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『サーベイランスは、
日本の臨床栄養のこれからを考える基本となる大事な仕事！
日本の臨床栄養のこれからを考える基本となる大事な仕事！』
る大事な仕事！』
第 29 回日本静脈経腸栄養学会学術集会が横浜で、名古屋市立大学消化器外科の竹山教授が会長として開催されました。
1 万人を越える参加者で、この臨床栄養の領域が非常に盛り上がっているかのように感じました。今回は、第 29 回 JSPEN
のレポートを兼ねて、来年の第 30 回 JSPEN 総会への展望などについても話すことができたらと思います。
学会そのものは 2 月 27 日と 28 日の 2 日間でしたが、26 日に各種委員会、理事会、代議員会がありましたので 25 日の
夜には横浜に入りました。横浜って都会ですね。神戸と横浜が日本の港街として並べられていたのですが、神戸よりも横
浜の方がはるかに大都会になってしまった、という感じ。もちろん、神戸の落ち着き、趣、おしゃれな街としてのイメー
ジはすばらしいのですが、スケールが違うな、という気がしました。観覧車も横浜の方がはるかに大きいのですが・・・。
でも、神戸のハーバーランドの観覧車の電飾メッセージには、神戸らしさがあるぞ、なんて変な対抗心を燃やしたり、中
華街の規模では勝負にならないけど、神戸牛がある！！比較する必要がないはずなのに、なんとなく、対抗心が出てきま
す。特に、来年のこの学会を神戸で開催することにしたので、尚更、対抗心がメラメラと燃えますね。
26 日の朝の 9 時から委員会。ガイドライン委員会は、朝 5 時頃に奈良を出発した松末先生が来てくださいました。土師
くん、小山くん、坂本さんと出席率は低かったのですが、今後、ガイドラインに対する意見などを募集しよう、というこ
とになりました。9 時半からは『栄養療法サーベイ委員会』
。昨年の 4 月に発足させた委員会で、初めての会合。今後、ど
のように活動しようか、という話し合いをしました。これからの JSPEN を発展させる、王道を歩くために非常に重要な役
割を果たすことになると思います。しかし、実は、私、
『栄養療法サーベイ委員会』を 10 年以上前に立ち上げ、全国の栄
養療法の状況を調査して、すでに『静脈経腸栄養』にすべての情報を報告しています。小越先生が理事長の時代に委員会
を作らせていただき、ちゃんと仕事をしているんです。それが自然消滅みたいな形になっていたので、今回、復活させて
いただいた、ということです。海塚、土師、栗山、濱田、小川、米倉、杉浦、という精鋭を選ばせていただき、まずは、
来年の第 30 回 JSPEN で報告できるような仕事をしよう、ということにしました。現状を知らずに、日本の栄養療法の改善
はあり得ないでしょう。10 年前と栄養療法の領域がどう変わっているか、知りたいでしょう？
理事会と代議員会は会計報告などの事務的な話し合いばかりで、今後のこの学会をどうしよう、なんていう話にはなか
なかなりません。建設的な動きがない、そんな感じがしてならないのです。外国に対していい顔をするより、JSPEN 会員
のためにすることはないのか？そっちの方が大事だと思います。でも、仕方ありません、体制っていうものはなかなか変
わりませんから。理事会と代議員会で同じような内容の話に耐えていました。代議員会の最後にクリニコ、ニュートリー、
ジェフのアワードの表彰式がありました。私の研究室の秘書、須見遼子がニュートリーのアワードを受賞しました。表彰
式では、せっせと写真を撮りました。代議員の方々も、面白くない話を長いこと聞かされ、疲れたと思いますよ。なんと
かならないの？事務的な仕事は非常に重要ですが・・・。
夜は会長招宴、というか、拡大プログラム委員会。実は、私、初めての出席。
『若芽の会』のため、この学会の第 1 回か
ら、毎回お断りさせていただいていました。今回は、来年の会長だということでどうしても出席しなくてはならなくなり
ました。この学会を支えてこられた重鎮の方々の集まりでした。私は自分も重鎮？という感覚の弱い人間ですし、外人さ
ん向けに英語のスピーチもあるし、ということでなんとなく落ち着かなかったというのが正直な気持ち。竹山会長の細か

↑大柳治正記念学術振興アワード受賞記念講演の後、受賞された
島田先生と、講演された松原先生、杉浦先生と一緒に記念撮影を
させていただきました。右下が実際に講演しておられる時の写真
で、左下は大柳先生から賞状をもらっている写真です。島田先生
は学会や研究会のたびに私に声をかけてくださいました。井上く
んの講演を聞くためだけにこの研究会に来たんだよ、なんて言っ
てもらったこともあります。よかったです、本当に。私も心から
喜んでいます。本当によかった。

