィシャルウェアです。日本のオフィシャルウェアというこ
とでもあると理解しています。懇親会には、花房院長、河野副院
長もきていただき、楽しい時間を過ごすことができました。イタ
飯でした。河野先生は、私と同郷です。3 歳で都会に出てこられて
阪大医学部へ入った、優秀な方です。私は、ずっと田舎で育った、
本物の地方出身者です。郷間先生、NST のみなさん、いろいろ、お
気遣いありがとうございました。また、呼んでください。
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ゼン先生：夏が終わりそうです。世の中は夏休みだったのです
ゼン先生：夏が終わりそうです。世の中は夏休みだったのです

ゼン先生：話は変わりますが。先生、今月もですが、論文執筆
ゼン先生：話は変わりますが。先生、今月もですが、論文執筆

が、私は相変わらずの 8 月を過ごしました。

で大変でした。Medical
Medical Nutritionist of PEN Leaders の第 2

小越先生：夏休みはとらなかったのか？
小越先生

号の原稿を 8 月 10 日までに完成しなければならなかったので

ゼン先生：お盆前の
3 連休に愛媛に帰省しましたが、それだけ
ゼン先生

す。

でした。

小越先生：別に、君が書くのではないんだろう？
小越先生：別に、君が書くのではないんだろう？

小越先生：相変わらずだな。ずっと仕事をしていたのか？
小越先生：相変わらずだな。ずっと仕事をしていたのか？

ゼン先生：まあ、そうなんですが。私自身、カテーテル感染の
ゼン先生：まあ、そうなんですが。私自身、カテーテル感染の

ゼン先生：仕事といっても、本を読んだり、論文を書いたり、
ゼン先生：仕事といっても、本を読んだり、論文を書いたり、

アンケート調査結果、PICC のアンケート、CV
のアンケート、 ポートのアンケ

なんていうことです。生産性のない仕事です。
です。生産性のない仕事です。

ート、3 つの原稿を書きました。それから、インラインフィル

小越先生：それも大事な仕事だとは思うけどな。
小越先生：それも大事な仕事だとは思うけどな。

ターの論文も書きました。

ゼン先生：4
月から千里金蘭大学の食物栄養学科で臨床医学を
ゼン先生

小越先生：今頃、インラインフィルターの論文？もう流
小越先生：今頃、インラインフィルターの論文？もう流行らな

教えています。医学全般なので、いろいろ勉強をし直したりも

いだろう。

しているんです。

ゼン先生：流行るとか、そういう問題ではなくて、やはり、き
ゼン先生：流行るとか、そういう問題ではなくて、やはり、き

小越先生：いろいろ、新しいことに気づいたりしているんだろ
小越先生：いろいろ、新しいことに気づいたりしているんだろ

ちんとした実験結果は論文にしないといけないでしょう。2008
ちんとした実験結果は論文にしないといけないでしょう。

う？

年でしたか、に発表した、非対称膜では 0.2μm 規格のフィル

ゼン先生：そうなんです。臓器移植のことを教える必要があり
ゼン先生：そうなんです。臓器移植のことを教える必要があり

ターでも Candida albicans が通るという論文の追試になります

ましてね。心臓移植、それなら大阪大学第一外科、心臓外科で

ね。
「非対称膜では C.albicans が通るのを確認して、JMS
が通るのを確認して、
が販売

す。私は第一外科ですが心臓外科ではなかったのです。でも、

している中空糸タイプのフィルターは、非対称膜ではあるが、

脳死心臓移植の第 1 例目は、
私が阪大の助手だった時なんです。

流入側が緻密層で、流出側が多孔質層になっているために

小越先生：松田暉先生だったな、第
1 例目は。
小越先生

C.albicans の通過を阻止できる」という実験結果を論文にした

ゼン先生：そうです。問題は、和田移植です。真実を知りたい
ゼン先生 そうです。問題は、和田移植です。真実を知りたい

のです。

と思って、渡辺淳一の「ダブルハート」
、吉村昭の「消えた鼓

小越先生：へええ、フィルターにもいろいろあるんだな。
小越先生：へええ、フィルターにもいろいろあるんだな。

動」や「神々の沈黙」を読みました。でも、これらは小説です。

