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『侵襲期に維持輸液だけで管理すると、どんどん栄養障害が
侵襲期に維持輸液だけで管理すると、どんどん栄養障害が
進行してしまう、これは重大な問題です』
進行してしまう、これは重大な問題です』
インドへ行ってきました。無事、帰国しました。まわりの方々から、いろいろと注意点を教えていただいたおかげで、
食中毒になることもなく、ということです。森永のビフィズス菌末を服用していったから、かもしれません。当初は 3 月
頃に講演会を開催する、ということでしたが、結局、9 月という日程になりました。9 月って、暑いんじゃない？いえ、5
月がピークで、9 月はずいぶん涼しくなっています、ということ。そういえば、5 月 18 日にはインドで気温 51℃が観測さ
れたということです。9 月 11 日に関西国際空港からシンガポール航空でシンガポール経由、チェンナイへ。翌日の夜から
講演が始まりました。19 時半には chairperson が来て、打ち合わせをして、20 時から講演開始の予定。しかし、chairperson
が来たのは 20 時半を過ぎていて、講演会が始まったのは 21 時過ぎ。インド時間？その後は懇親会で、カレーやら何やら。
翌日は起きて、朝食をとり、空港へ行き、飛行機でハイデラバードへ。空港から車でホテルへ移動し、夕方まで部屋にい
て、夜、講演。翌朝は起きて、朝食をとり、空港へ行き、飛行機でコルカタへ。空港から車でホテルへ移動し、夕方まで
部屋にいて、夜、講演。翌朝は起きて、朝食をとり、空港へ行き、飛行機でラクナウへ。空港から車でホテルへ移動し、
夕方まで部屋にいて、夜、講演。翌朝は起きて、朝食をとり、空港へ行き、飛行機でデリーへ。空港からホテルへ移動し、
夕方まで部屋にいて、夜、講演。講演が終わったら車で空港へ行き、飛行機で日本へ、というスケジュールでした。5 日
間、5 都市で 5 講演という、なんとも、旅芸人みたいなスケジュールでした。ほとんどホテルの中だけで過ごしました。
唯一の外出はラクナウで。街の中を歩き、いわゆるショッピングモールへ行きました。モールへ入ると、それは、別世界。
いわゆる普通でした。しかし、モールの外は、ふつうの？道路に牛がいて、豚がいて、野犬が闊歩していました。交通は

↑9 月 11 日から 17 日まで、インドに講演に行ってきました。5 日間で 5 都市で 5 講演を行うという、ものすごいスケジュールでした。
観光はありませんでした。でも、それなりに楽しみました。インドらしい服装をしている方々との写真も撮りましたし、参加者との
写真も撮りましたし。インドらしい食事も、もちろん食べました。私にしては、がんばった方です。スパイスの効いたインド料理は、
もう、結構です。やはり、日本の食事がいいです。インド時間には疲れましたね。予定時刻が 1 時間過ぎても講演会は始まりません
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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無法地帯で、クラクションは鳴りっぱなし、ひどい交通事
情でした。観光は、デリーで空港からホテルへ行く途中に
国会議事堂などを見ただけ。ガンジス川もタージマハール
も見ることはできませんでした。カレー料理は、最初の 2
日間はがんばりましたが、あとは、無理でした。朝食はふ
つうだったので、がんばって食べ、講演後の懇親会では何
も食べず。ホテルの部屋ではミネラルウォーターやコーラ
を飲むだけ。歯磨きもミネラルウォーターで嗽ぎ、歯ブラ
シもミネラルウォーターで洗う。シャワーを浴びる時も湯
を飲まないように、息を止めて。トイレは、携帯ウォシュ
レットを持っていきました。おかげで、無事、帰国できま
した。それなりに、思い出深いインド旅行でしたが、やっ
ぱり、大変な講演旅行でした。ちなみに、インドルピーに
両替をすることもなく、買い物も置物やマグネットなどの

↑札幌市病院薬剤師会が終わってからの懇親会。みなさんがこう
いう格好で写真を撮っていたとは、知りませんでした。この日の
札幌の気温は、大阪と同じでしたので、かりゆしを着ての講演で
ちょうどよかったのです。札幌医科大学記念ホールでの講演でし
た。観光はありませんでした。