↑本当は、右の竹山会長の写真を一番最初に出すべきなのでしょ
う。しかし、プログラムの関係で開会式にも、オープニングセレ
モニーにも出席できなかったし、会長講演も聞くことはできませ
んでした。調査の結果、オープニングセレモニーの会場には 150
人しか集まらなかったそうです。右の竹山会長の写真は、閉会式
の時の写真です。顔が穏やかでしょう？終わったな、という安堵
の表情が見えています。左の 4 枚の写真は、拡大プログラム委員
会の時のものです。もっとたくさん写真を撮ればよかったのでし
ょうが。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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いお気遣いはありがたいと思いました。会の最後には来年の JSPEN 会長として、ちゃんと？挨拶をしました。
『This speech
means the end of this party』なんて、わけのわからない英語をしゃべりましたが、外人さん達には結構うけていました。
二次会に行かれた方もおられるでしょうが、私は部屋で夜景を見ながらのんびりと心地よい時間を過ごしました。
学会初日は、シンポジウム「臨床栄養サーベイランスの意義と必要性」の座長。宇佐美先生と一緒に進行しました。こ
のシンポジウム、竹山会長に『今回の学会の目玉だから、よろしく頼む』と言われ、シンポジストを選ぶのにも結構苦労
したのです。
それなのに、
シンポジウム 1 ではなくて 3？しかも第 11 会場？本当に目玉のシンポジウムのつもり？なんて、
ちょっと不満もあったのですけどね。でも、いいシンポジウムでした。時間が予定を 15 分ほどオーバーしたのですが、ふ
つうの座長は、『座長の不手際で予定時間を超過して申し訳ありません』と言うのですが、
『時間は超過しましたが、それ
だけ中身のあるシンポジウムになったということだと思います』なんて、全然反省の言葉を言わずに座長を終えました。
だって、そうでしょう？最初からこうなることはある程度予想されていたことで、私としては、もう 30 分は長いシンポジ
ウムを計画して欲しかったなあ、と思っているのです。要するに、それだけ充実した、いいシンポジウムだったというこ
とです。でも、本当はダメなんですよね、すみません、次のセッションに食い込みましたので。それにしても、参加者は
少なかったな。このシンポジウムの重要性がわかる JSPEN 会員がこんなに少ないということ？なんて言ったら叱られる？
でも、非常に重要な内容だったのですよね。
その日のランチョンセミナーは、外人さんのサルコペニアとロイシンの講演。1 時に終わらなかったので、途中で退席。
わかっとらんな、あの外人は、と思いました。あわてて大ホールへ行き、社員総会。出席者の少ないこと！200 人もいな
かったのでは？3000 人の部屋に 200 人？内容は事務報告。必要なのでしょうけど・・・。私は、結構がんばって来年の学
会予告のスライドを作ったのですが、聴衆が少ない！ま、仕方ないです。

↑代議員会の時の客席の写真。なぜ、みなさん、端にばかり座る
のでしょうね。左下は、クリニコのアワードをもらった、近江八
幡市立総合医療センターの瀬川裕佳くん。PICC の演題です。私が
彼に TNT で PICC の話をしたのがきっかけで、PICC を使用し始め
たのだそうです。受賞の挨拶で『阪大の井上善文先生に・・・』
と言えばうけたのに、と、この 1 週間後に近江八幡市立総合医療
センターで講演した時に指導しておきました。右下の 2 枚の写真
は、ニュートリーのアワード受賞式と発表時の、当研究室の秘書
の須見遼子です。発表時には、大ホール（3000 人収容）に 280 名
しかいなかったそうですが、無難に発表をこなしていました。

↑左は、初日、第 11 会場、シンポジウム 3、サーベイランスの会
場。開始 5 分前くらいでしょうか。ガラガラ。どうしようかと思
いました。本当にいい講演ばかりでした。もったいない。座長を
しながら、なんで、この部屋が立ち見が出るくらいいっぱいにな
らないのだろう、この学会の会員はサーベイランスの重要性をわ
かってないのだろうか、なんて思っていました。会長の意図って、
なかなか伝わらないものなのでしょうか。なんとか、来年は、私
はこうしたい、というようなことを伝えた学会にしたいでので
す。右は、クリニコ Young doctors award の会場。横浜大ホール
ですが、ガラガラ。休憩場所としては、いつでも入れるから、よ
かった、という感想を言っておられる方もいました。ここを有効
利用しなければ、来年は。

↑第 7 会場と第 8 会場は、入れなかった方がどれほどいたか。100
人しか入れない会場でしたから。発表者も入れない、共同演者も
入れない、座長も入れない、そんな状況だったようです。メディ
カルスタッフの方は熱心だから、立って聞く、入れるのを待つ、
ということをしていますが、私などは、怠け者だから、別のとこ
ろへ行きます。そこもいっぱいだったら、休憩ですね。でも、来
年は、そういう熱心な方がしっかり勉強できるような体制にしな
ければなりません。いろんな方から、今回の JSPEN 学術集会に対
する意見をもらいましたので、それを、来年に活かすつもりで検
討中です。