ゼン先生：そうなんです。この論文を、感染管理専門の方々に
ゼン先生：そうなんです。この論文を、感染管理専門の方々に

真実は？と思った時、恩師の川島康生先生の本、
「心臓移植を

読んでほしいと思っています。

目指して：四十年の軌跡」を持っていたな、と思い出しまして

小越先生：それは当然のことだろう？
小越先生：それは当然のことだろう？

ね。こういう本って、意外と読まないでしょう？

ゼン先生：Medical
ゼン先生 Medical Nutritionist of PEN Leaders の読者は、

小越先生：そうかもしれないな。
小越先生

栄養管理専門の方々でしょう？だから、感染管理専門の方々の

ゼン先生：かなりのボリュームの本ですが、最後まで読みまし
ゼン先生：かなりのボリュームの本ですが、最後まで読みまし

目に留まるかなかな？と心配しているんです。

た。冒頭の『正月の度に、
「今年こそお父さんは心臓移植をす

小越先生：なるほど。雑誌の対象者にもよるな、その論文の意
小越先生：なるほど。雑誌の対象者にもよるな、その論文の意

るぞ」と言い続け、結局、嘘をついてしまった三人の娘と、黙

義は。

ってこの仕事を支えてくれた妻 操子に』という言葉、そうし

ゼン先生：そうなんです。Medical
Medical Nutritionist of PEN Leaders
ゼン先生

て、自分が所属した第一外科の川島教授が、こんな思いで心臓

は医学中央雑誌として登録されていますので、読んでくれると

移植の実現、教授職、そして、人生を生きてこられたのか思っ

思いますが、静脈栄養をきちんとやろうと思っておられる読者

て感動したんです。感動しやすい人間だとはよく言われていま

が、感染管理の方々に情報として広めてほしいと思っています。

すが。
小越先生：ハハハ、それでいいんじゃないか。
小越先生：ハハハ、それでいいんじゃないか。
ゼン先生：いやあ、やっぱり、大阪大学第一外科の
ゼン先生：いやあ、やっぱり、大阪大学第一外科の
教授になられる方は、すごいです。当たり前です
。当たり前です
が。
小越先生：よかったな、
小越先生：よかったな、そういう感動が得られて。
ゼン先生：はい。
ゼン先生：はい。なにか喜んでいただくことをした
いな、と思いまして、帰省した時に、
「じゃこ天と
かまぼこ」を送ったんです。その後に、感動しま
した、という手紙を出したんです。そしたら、
「心
温まる手紙だ」といううれしい返事をいただきま
した。その手紙を書いていただいた日は、川島先
生の 87 歳の誕生日だったのです。
小越先生：なんか、最近、いい話が多いな。うら
小越先生：なんか、最近、いい話が多いな。うら
やましい。
ゼン先生：本当に。心と心の会話、ということでし
ゼン先生：本当に。心と心の会話、ということでし
ょうか、大げさですが。
小越先生：いい表現だ。
小越先生
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：確かにそうだな。
小越先生

ゼン先生：そうです。
「食事や経腸栄養が併用され、中心静脈栄
ゼン先生

ゼン先生：それから
「話題」にも 2 つ、記事を書きました。
「CONUT
ゼン先生

養による投与エネルギー量が総投与エネルギー量の 60%未満で

の発音について」と「自己抜去？事故抜去？」について、です。

ある場合を、特別に SPN と呼ぶことにした」ということなんで

私が論文執筆の指導というか、そういうこともしましたので、

す。この 60%という数字にはデータもエビデンスもなくて、コ

ある意味、大変でした。

ンセンサスミーティングで決めたんですけどね。

小越先生：いい内容になったのか？
小越先生
ゼン先生：評価は、読者がしてくれるはずです。
ゼン先生
小越先生：9
小越先生 月 30 日のリーダーズの時には出版されているんだ
な。
ゼン先生：楽しみにしていてください。
ゼン先生
小越先生：忙しかったというのは、それだけか？
小越先生
ゼン先生：実は、日本外科代謝栄養学会の機関誌に、原稿を書
ゼン先生
かなくてはならなくなっていたんですが、忙しくて、なかなか
取り掛かれなかったんです。書き始めたというか、書こうとし
たのが締切の 3 日ほど前で、もう、とっくに締切は過ぎていま
す。