記念品を買っただけでした。
9 月は本当、移動、移動。9 月 1 日には札幌病院薬剤師会
で講演。
翌日は PEG・在宅医療研究会のために高松へ移動。
その翌日は研究会で発表し、終わったら博多へと移動、で
した。札幌病院薬剤師会では PPN の感染予防について講演
し、懇親会では薬剤師さん達と楽しい時間を過ごしました。
翌朝、北海道観光なしで羽田へ移動。羽田では、PEG・在
宅医療研究会へ参加する、高崎総合医療センターの小川く
んとばったり。飛行機に乗ろうとしたら、丁度、安部首相
がウラジオストクへ向かう、政府専用機が飛び立つところ
で、
「尾翼に日の丸」の飛行機の写真を撮りました。この飛
行機に遭遇するのは、極めてめずらしいことだそうです。

↑左は研究会が開催されたサンポートホール高松の写真で、右は、
当番世話人の合田先生の懇親会での挨拶です。海の見えるレスト
ランでした。夕日と小豆島が見える、はずでしたが、見えません
でした。でも、いい雰囲気のレストランでした。高松の駅前、こ
の海岸通りは、ものすごく変わっていました。

高松では、小川くんと一緒に高松駅構内の「連絡船うどん」
を食べました。16 時からは世話人会。終わってからは懇親
会。懇親会は途中で抜け出して、小川くん、伊藤くん、西
山くん、山田さんと食事？会。といっても、懇親会でオリ
ーブステーキなどを食べていたので、ほとんど何も食べま
せんでしたが。翌朝は、朝 1 番のセッションで発表。カー
ムソリッドの使用実態調査結果を報告しました。そのセッ
ションが終わったら、高松駅からマリンライナーで岡山へ
移動し、新幹線のぞみに乗り換えて博多へ。博多では第 3

↑高松で開催された PEG・在宅医療研究会の時、羽田から一緒に
行った小川くんと、連絡船うどんを食べました。かつての宇高連
絡船のデッキでのうどんと同じ味だとのこと。やはり、うどんは
『素うどん』ですよ。翌朝、博多へ行く時も、10 分ほど出発まで
に時間があったので、この『素うどん』を食べました。

↑日本国政府専用機：Japanese Air Force One/Two です。貴賓室、夫
人室、秘書官室、会議室、事務室、随行員室、一般客席（89 席）
がある。皇室、内閣総理大臣、またはこれに準じる要人の輸送、緊
急時における在外日本人の救援輸送、国際緊急援助活動、有事にお
ける自衛官の緊急輸送にのみ用いられる。「要人」とは、天皇を始
めとする皇族、国賓およびこれに準ずる賓客、最高裁判所長官、衆
議院議長および参議院議長、内閣総理大臣、国務大臣、なのだそう
です。防衛省航空自衛隊が運用しています。たまたま、羽田空港で
みかけたので、写真を撮り、ちょっと勉強してみました。

↑ホテルの部屋からの高松港です。高松城の前にあります。これ
は四国フェリーで、宇野港まで行きます。私にとって思い出のフ
ェリーです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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回九州臨床栄養懇話会での講演。製鉄記念八幡病院の方々
が中心で、症例検討もやっておられました。終わってから
の懇親会では「イカ」が美味でした。
そして、9 月 24 日は東京、星薬科大学での第 3 回栄養管
理指導者協議会学術集会。東京での開催なので、参加者が
どのくらいになるのか、正直、心配だったのですが、最終
的には 253 名の参加がありました。議論も活発に行われ、
いい学術集会となりました。シンポジウム「当施設では、
これらの経腸栄養剤を採用し、このように使い分けている」
では規模が異なる 6 施設に現状を発表していただき、経腸
栄養剤の選択に関するさまざまな議論が行われました。特
別講演では久しぶりに岡村先生の講演を聞きました。相変
わらずお元気でした。一つひとつ、臨床の疑問を解決する

↑私が発表したセッションの司会、蟹江先生と伊藤先生です。参
加者はごく少数でした。私が一番最初の演者でした。蟹江先生、
座長席に座るなり、水をごくごくと飲まれました。緊張しておら
れた、のでしょうか。

ような研究を行い、それを論文にする、その姿勢を目の当
たりにし、がんばる意欲がわいた方が多かったのではない
かと思います。
「今一度、NST における薬剤師の役割を考え
る」では、いろいろ議論もかみ合わない部分がありました
が、とにかく、薬剤師は重要な役割を有している、もっと
前向きの活動をするべきだ、という共通の理解が得られた
と思います。
「腸管不全患者に対する長期在宅静脈栄養」で
は、小児外科医が現状を報告して議論が行われましたが、
『成人の話しか聞いたことがなかった』方々にとって、非
常に示唆に富む内容だったと思います。曺くんが「いつも
小児のセッションでは会場がガラガラなので、こんなに大
↑第 3 回栄養管理指導者協議会。東京の星薬科大学講堂をお借り
して開催しました。すごくりっぱなホールでした。2 階席から撮影
したものです。開会のあいさつの増本先生です。