↑ポスターセッション会場。ごった返している雰囲気がわかると
思います。司会と発表者の会話も聞こえないでしょう。どっちの
ポスターを見ているのでしょうね。大きな声でしゃべっても、お
そらく、会話が成立しなかったでしょう。1000 題というポスター
を、どう扱うべきか？かなり悩みます。みなさん、一生懸命にポ
スターを作って持って来られているのですからね。でも、これだ
けの人が集まると、難しい、大変だ。
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午後からは看護部のパネルディスカッションのコメンテーター。がんばっている看護師さんがたくさんいますよね。そ
れはすばらしいと思いました。看護師さんは施設内で配置換えがあります。そうすると NST のメンバーからはずれること
があります。NST 専門療法士の資格をもっているのに、NST からはずれたら NST 専門療法士として働けない・・・どうした
らいい？昭和大学の添野さんがいい話をしていました。NST メンバーでなくても、NST がない施設でも、栄養管理はできる
んです。そして、NST 専門療法士の T をはずせばいいのです。Nutrition Support: NS 専門療法士と名前を変更した方がい
いかもしれません。アメリカは certified nutrition support nurse と呼ばれています。看護師さん同士のネットワーク
も作られているし、がんばっているなあ、という感じ。
翌日は栄養士部会のパネルディスカッションのコメンテーターをしましたが、栄養士さんももちろんがんばっています。
この学会、実は、医師以外のスタッフががんばっているから成り立っているのに、なんとなく、それを、医師がうまく利
用している、そんな感じになってしまっているように思ったのですが、いかが？
大柳治正学術振興アワードは、私も選考委員として関与させてもらっているのですが、今回の受賞者は、元北里大学薬
剤部の島田慈彦先生。私の大好きな島田先生。受賞講演は、高カロリー輸液の黎明期のご苦労について話され、感銘を受
けました。後を引き継いだ松原先生、杉浦先生の『われわれは島田先生に導かれてここまで来た』という内容も非常にす
ばらしくて、感銘を受けました。終わってから、島田先生と一緒に記念写真を撮らせていただきました。本当によかった。
クリニコ、ニュートリーのアワード受賞講演もありました。聴衆が少なくて残念でしたが、よく考えると、こんな大きな
会場でなくて、もう少しこじんまりとした会場でやればよかったのかな、なんて思いました。
さて、その夜は全員懇親会には出ず、若芽の会。相変わらずの単なる宴会。友達集まれ！みたいな感じのままです。何
回目？少なくとも 20 回目以上です。今回は、私が次の会長としていろいろやるべきことがあるので無理かな、と思ってい
ました。でも、全員懇親会の中では行事がない、ということでしたので若芽の会をやらせていただきました。出席者は 210
名でした。その会場、立食パーティーで 220 名まで収容したことがある、ということでした。とにかく、大勢の方に集ま
っていただき、いい会になりました。食事もうまかったとの評価でした。おみやげ交換もいつものように行うことができ、
盛り上がり過ぎて、騒々しくて、前でしゃべっている人の話が聞こえないということは・・・それほどはなかった、そん
な感じです。私は 2 時間以上しゃべり続けて、少々疲れましたが、心地よい疲れでした。これだけ学会が大きくなると、
会いたい人に会えないことが多いのですが、この若芽の会で会えてよかったと言ってもらえ、主催した私としては、ほっ
としているところです。来年はどうする？今、必死で考えているところです。
今回は北海道からの出席者が多かったのです。旭川の星くんの友達の輪が広がっているような感じでしたね。熊本⇒多
良木⇒喜界島⇒麻生飯塚と移動した田中くんが今度は釧路に行き、また盛り上がりそうな雰囲気です。すばらしい。高崎・
前橋の群馬チームも大きくなっています。ケンミンショーでは群馬は知名度が低いと言われていますが、臨床栄養の領域
では、ね、すごいんだぞ、元気なんだぞ。何より神奈川チームが巨大になり、今回は 35 人も来られました。私も顔なじみ
の方が多く、ありがたいことだと思います。中村卓郎くんの輪も広がっているし、東京はがん研有明の栄養士さん達、せ
んぽ高輪の足立先生御一行。千葉の亀田総合病院、奈良県組、神戸川崎病院、麻生飯塚、製鉄記念八幡、田川など、いつ
もの顔。宮崎江南は、白尾くん、吉田さんに加えて総勢 5 人も参加されました。福島は木暮くんが柱となり、公立藤田総

↑若芽の会は、私の一番仲良しの西口くんの乾杯の音頭で始まり
ました。その横は、大阪市立総合医療センターの緩和医療科の天
野くん。やる気満々、という感じ。右は足立先生のお仲間。すご
いです、足立先生は。本当にすごいです。もう引退でしょう？と
言うと、まだまだですよ、と叱られました。せんぽ高輪の栄養士
さん達もがんばってます。下左は、がん研有明の栄養士さん達で、
右下は、桂夫妻です。

↑北海道組です。全員の写真が出ていますよね。北海道は、だん
だん、臨床栄養に積極的な施設が増えています。星君が中心？地
道にがんばってください。北海道支部会も盛大に行われていまし
た。北海道？そうなんです、とにかく、私は、釧路から根室へ行
きたいのですよね。日本の端へ行きたいのです。根室での講演会
はありませんか？確か、根室の納沙布岬ですよね、東の端は。呼
んで、田中くん。レンタカーで根室まで行くから。
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合病院と福島医大から大勢で参加してくれました。京都は桂夫妻、大阪は西口くんと天野くん、滋賀 PEG チーム、看護師
軍団や栄養士軍団、みなさん、それぞれ、旧交を温めるという感じでした。製薬会社や食品会社、器具関連の会社の方々
も参加していただき、本当、盛り上がりました。そう、小山、杉田、栗山の日本海グループ？は人数は少なかったけど、