↑モネの庭：写真の真ん中に有名な橋があります。これは、モネの絵

小越先生：それはダメだろう。ちゃんと締切を守らなくては。
小越先生

を再現したもの、だということです。村起こしの一環として、フラン
スのモネ財団と提携して、この庭ができたのだということです。

ゼン先生；わかっています。私が悪いんです。
ゼン先生
小越先生：君は、締切を守ることは大事だといつも言っていた
小越先生
じゃないか・・・偉そうに。
ゼン先生：確かに、そうなんです。でも、今回は、大きな声で
ゼン先生
は言えませんが、気を遣っていただいたんでしょうね、絶対に
○月○日までに送ってください、というメールが来ましてね。
余裕があります。だから、そこまでには完成させる、という気
で今、がんばっているんです。
小越先生：とにかく、
締切は守ることだ。今回の会話は、また、
小越先生

↑ちょうど夜明けの頃に目覚めて家の前に出て写真を撮りました。こ
の景色が私の原点です。

その論文の内容について、自分の考えをまとめながら、という
ことになるんだな。
ゼン先生
ゼン先生：その通りです。やっぱり、先生は鋭い！
先生
小越先生：いつものことだからな。テーマは何なんだ？
小越先生
ゼン先生：
ゼン先生 「重症患者の栄養管理」で、私のタイトルは
「Supplemental PN の意義」です。
小越先生：ふううん、SPN
か。得意領域なんじゃないか？
小越先生
ゼン先生：ちょっと違うような感じなんですよ。
ゼン先生
小越先生：静脈経腸栄養ガイドライン第
3 版で、この用語を造
小越先生
語したんだろう？
ゼン先生：そうなんですが、ちょっと意味が違うと思っていま
ゼン先生
す。ガイドラインでは、SPN の日本語は「補完的中心静脈栄養」
としたんです。ひとつの理由は、IVH という用語を使う方達に

↑とにかく、故郷の写真を出したかったのです。漁港です。いい天気

対して、という意味もあるんです。

でした。きれいです。

小越先生：どういう意味だ？
小越先生
ゼン先生：IVH
という用語に、
「食事や経腸栄養をしながら高カ
ゼン先生
ロリー輸液をやっている場合を IVH という」
なんて、
ある意味、
訳が分からない解釈が存在していたんです。
小越先生：その解釈はおかしいだろう。
小越先生
ゼン先生：確かに、おかしいんですが、そう解釈している方も
ゼン先生
いたんです。
小越先生：世の中、いろいろだからな。そういう解釈をしてい
小越先生
る人たちに対して、SPN という用語を提唱して、IVH という用