↑シンポジウム『当施設では、これらの経腸栄養剤を採用し、
このように使い分けている』です。6 人の演者と、会場からのた
くさんの質問・意見をさばくので大変でしたね、司会の栗山先
生と有岡くん。ご苦労様でした。15 人の質問者に負けてはいけ
ませんよ。堂々と答えてやってくださいよ。

↑ランチョンセミナーというか、特別講演というか。ランチョン
セミナーは、弁当を食べながら、というのがふつうだから、特別
講演と呼ぶべきですね。熊本の八代の岡村医院院長の岡村健二先
生にお願いしました。座長の田中先生は岡村先生の弟子？後輩？
抜群のコンビでした。『岡村節』でした。ゼロ戦の話は出ません
でしたが。弁当は、講演が終わったあと、別の建物の食堂や、展
示会場で食べていただきました。このやりかた、結構よかったよ
うに思います。弁当を食べながら、楽しい会話をしておられたよ
うですから。そうそう、岡村先生は、翌日は、ちゃんと、靖国神
社へお参りに行かれ、会員となっている遊就館にも行かれ、横濱
カレーを食べたとのメールをいただきました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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勢の前で小児の話をすることができるのは、非常にうれしい」と言っていましたが、それは、聞く側にとっても同じで、
いい勉強をされたと思います。症例検討は、議論沸騰でした。侵襲期には栄養を投与しても利用されない、という間違っ
た考え方（私はそう思っています）についての議論でした。過剰な投与はいけないが、維持輸液だけしか投与しないとい
う管理方法はおかしい、そんな結論になったと思います。これまでも、質疑応答まで含めた記録集を作っております。も
ちろん、第 3 回の記録集もきちんと作りますので、それを読んで、もう 1 回、議論の本質を理解してほしいと思います（入
会していただくと、記録集をお渡しすることができます。ぜひ、入会してください）
。懇親会の料理もおいしくて、さすが、
星薬科大学、そんな感じでした。

↑『腸管不全患者に対する長期在宅静脈栄養法』は、小児におけ
る HPN の実態を、成人を対象としている方々に披露する、そん
な感じだったのですが、非常に有意義だったと思います。小児に
対して、どれだけ苦労しているか、それを成人に応用すればいい
のですが、成人相手というか、高齢者を対象にしておられる方々
が、なかなか、そういう考え方にならないのだと思います。成人
に対する在宅栄養療法は、かなりいい加減になってきているよう
に思います。そういう問題も、今後、考えていかなければなりま
せん。そのきっかけになる、いいセッションだったと思います。

↑パネルディスカッション：今一度、NST における薬剤師の役割
を考える、です。いろいろ、大変な進行でしたが、薬剤師の役割
は重要だ、という、みなさん、共通の考え方をもったのではない
かと思います。薬剤師は、もっと前へ出るべきですよ。能力が生
かし切れていないと思います。もったいない！

↑残胃癌症例に対する残胃全摘術症例の検討でした。術後、早期
に縫合不全が疑われたのですが、いろいろ苦労をされた症例で
す。侵襲時に栄養を投与すべきか、それが議論になりました。投
与すべきか、投与すべきでないのか、それを議論するからいけな
いのだと思います。もちろん、投与すべきです。問題は、投与量
のはずなのです。All or nothing の議論になるからいけないので
す。日本人の悪い癖だと思うのですが、いかがでしょうか。

↑司会の豊田先生が、いろいろ、考えて進行しておられるのが
わかり、非常にうれしく思いました。企業の方も、楽しそうにプ
レゼンをしておられたと思ったのですが。その後の展示会場もに
ぎやかでした。この企画、ずっと続けるつもりです。

↑情報交換会の写真です。なかなかの料理でしたし、大勢に集
まっていただき、楽しい会となりました。きちんと、真摯な議
論ができたから、情報交換会が楽しいのです。そこが大事だと
思います。根津先生に乾杯のあいさつ、岡村先生に中締めのあ
いさつをしていただきましたが、盛り上げていただきました。
持つべきものは、本物を考えて生きてこられた、先輩ですね。