↑左上は慈恵医大の山本さんと種村さん。名札でわかりました。
その横は、石川、新潟、福井の日本海組？右端の男二人の写真は、
仕方ないから出しました。その横に栗山さんがいるのに、男二人
で記念撮影？という感じ。下左は神戸の川崎病院の、元、私の仲
間です。阪尾、ちゃんとやってるか？

↑麻生飯塚病院、紀南病院、社会保険田川病院、久留米医療セン
ター、宮崎江南病院、製鉄記念八幡病院、亀田総合病院の方々で
す。全員が出演できていますよね。そう、宮崎江南病院の白尾く
んは、4 月から院長就任だそうです。えらいなあ、院長？まだ若
いのに。院長権限で、私を宮崎に呼んでください。そのくらい簡
単にできるでしょう、院長なんだから。都井岬に行きたいんです
よね。

↑奈良、益田、沖縄、滋賀、阪大、などなど。これだけの写真を
集めるのも大変だったのです。200 人以上の写真を、ほぼ全員、
掲載できていると思うのですが、出てない、という方がおられた
ら連絡ください。次号に載せますので。でも、正直、全員の名前
を覚えているのではありません。でも、お顔は、わかるのです。
生き生きしているから。

↑看護部と福島組です。看護部というか、兵庫医大、明和病院、
セコム、ということでしょう。他のグループにも看護師さんはた
くさんいますから。看護部のネットワークは、今後、いい活動を
しそうです。下は、木暮くんを中心とした、福島医大と公立藤田
病院の面々。木暮色が強すぎて、私ですら、ついていけないかも。
会津ですよ、会津魂。会津藩家訓、什の掟は、研究室の壁に貼っ
ています。枠内の小林栄養士は、居合道 5 段、だそうです。鎧、
弓、法螺貝、日本刀の木暮くんと、居合道 5 段の小林栄養士、い
い組み合わせですよ。

↑群馬です。ケンミンショーでお馴染みの群馬です。栄養療法が
すごく盛り上がっているのです。群馬です。群馬県の位置、もう
わかりますよね。群馬には臨床栄養における勢いがあります。こ
こも元気。そう、私、手術して 4 年が経過したので、小川くんに
もらった 4 つ目のダルマの右目を入れました。ありがとうね。左
下の伊東さんが持っているのは、足立先生の著書。お土産交換で
もらいました。小川、中村が正しい栄養療法を群馬に広めている
んでしょうね。人柄だ。

↑神奈川グループ。総勢 35 人。みんな、がんばってますよ。た
くさんの方の名前も覚えました。看護部パネルでも神奈川ががん
ばっていました。添野、川畑、朝倉、6 人の演者のうちの 3 人が
神奈川でした。望月くん、林くん、太公望：三宅くん達の人柄で
すかね。3 月 4 日に森さんに招かれて横浜へ講演に行ったのです
が、その時も、大勢の方に来ていただきました。神奈川はすごい、
勢いがある、そう実感しました。がんばれ、神奈川。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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存在感を示していた？山陰と言えば益田日赤の豊田グループ、沖縄の湧上グループも健在でした。私の弟子？紀南総合病
院の藤田くんが、私の教授就任を祝って万歳三唱をしてくれ、正直、胸が熱くなりました。ありがとうな。
2 日目の仕事は、教育セミナーのオープニング。とりあえず、同じ机に 3 人で並んで座ってるんだから、挨拶でもやっ
てください、ということで 1 分間の『おしゃべりフリータイム』
。700 人が一気にしゃべると騒々しい。でも、簡単に打ち
解けておられたようす。もちろん、私は 1 分なんていう時間を測るようなきちんとした性格ではありません。適当に止め
ましたが、多分、3 分以上はしゃべっておられたでしょう。専門療法士制度について説明をして、松末先生にバトンタッ
チ。お得意の、消化器の解剖生理です。『人体はチクワだ！』（『芸術は爆発だ！』とは太陽の塔の岡本太郎の言葉ですが）
という講義の最初を聞いてから会場を後にしました。
私のランチョンセミナー（ニプロ共催）は静脈経腸栄養ガイドラインについて。ガイドラインを買ってない人がいる？
それじゃあこの講演は意味がない、やめる？このランチョンが終わったらガイドラインを買うと約束してくれるなら講演
を続けますが、ということで始めたのです。おかげで？学会期間中に 250 冊売れたそうです。でも、参加者は 10,000 人な
んです。250 冊というと、2.5%に過ぎない。それでは不十分でしょう。今回の目玉は、ガイドライン作成実行委員会メン
バー全員の写真を出しながら一人一人紹介させていただいたこと。粟井内科医院の紹介もさせていただきました。
その後、時間がある時は、ポスターを見ながら、展示を見たり、からかったりしながらうろうろしたのですが、ポスタ
ー会場は大混雑。説明が聞こえない、座長との会話が聞こえない、演者と座長の間を何も考えずに通り過ぎる人がいる？
大変なポスターセッション。来年は、どうしたらいいんだろう、そんなことを考えていました。最後に大ホールで竹山会
長の短い閉会の挨拶を聞き、学会は終了しました。でも、私には翌日も仕事がありました。
3 日目は教育セミナー2 日目。最後の在宅栄養管理のセッションをしゃべり、修了証を渡して、学会の仕事を終了しまし
た。無事、大きな問題なく第 29 回 JSPEN 学術集会は終了。竹山会長もホッとしているでしょう。私にとっても、いろいろ
考えるところのある学会でした。この経験を、来年の第 30 回 JSPEN 学術集会に活かさなくてはならないのです。