↑佐島、黒島、です。宇和海です。黒島の向こうは、宇和島などへと
つながっています。この日は非常に穏やかな海でした。

語を使わないように、ということなんだな。

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、みんなで決めたんだし、ちゃんとガイドラ
小越先生

世界中が TPN をやっていたのに、いつのまにか、TPN は悪、み

インとして公表しているんだから、それはそれでいいと思うけ

たいな雰囲気になってきていますよね。

ど。

小越先生：確かに、そういう流れはあるな。Hyperalimentation
小越先生

ゼン先生：ヨーロッパを中心に使われている
SPN は、ちょっと
ゼン先生

になって、高血糖になるから細胞性免疫能が低下して感染率が

ニュアンスが違うと思っています。
われわれの SPN は「補完的」

高くなる、肝機能障害を起こすし、脂肪肝になるし、bacterial

中心静脈栄養なんです。食事や経腸栄養に TPN を加えて、目的

translocation を起こすし、ということだな。

とするエネルギー量にする、
「完全にする」という意味なんで

ゼン先生：その
hyperalimentation については、IVH という用
ゼン先生

す。それに対して、ヨーロッパの SPN は、単純に、補足する、

語がよくなかったんだ、IVH という用語を使ったから、過剰栄

「補足的静脈栄養」という意味だと思っています。

養という意味になってしまったんだ、だから IVH という用語は

小越先生：補足と補完、という日本語の違いがある、というこ
小越先生

使いたくなかったんだ、って Dudrick 先生が言っていました。

となのか？

小越先生：その話は論文に書いているよな。
（井上善文：IVH と
小越先生

ゼン先生：私はそう思っているんです。補完とは「十分でない
ゼン先生
ところや足りないところ、欠けているところを補って完全なも

TPN－用語としての歴史と開発者 Dudrick 先生の”思い”．臨床
栄養 127:208-215,2015）

のにする」という意味ですが、補足は「不十分なところを付け

ゼン先生：もちろん、書いています。Dudrick
先生は、TPN は
ゼン先生

足すこと。補足することで必ずしも完全になるとは限らない」

hyperalimentation ではないと、開発当時から思っておられた

ということなんです。

んです。非常に深い意味がある話だと思います。

小越先生：わかるような、わからないような説明だな。日本の
小越先生

小越先生：日本で
IVH という用語が広まりすぎたという部分も
小越先生

SPN は「補完的中心静脈栄養」で、ヨーロッパの SPN は「補足

あるな。しかし、今や、日本も含めて TPN という用語が定着し

的静脈栄養」だということだな。なんとなく、わかるような気

ているのに、それでも、静脈栄養は hyperalimentation だ、と

はするけどな。

いうイメージは残っているんだな。

ゼン先生：あまり厳密に考える必要はないと思いますが、ヨー
ゼン先生

ゼン先生：確かに、そうですね。
ゼン先生

ロッパの SPN は、TPN も PPN も含んでいますし、日本も、ゆる

小越先生：本当に。出来上がったイメージを崩すのはたいへん
小越先生

く考えるようにするほうがいいのかもしれません。

だな。

小越先生：なるほど、そういう考え方もあるな。
小越先生

ゼン先生：とにかく、投与量を調整して、過剰にならないよう
ゼン先生

ゼン先生：でも、ほとんどの方は、そこまで考えていないと思
ゼン先生

にしなければならない、そこは非常に重要だと思っています。

います。TPN や PPN で食事、経腸栄養に補足している、という

小越先生：一つの理由は、日本では、バッグ単位で投与量を決
小越先生

理解だと思います。私自身も明確にこうだ、ということではな

めるから、なんじゃないか？

いんですが、でも、もともとの意味は違うと思っています。

ゼン先生：それもあります。TPN
という袋に入った「塊」を投
ゼン先生

小越先生：難しい話だ。それはそれとして、SPN
は推奨される
小越先生

与するんですよね。
「アミノ酸と糖と電解質と微量元素とビタ

のか？

ミンと脂肪を、組成と量を考えて投与する」ではないんです。

ゼン先生：そこが問題なんです。いろいろ検討もされています
ゼン先生

小越先生：そういう議論は、もう何回もやったたな。
小越先生

が、検討結果としても、推奨されるというのと、やらないほう

ゼン先生：そう思います。それもそうなんですが、侵襲時には
ゼン先生

がいい、というのがあって、結論は出ていません。

内因性のエネルギーが増えるから、外因性のエネルギーを投与

小越先生：へええ、そうなのか。そういう状況で、君は、どう
小越先生

すると、自然に過剰エネルギーになってしまう、という説が広

いう結論に持って行くつもりなんだ？

まっていることも、別の意味で問題だと思っています。

ゼン先生：そこですよ、そこが問題です。私は、overfeeding
ゼン先生

小越先生：確かに、そうだな。その考え方が進んで、侵襲時に
小越先生

にならないように SPN をやればいい、という結論に持って行き

は、内因性のエネルギーで十分、栄養は投与する必要がない、

たいと思っています。

ということになってしまっている、ということなんだろう？

小越先生：でも、世の中は、前にも議論したけど、侵襲時には
小越先生

ゼン先生：そうです。でも、内因性のエネルギーに外因性のエ
ゼン先生

栄養は使われないんだから、SPN なんてやっても無駄だという

ネルギーを足すと過剰になってしまう、という説は正しいんで

雰囲気なんじゃないのか？

しょうか。

ゼン先生：そうです。でも、それはおかしい、という議論をし
ゼン先生

小越先生：その考え方を深く考えることなく信じているから、
小越先生

ましたよね。

術後にも栄養は投与する必要がない、使われないんだから、と

小越先生：あれは、もう
1 年くらい前の話だな。
小越先生

いうことになっているんじゃないか？

ゼン先生：そうですね。第
3 回のリーダーズ（2016 年 9 月 24
ゼン先生

ゼン先生：そうなんでしょうね。でも、よく考えると、輸液と
ゼン先生

日）で、術後の栄養管理が話題になって、それを先生と議論し

して投与したグルコースって、そのまま、エネルギーとして使

ましたから、もう 1 年です。

われるんでしょうか。いったん、細胞内に入って代謝されて、

小越先生：早いな、時が経つのは。
小越先生

解糖系、TCA サイクルなんかで ATP を産生して、それがエネル

ゼン先生：本当に。静脈栄養に関しても、Dudrick
先生が TPN
ゼン先生

ギーとして使われるんじゃないんですか？

を開発してもうすぐ 50 年で、1970 年代から 80 年代にかけては

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：そりゃあそうだろう。グルコースは
1g が燃焼する
小越先生