↑紀南病院の藤田くんの音頭で万歳三唱。なんの万歳？私が阪大
の教授になったことなのですよ。私にとっては、もう 1 年になり
ますから、あまりピンとこなかったのですが。あいつ、ちゃんと、
こういう場で喜ばせてくれる、いい弟子です。足立先生の万歳が
すばらしい！ありがとうございます。森さん、天野くん、山田さ
んの万歳も、目立ってますよ。足立先生と森さんの、指先まで伸
びた万歳がすばらしい！

↑参加していただいた企業の方々。楽しんでいただけましたでし
ょうか。企業の方というより、私は、お友達だと思っています。
でも、企業の方々は、井上善文は怖い！と思っているのでしょう
ね。怖くないです、厳しいかもしれませんが。でも、それがなく
なれば、井上善文はただの『枯れたじいさん』ですからね。

↑いい写真！これ以上のコメントは不要です。いい会だったので
すよ。

↑コメディカルセミナーの、講義開始前の写真。3 人が並んで座
っているのに、お互い、知らんぷり。ま、初対面ですから、なか
なか打ち解けることはないでしょう。スマホに専念している人、
本を読んでいる人、お茶を飲んでいる人、いろいろですが。私の
開会の挨拶の時、おしゃべりタイムを設けましたので、そこで、
少しは打ち解けて、いい雰囲気で受講されたのではないかと思う
のですが、いかがでしょうか。しかし、この大人数。講師の評価
が厳しいのです。でも、今回の評価点をチェックすると、私に 5
点満点の 1 点をつけた方はいなかった・・・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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ゼン先生：先生、昨年の金沢での学会を思い出しながら、
ゼン先生

小越先生：みんなが喜んでくれて、オレも本当にうれしか
小越先生

横浜での JSPEN を楽しんできました。

ったよ。若返ったような気にもなったし、まだまだがんば

小越先生：横浜か。1 万人を越える参加者だったらしいな。

ろうと思ったもんだ。

ゼン先生：そうです。昨年の金沢は
7000 人ほどだったと
ゼン先生

ゼン先生：僕は、あの時の先生の『みんな、がんばれ！』
ゼン先生

思いますが、さらに増えました。

という雰囲気で檄をとばしてくださった、あれがうれしか

小越先生：金沢も大変だったな。でも、地方都市でちゃん
小越先生

ったんですよ。忘れません。若芽の会も大きくなりすぎて、

とあの規模の学会が運営できたんだから、という気もする

記念写真を撮る余裕がなくなりました。うれしい悲鳴です。

けど。

小越先生：でも、写真はたくさんあるんだろう。
小越先生

ゼン先生：そうですよね。確かに、いろいろ工夫しながら
ゼン先生

ゼン先生：もちろんです。今回は、いろんな人が撮った写
ゼン先生

やってましたね。いろいろ不満を感じた方もいたようです

真を送ってくれたので、整理が大変でした。800 枚近くあ

が、私には思い出深い学会でした。

りましたので、それを、一人一人に分けるのは不可能なの

小越先生：そうだな。オレも君とのランチョンセミナーを
小越先生

で、北海道組、群馬組、神奈川組、みたいな雰囲気で分け

やるために、がんばったつもりだよ。

て、あとは、自分たちで分けてください、ということにし

ゼン先生：もちろんです。ありがとうございます。涙が出
ゼン先生

て、その地域の中心の方々に送ったんです。一人で写って

そうでした。

いる写真ではないんですから。大勢で写っているし、メイ

小越先生：それはそうと、どうだったんだ、若芽の会は。
小越先生

ンじゃなくて、隅の方に写っている場合も、それを地域別

ゼン先生：そりゃあ盛り上がりましたよ。今回は、学会前
ゼン先生

に分けたんで、大変でした。でも、ここまでやらないと若

日ではなくて、学会初日の夜に開催しましたので、200 名

芽の会の主催者としては、仕事を終えたという気がしない

以上になりました。

んです。

小越先生：200
名？そんな大きな会になったのか。一大勢
小越先生

小越先生：相変わらずだな。どれだけ時間がかかったん
小越先生

力になったな。何か、大きな力になっているんじゃない

だ？

か？

ゼン先生：そうですね、7～8
時間はかかったと思います。
ゼン先生

ゼン先生：先生、
最初からそんな考えは持っていませんよ。
ゼン先生

でも、みんなが喜んでくれるんで、それでいいんです。

単なる宴会。友達の輪を広げるだけ。楽しかったらいいん

小越先生：そうか、ま、そういう積み重ねで友達の輪が広
小越先生

です。政治的な力？考えたこともないです。そんなことを

がるんだからな。やりなさいよ、そういうことを、しっか

するんだったら、もう、何年も前から、この若芽の会から

りやりなさいよ。

評議員をたくさん推薦するとか、そんなことをやってます

ゼン先生：そうですね。これからも時間を見つけてやりま
ゼン先生

よ。

す。

小越先生：そうだな。そこがこの会のいいところだよな。
小越先生

小越先生：ところで、今回の学会の目玉は何だったんだ？
小越先生

ゼン先生：先生に『若芽の会』という名前でいいんじゃな
ゼン先生

ゼン先生：竹山先生はいろいろ考えておられたようです。
ゼン先生

いか、年とっても、若芽のような気持ちで栄養管理をがん

私には、サーベイランスをやってくれ、これが一番大事な

ばってやる、という意味だよ、と言っていただいて、その

んだ、と言われて、結構苦労して演者選びもやりました。

名前でずっと行こう、ということにしたんですよ。あれは、

小越先生：サーベイランスか？昔、栄養療法サーベイ委員
小越先生

京都での学会でしたよ。滋賀医大の藤山教授が会長で、

会を作っていたじゃないか。

2008 年でしたから、もう 6 年も前のことです。

ゼン先生：そうなんですよね。私が先生にお願いして、サ
ゼン先生

小越先生：そうか、
もう 6 年か。会長招宴があったのだが、
小越先生

ーベイランス委員会を作ってもらいましたよね。

君がどうしても来てくれというから、会長招宴を抜け出し

小越先生：そうだよ。ところがだな、サーベイランスに相
小越先生

て若芽の会に参加したんだったな。

当なお金がかかるということになって、学会からは出せな

ゼン先生：そうですよ。みんな感動してました。
ゼン先生

い、どうするんだ、ということになっただろう？

小越先生：確かに、うれしかったなあ。こんなに元気な連
小越先生

ゼン先生：そうです。ダメだ、この委員会はダメだ、みた
ゼン先生

中がいるんだから、この臨床栄養の領域、これからどんど

いなことになりかけたので、私が先生に直接手紙を書かせ

ん活発になるし、間違った方向へは進まないだろう、と思

ていただきました。

ったもんだよ。

小越先生：そうだったな。お金の出処には苦労したんだけ
小越先生

ゼン先生：参加者全員と先生の記念写真を撮りましたよね。
ゼン先生

ど、きちんとした栄養療法の現状の調査ができたんだった

先生を真ん中にして 10 人くらいずつ。

な。

小越先生：そうだったな。あれはいい写真が多かったな。
小越先生

ゼン先生：できました。2
回目は、その 3 年後くらいでし
ゼン先生

ゼン先生：私の一眼レフのデジカメを持って行ってました
ゼン先生

た。TNT 受講者を対象とした調査をやって、現状と TNT の

からね。

効果について、比較のデータも出しました。全部のデータ
は、静脈経腸栄養に論文として連載の形で出しました。

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：なのに、その栄養療法サーベイ委員会が、いつ
小越先生

ゼン先生：確かに。例えば、10
年前と比べてどうなった？
ゼン先生

の間にか消滅していた？

なんていう疑問はかなりたくさんありますよね。

ゼン先生：そうですね。
なんとなく、消滅していたんです。
ゼン先生

小越先生：あるある。前回の話題になるけど、SGA
をどの
小越先生

ま、私もその頃はガイドラインの作成で大変だったのでじ

くらいの施設が利用しているのか、とか、ほかのスクリー

っとしていたんですが、ガイドラインの仕事が一段落した

ニング指標を用いているのか、とか、コニュート(CONUT)

ので、改めてサーベイランスをやることが大事だ、なんて

を使っている施設はどのくらいあるのか、知りたいな。

思って、復活させてもらった、ということです。

ゼン先生：そうなんです。素朴な疑問です。鎖骨下穿刺は
ゼン先生

小越先生：なるほど、そういう経緯か。
小越先生

エコーガイド下にやっている？PICC はどのくらい普及し

ゼン先生：来年の学会の時に、そのデータを発表してもら
ゼン先生

ている？エコーで穿刺している？肘から PICC を挿入して

おうと目論んでいましてね、これが、大事な仕事になりそ

いるのか？いろいろ知りたいですよ。

うです。

小越先生：そうだな。小越章平を知ってるか？なんてこと
小越先生

小越先生：なるほど。とりあえず、10
年前のデータとの比
小越先生

も聞いてみたいよな。

較がやりたいんじゃないか？

ゼン先生：確かに。この領域の有名人の中では誰が一番有
ゼン先生

ゼン先生：そうです。あの頃興味があった、
『IVH という用
ゼン先生

名か？

語と TPN という用語のどちらを使う？』
『静脈栄養と経腸

小越先生：オレだよ、オレに決まっているだろう？
小越先生

栄養のどちらが第一選択？』なんていう調査は非常に面白

ゼン先生：それはわかりませんよ。先生が理事長の時の会
ゼン先生

かったと思います。

員数は 2～3000 人でしたよ。大柳先生が理事長の時に 1 万

小越先生：確か、IVH
が 90%くらいだったな。
小越先生

人が会員になったんですから。大柳先生の方が有名かも？

ゼン先生：そうです。先生もこの論文の共著者になってい
ゼン先生

小越先生：やめよう、そんなくだらんサーベイランスは。
小越先生

ますし。

ゼン先生：もちろんです。聞きません。
ゼン先生

小越先生：そうだったな。今は、IVH
と TPN の呼び方、ど
小越先生

小越先生：PEG
の実施件数がどう変化したかも、知りたい
小越先生

うなっているんだろうな。オレも知りたいよ。

な。

ゼン先生：かなり
TPN という用語が普及しているんじゃな
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。でも、今、減っているといっ
ゼン先生