取り込まれてから使われるということです。アミノ酸だって、

と 4kcal の熱量を発生するというけど、それは、細胞の中に入

いったん、細胞内に取り込まれてから代謝されるんですよね。

って代謝されての結果だろう。

小越先生：その通りだよ。だったら、外因性のエネルギーと内
小越先生

ゼン先生：そうすると、それは、内因性のエネルギーというこ
ゼン先生

因性のエネルギーを分けて考えたり、両者を足す、なんて考え

とになるんじゃないですか？

ること自体、理論的ではないということになるな。

小越先生：内因性という表現の定義が問題だけどな。
小越先生

ゼン先生：そう思っています。間接カロリメトリーで測定した
ゼン先生

ゼン先生：外因性といいますが、静脈栄養として投与したもの
ゼン先生

REE(resting energy expenditure)自体が、いわゆる内因性エ

は、いったん細胞内に入って代謝されるのですからね。外因性

ネルギーに相当するんだと思います。

というと、直接、エネルギーを発生する、というイメージにな

小越先生：そういうことになるな。だから、侵襲時には、代謝
小越先生

っていますね。これはおかしいと思いますが。

が亢進して内因性のエネルギーが増えるから、きちんと栄養管

小越先生：確かにそうだな。よく考えると、生体が生きていく
小越先生

理をしなければならない、ということになるはずだ。

ためのエネルギーは、全部、内因性ということになるな。

ゼン先生：でも、侵襲時には、異化ホルモン、炎症性サイトカ
ゼン先生

ゼン先生：そうでしょう。いわゆる外因性というのは、内因性
ゼン先生

インなどのメディエータ―が分泌されるから、投与した栄養素

のエネルギーを発生するためのもの、ということだと思います。

が、侵襲がない時と同じように細胞内に取り込まれたり利用さ

小越先生：足し算をする、というのはおかしいな。
小越先生

れたりするのではない、だから、考えて投与する必要がある、

ゼン先生：でしょう？脂肪もそうです。消化管から入るか、静
ゼン先生

ということなのではないかと思います。

脈から入るか、いずれにしても、いったん脂肪組織などの細胞

小越先生：そこが飢餓と違うところだな。飢餓の場合は、もち
小越先生

内に入って、β酸化ですか、そういう代謝を受ける過程でエネ

ろん、一度に大量に投与するべきではないのだが、考えて投与

ルギーを生み出すんでしょう。私は生化学は苦手なので、あま

すれば、ちゃんと利用できる。それに対して、侵襲時には、投

り偉そうなことは言えないんですが。

与された栄養素の利用にいろいろ制約がある、ということなん

小越先生：正しい解釈なんじゃないか。脂肪がそのまま使われ
小越先生

じゃないか。

るんじゃない、細胞内に入ってから使われるんだからな。これ

ゼン先生：そう思います。投与しても利用されないから投与す
ゼン先生

も内因性のエネルギーということになるな。

る必要がないのではなく、投与した栄養素の利用にいろいろ制

ゼン先生：最近、脂肪乳剤の代謝について、いろいろ勉強して
ゼン先生

約があるから、より考えた投与が必要だ、ということでしょう。

いるんですが、投与された脂肪は、一部は肝細胞に取り込まれ

小越先生：代謝が亢進して、内因性のエネルギー産生が増えて
小越先生

て VLDL に変換されて末梢組織に脂肪酸として供給され、多く

いるんだから、ちゃんと補充しなければどんどん消耗すること

は脂肪組織に備蓄されるということです。いったん、細胞内に

は間違いないな。

←生体のエネルギー代謝における模
式図。概念図です。細かい経路を全部
省略して、概念としての図を作ってみ
ました。エネルギー産生量は生体が決
めます。当然です。通常状態に比べる
と侵襲時には生体が産生するエネル
ギーは増えます。しかし、投与する栄
養素（エネルギーの源になる）の量（組
成も変わるはずです）は、通常状態よ
り少し多くなると思います。どれくら
い増えるのかは、侵襲の大きさや性
質、経過によって異なるでしょう。し
かし、栄養を投与しないと生体はどん
どん消耗します。だから、生体が受け
入れてくれる量は投与しないといけ
ないと思います。どのくらいの量を受
け入れてくれるのか、それも生体が決
めます。だから、我々は、患者の状態
を診ながら、どれだけの栄養素を受け
入れてくれるのかを推測しながら、モ
レセプター的な感じですが、生体が受け入れる栄養素の量を規定するもの、というイメージです。受け入れ窓口、window としましょう。侵襲
ニターしながら、投与量を決める必要
時には、受け入れる栄養素の量が増えたり、減ったり、侵襲の大きさ、侵襲の経過によって変わると思いますが、この図ではそこまで表現
があります。この推測が不適切で、過
することはできていません。要するに、産生するエネルギー量も、受け入れる栄養素の量も、生体が（勝手に）決めるのであって、どれだけ
剰に投与すると、生体はそれを受け入
受け入れる能力があるのかを推定しながら、投与量を決める、ということになる、というのが正しい考え方ではないでしょうか。
れず、高窒素血症になったり、高血糖
AA：アミノ酸（たんぱく質）、CHO：炭水化物、FAT：脂質
になったりそれに付随する合併症や
矢印の太さは、産生量や投与量を表現している。過剰投与時には、window の部分で受け入れてくれないことになり、その量が生体にとって悪
不都合が発生する、という問題が生じ
影響を及ぼすことになる。
るのだと思います。産生するエネルギ
ー量も、受け入れる栄養素の量も、生体が決めているのであって、侵襲時には、生体が自分を守るために代謝を活発にするのです。われわれがで
きるのは、生体が代謝を亢進させるという自己防御反応（適応反応）が成果を出すのを見守るだけです。その反応の期間、生体が枯渇しないよう、
生体が受け入れる栄養素の組成や量を推定しながら「待つ」、サポートする、ということだと思います。決して、内因性のエネルギーと外因性の
エネルギーを「足す」のではないと思います。内因性のエネルギーを産生する生体を、適切な量と組成の栄養素でサポートする（これらを内因性、
外因性のエネルギーと呼ぶべきか、議論のあるところだと思います）、これが栄養管理だと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：そうです。もともと栄養状態がいい症例は、
ゼン先生

ー産生をサポートするために静脈栄養や経腸栄養で投与する

permissive underfeeding などの考え方がありますが、
これも、

栄養素、これがエネルギー源になるのですが、その栄養が必要

その期間をよく考えないと、取り返しがつかない栄養障害に陥

だ、ということですね。

ると思います。

小越先生：だから、侵襲期には利用されないんだから栄養を投
小越先生

小越先生：間違いないよ。表現は悪いけど、だましだまし、栄
小越先生

与しても無駄だ、という考え方はおかしいんだよ。高血糖にな

養素を投与して補充する必要があるはずだ。

るほどの量を投与してはいけないが、脂肪やたんぱく質もうま

ゼン先生：前回のこの問題に関する議論の際、山小屋の薪の話
ゼン先生

く使うことが大事だな。

を持ち出したんですが、いい例えですよね。

ゼン先生：不可避窒素損失もありますから、侵襲期にもアミノ
ゼン先生

小越先生：その通りだ。凍え死なないように燃やすべき薪の量
小越先生

酸を投与する必要がありますよね。

は調整されている。小屋の外から中に入れる能力も決まってい

小越先生：侵襲期には、筋タンパクが崩壊することはわかって
小越先生

る。だから、必要以上に薪を小屋の中に運び込こもうとすると、

いて、アミノ酸を投与しても、その崩壊を抑えることはできな

小屋の中に入れられなくて、外に積み上げられて、雪の中に埋

い、これは示されている。でも、投与したアミノ酸は、全く利

まってしまう、無駄になる、ということだろうな。

用されていないのではなくて、筋タンパク合成は行われている、

ゼン先生：そうして、小屋の中にいる人数が増えるとたくさん
ゼン先生

これも、示されている論文はあるんだからな。

の薪を燃やさなくてはならなくなる、運び込むべき薪の量も増

ゼン先生：この話が、侵襲期には、投与しても利用されないん
ゼン先生

える、そういう対応をする必要がある、ということですね。

だから、栄養を投与する必要はない、と思っている方々の考え

小越先生：そういうことだ。だから、身体と相談しながら、適
小越先生

を変えることになって欲しいんですけどね。

正量を投与して、病態が改善するのを待つ、という考え方にな
るはずだ。
ゼン先生：だから、SPN
そのものがいいとか悪いとか、そうい
ゼン先生
う議論は必要ないように思うんです。もちろん、侵襲時、でき
るだけ早く EN を開始すればいいと思います。それは、栄養投
与というより、luminal nutrition として腸管の integrity を
保ち、免疫状態を維持し、という効果も期待して、という意味
が大きいと思います。ということは、それほどあわてて大量に
投与する必要はないということにもなります。
小越先生：そうだな。適正投与量はよくわからない部分もある
小越先生
んだけど、REE が測定できるのだったら、その 1/4 程度を EN と
して投与しておけば luminal nutrition としての意義はある、
という論文をどこかで読んだ記憶がある。
ゼン先生：そうして、腸管の状態、胃の動きなどを観察しなが
ゼン先生
ら、ゆっくり投与量を目標まで増やせばいい、消化器系合併症
が起こらないように、ということだと思います。
小越先生：そうだな。増やすことができなければ、これもゆっ
小越先生
くり、血糖値が上がらないように、少しずつ静脈栄養で補足す
る、補完する、という方針で管理すればいいんじゃないか？
ゼン先生：そうです。静脈栄養の場合は、強制的に、という表
ゼン先生
現は嫌いなんですが、計算した分の栄養を投与することが可能
ですから、どうしても、できるだけ早く投与しよう、という感
じになって、hyperalimentation になってしまう傾向があるの
で、注意しなければならない。Overfeeding になると、血糖値
が高くなり、細胞性免疫能が障害されて、などの問題が起こる。
そういう状況をとりあげて、SPN は栄養管理としても効果がな
いどころか、逆効果だ、という検討結果が出ている、というこ
となんだと理解してるんです。
小越先生：ずいぶん考え方が整理されてきているんじゃない
小越先生
か？要するに、SPN を否定する必要はない。適正投与量を考え
て、患者の状態をモニターしながら、ゆっくりと投与量を増や

↑9 月に、PICC の本を出版します。出版社は「じほう」です。私な
りに、PICC の理論と実際について、自分の経験を含めて書かせていた
だきました。内容についてはいろいろな意見・批判があると思います
が、それを議論する土台ともなるはずです。日本で初めての PICC の
本です。正しい使い方、管理方法について、学ぶための一助になれば
と思っています。すべては患者さんのために、です。

せば、有効な栄養管理になる、ということだろう？
ゼン先生：そうです。外因性と内因性のエネルギーをプラスし
ゼン先生
て考えること自体が正しくないのであって、内因性のエネルギ
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. 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）
にご参加ください。Medical
にご参加ください。Medical Nutritionist of PEN Leaders の第 1 巻 2 号も出版されます。PICC
号も出版されます。PICC
の本も出版します。
2. 侵襲時のエネルギー代謝で、内因性と外因性に分けて、両者をプラスする、という考え方は正
しくないのではないでしょうか。この内因性と外因性という用語を使うとすれば、外因性の栄
養素は内因性のエネルギーを産生するために使われる、という意味でしょう。
3. Hyperalimentation
Hyperalimentation、
、overfeeding になるから、SPN
になるから、SPN（
SPN（supplemental parenteral nutrition）の
nutrition）の
本当の有用性がわからなくなっているのだと思います。それに、投与量って、当然、急に投与
本当の有用性がわからなくなっているのだと思います。それに、投与量って、当然、急に投与
するのではなく、状態を診ながらじわじわ増やすべきです。
4. 侵襲時にきちんと栄養素を投与しなければ、生体はどんどん枯渇し、自分を維持することがで
きなくなります。生体が回復できる力をサポートしなければなりません。
5. 侵襲時には、どうせ利用されないのだから栄養を投与しても無駄だという考え方は間違いだと
思います。生体がどれだけ受け入れてくれるのかを考えながら、投与する必要があります。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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