いかと思いますよ。でも、まだ IVH と呼ぶ方は、相当いる

ても、それは、正しい適応判断ではないと思いますから。

と思います。調査対象を、NST を真剣にやっている施設と

小越先生：オレは大学で副学長をしていたから、よく思う
小越先生

すると、TPN の方が多いと思います。

んだけど、医学教育の中で、臨床栄養にどのくらいの時間

小越先生：IVH
よりも TPN の方が多くなってるか・・・本
小越先生

を割いているのかも知りたいよな。それから、誰が、どの

当か？

科の医師が教えているのか、それも知りたい。

ゼン先生：調べてみないと最終的な結論は出せませんけど。
ゼン先生

ゼン先生：確かに、そんなことも知りたいですよね。
ゼン先生

でも、静脈栄養と経腸栄養の選択比率は、明らかに経腸栄

小越先生：君がよく言っている、ちゃんと、ビタミン
B1
小越先生

養だということはわかります。

は 3mg 投与しているのか、微量元素は毎日投与しているの

小越先生：あの時の調査では五分五分だったよな。
小越先生

か、なんていうことも知りたいんじゃないか？

ゼン先生：そうです。ただし、TNT
受講後の方を対象とし
ゼン先生

ゼン先生：ま、結果は見えてますけどね。そういうデータ
ゼン先生

た調査では、既に経腸栄養の方を第一選択にするという方

は、どこにもないんですよ。だから、とりあえず、今回は

が圧倒的に多くなっていましたよ。

現状調査、ということになると思います。

小越先生：そうだったな。ということは、ここで新しく調
小越先生

小越先生：それを継続していくことによって、サーベイラ
小越先生

査をすると、静脈栄養を第一選択とするという答えは、1

ンスになっていく、ということなんだよな。

割もないんじゃないか？

ゼン先生：まずは、栄養障害の患者がどのくらい存在して
ゼン先生

ゼン先生：確かに、そんな気がします。実は、今回の学会
ゼン先生

いるのか、ということを調査して、たとえば、NST 活動を

で、うちの秘書の須見に 1998 年から現在までの JSPEN で

きちんとやれば 10 年後には栄養障害の患者がこれくらい

発表された演題を解析させたんです。そうすると、静脈栄

減りました、ということになれば、本当の意味のサーベイ

養が演題数に占める割合が 23%から 4%に減り、経腸栄養は

ランスができている、ということになるんだろうな。

6%から 27%に増えていました。

小越先生：なるほど。ということは、栄養障害の定義をき
小越先生

小越先生：そうか、そんなに顕著に変化していたんだ。
小越先生

ちんとしておかないとダメだろう。

ゼン先生：昨年の金沢では、演題数をかなりしぼったよう
ゼン先生

ゼン先生：もちろんです。SGA
では無理ですから、ODA で
ゼン先生

なんですが、静脈栄養は 48 題、経腸栄養は 310 題でした

きちんとした数値で表現しておかないとダメでしょう。

ね。

小越先生：そういうことだ。ということは、君が造語した
小越先生

小越先生：変化を観察すると、流れがよくわかるな。
小越先生

ODA という用語が、みんなに使われるということになるな。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第４回
ゼン先生：もう
ODA という用語は、この領域で一般的に使
ゼン先生

ゼン先生：大体結果は出ていますよ、先生。カロリー計算
ゼン先生

われる用語になってますから、今更、井上善文が造語した

ができる医療従事者の割合は、全然増えていません。本当、

んだ、なんて言っても、
『ほう、そうか』ということです

恐ろしいくらいに変わりがありません。NST が普及すれば、

んでしまいますよ。

誰もがカロリー計算くらいできるようになるだろう、と思

小越先生：確かに、そうかもしれんな。
小越先生

われているかもしれませんが、調査の結果ではそうでもな

ゼン先生：高カロリー輸液のキット製剤は何を使ってい
ゼン先生

いんですよね。

る？PPN 製剤は何を使っている？そんなことも知りたいで

小越先生：だから調べる価値があるんだよな。
小越先生

すね。

ゼン先生：サーベイランスの意義として、サーベイランス
ゼン先生

小越先生：経腸栄養剤だって、そうだろう？病態別経腸栄
小越先生

を実施することにより、例えば、感染対策なんですが、新

養剤はどのくらい使われているのか？immunonutrition は

しい方法を導入しなくても、それだけで感染率が下がった

どのくらい普及している？

りするんですよね。ホーソン効果です。

ゼン先生：ERAS
だって、どれくらい普及しているのかも知
ゼン先生

小越先生：ほかの人に見られているということで、
例えば、
小越先生

りたいと思っている人が多いんじゃないでしょうか。

手洗いの頻度が上がる、なんてことだろう？

小越先生：そうだな。いろいろ、日本の現状として知りた
小越先生

ゼン先生：そうです。CRBSI
感染率を毎月チェックして報
ゼン先生

いことがあるなあ。

告すると、それだけで、ま、細かい感染予防対策を、それ

ゼン先生：そうなんですよ。みんな、そういうことに興味
ゼン先生

までは手抜きしていたということになるんでしょうかね

があるんです。でも、データはない。

え、きちんとやることになって、という意味でしょう。

小越先生：あの、10 年ほど前のサーベイランスのデータは、
いろんな場面で使われていたようだな。

小越先生：この臨床栄養の領域ではどうなるんだ？
小越先生

ゼン先生：確かに、そうですよね。特に、製薬会社が説明
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。栄養障害の発生率を調査すること
ゼン先生

会などの資料としてよく使っていたみたいですよ。

にすれば、ま、結果を逐一、報告しないといけないと思い

小越先生：今の日本の現状はこうなっているから、こうい
小越先生

ますが、栄養障害の発生率が減る、ということになるので

う製品をこう使うべきだ、みたいな話の基本となるデータ

しょうか。

だな。

小越先生：なる・・・かな？まずは、栄養障害に陥らせて
小越先生

ゼン先生：私が個人的に実施している試験も、もう
10 年
ゼン先生

はダメなんだ、という意識付けが難しいんじゃないか？

近くなりますから、その頃のデータと、近々のデータはこ

ゼン先生：例えば、アルブミン値は
3.5g/dL より低くなれ
ゼン先生

んなに違います、という資料にもなると思います。

ばダメだ、なんていう意識がないんじゃないでしょうかね、

小越先生：あの、略語の意味を書かせるという試験だな。
小越先生

現段階では。

ゼン先生：そうです。カロリー計算や
NPC/N 比を計算させ
ゼン先生

小越先生：ダメという表現はおかしいけど、問題だ、栄養
小越先生

る試験も、です。

障害に向かっている、という意識は持って欲しいな。

小越先生：NST
が普及すると、これらがどう変化するか？
小越先生

↑今回の若芽の会では、10 人の方に『みんなの栄養管理講座パートⅣ』をプレゼントしました。もちろん抽選で。本当は、ひとりひと
りに会場で買って欲しかったのですが。2381 円ですので、よろしくお願いします。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第４回
ゼン先生：サーベイランスとして、栄養障害症例を減らそ
ゼン先生

れば、ホーソン効果も得られる、ということになるんだろ

うという目標を立てながら、現状を日々調査していってい

うな。

ると、その間に、アルブミン値が栄養指標として重要だ、

ゼン先生：そうです。そこがサーベイランスの本当の意味
ゼン先生

とか、ちゃんと栄養評価をしないといけないとか、どうい

だと思います。期待できそうですね。

う栄養療法をやれば栄養障害症例を減らすことができる

小越先生：ま、とにかく、やってみることだ。オレの恩師
小越先生

のか、なんて考えるようになるんでしょうね。

の中山恒明先生の『始めたら半分成功、後の半分は止めな

小越先生：そうだな。それから、ちゃんと栄養評価をやっ
小越先生

いこと』だよ。それが大事だな。

てるか？とか、適正な栄養療法をやってるか？とか、それ

ゼン先生：確かに、サーベイランスって、まさに、先生の
ゼン先生

を、誰かが常に監視して、院内で報告するという活動をす

座右の銘の通りですね。がんばります。

↑みんなの栄養管理講座が 4 冊、並びました。それなりに、並べるといいものですよね。12 年間の結晶か、という感じ。よろしくお願い
します。以前にも言いましたが、よろしくお願いしますということは、『買ってください』ということです。電話は、03-3578-0303、ジ
ェフコーポレーションです。実は、わざわざ私にサインをしろと郵送してくださった方がおられます。うれしかった。いくらでもやりま
すよ。着払いにしてください。静脈経腸栄養ガイドライン第 3 版にサインを求められることがあるのですが、それはダメです。12 人で作
成したものですからね。私一人ではサインできません。他の方のサインをもらってからなら、やりますけど。

【今回のまとめ】
1. 第 29 回 JSPEN が横浜で開催されました。いろいろ思い出もできたと思います。来年は、第
30 回で、平成 27 年(2015 年)2 月 12 日、13
日、13 日に神戸で開催します。
2. 横浜での総会で、京都でやるからと宣言し、ポスターを配布し、だったのですが、収容可能
人数を調査して、急遽、開催都市、会期を変更したのです。悩みましたけど、会場としては
広い方がいいので、決断しました。
3. 会期、会場の変更をどのようにお伝えするかも重要です。ホームページに掲載し、メールも
使い、私のブログにも書き、など、あらゆる手を使っています。個別になりますが、周りの
方に教えてあげてください。
4. 栄養療法サーベイランス委員会の活動を開始します。まずは、現状調査です。どういう形で
調査するのか、検討中ですが、ご協力、よろしくお願いします。

5.

サーベイランスの最終目標は、栄養障害の方の数を減らすこと、適切な栄養療法が実施でき
るようにすること、日本人の健康と福祉に寄与すること。JSPEN
るようにすること、日本人の健康と福祉に寄与すること。JSPEN の大きな目標を達成するた
めに、本当に重要な仕事です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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