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、インドに講演に行ってきました。
ゼン先生

ゼン先生：それから、懇親会で宴会が始まって、カレーを
ゼン先生

小越先生：そうか、君もインターナショナルになってきた
小越先生

食べるんですよ。講演が終わってから来る人もいたし、家

んじゃないか？

族連れもいたし・・・小さな子供もいました。懇親会だけ

ゼン先生：いえ、そんなことはありません。私は先生のよ
ゼン先生

に来た人も、かなりいました。

うにロシアやブラジルまでは行きたくありませんから。

小越先生：ははは、大変だったな。
小越先生

小越先生：いいぞ、ロシアもブラジルも。
小越先生

ゼン先生：でも、なかなか人懐っこくて、懇親会でもいろ
ゼン先生

ゼン先生：いろいろトラブルもあったんでしょう？
ゼン先生

いろ話もしましたし、一緒に写真を撮ったりしました。自

小越先生：まあな。それも、また、よし、だよ。
小越先生

撮りが多かったですね、スマホで。

ゼン先生：私は日本国内の方がいいです。インドでは、シ
ゼン先生

小越先生：それはよかったな。
小越先生

ャワーを浴びる時も水を飲みこまないようにしました。コ

ゼン先生：いい経験でした。道路事情がすごかったんです
ゼン先生

ーヒーを飲むときも、カップは煮沸消毒をしました。携帯

よ。

用ウォシュレットに使う水も、煮沸したものやミネラルウ

小越先生：昔の中国という感じなんじゃないか？
小越先生

ォーターを使いました。

ゼン先生：昔の中国のことは知りませんが、車線はない、
ゼン先生

小越先生：ははは、お尻を洗うのに、そこまで気を付けな
小越先生

あっても無視。スペースがあればそこを走る、信号はほと

いとダメなのか？

んど無視、バイクが無法地帯のように走り回り、二人乗り

ゼン先生：わかりませんが、ベストの方法を、と考えたん
ゼン先生

は当然で、3 人乗り、4 人乗りもある。クラクションは鳴

です。

らしっぱなし。横座りでの二人乗りもある、そんな感じで

小越先生：君にしては、慎重だったな。
小越先生

した。

ゼン先生：もちろんですよ。わけのわからん病気になった
ゼン先生

小越先生：ははは、なるほど。そして、それをビデオに撮
小越先生

ら困りますから。とにかく、携帯用ウォシュレットは、非

ってきた、だろう？

常によかったです。海外へ行く時の必須アイテムだと思い

ゼン先生：もちろんです。ビデオに撮って、編集して、講
ゼン先生

ました。

演に使う、当然です。

小越先生：講演はどうだったんだ？
小越先生

小越先生：そのビデオ、今度、オレにも見せてくれよな。
小越先生

ゼン先生：どうだった？要するに、インドではアミノ酸輸
ゼン先生

ゼン先生：承知しました。
ゼン先生

液に対する理解が不足しているんですよね。アミノ酸輸液

小越先生：ところで、今回は何についての会話になるん
小越先生

を投与すると病気が治るのか？みたいな感覚なんですよ。

だ？

アミノ酸輸液は、栄養だ、という考え方にはならないみた

ゼン先生：9
月 24 日に東京の星薬科大学をお借りして、リ
ゼン先生

いです。

ーダーズの第 4 回学術集会を開催しました。

小越先生：へええ、そうなのか。
小越先生

小越先生：そうだったな。盛会だったんだって？
小越先生

ゼン先生：アナフィラキシーは起こらないのか？viral
fever
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。私が期待した
300 人の参加者数に
ゼン先生

の時にも使えということだけど、ウイルスにも効くのか？

はなりませんでしたが、250 人が来てくれました。

そんな感じです。だから、日本のバッグ型 PPN 用ダブルバ

小越先生：よかったんじゃないか？250
人も集まれば。
小越先生

ッグ製剤の話もしようとしたのですが、理解できないから

ゼン先生：それはそうなんですが、
なんとなく、もう少し、
ゼン先生

やめとけ、ということでした。

という気がしているんですよね。

小越先生：でも、
ちゃんと、講演は聞いてくれたんだろう？
小越先生
ゼン先生：たぶん。
ゼン先生
小越先生：たぶん？大勢が来てくれたんじゃないのか？
小越先生
ゼン先生：集まりが遅いので、最初から最後まで聞いてく
ゼン先生
れた人は少なかったんじゃないかな、そう思います。都市
ごとに雰囲気も違いましたが。
小越先生：5
都市で講演したんだな？
小越先生
ゼン先生：そうです。とにかく、20
時からの講演開始予定
ゼン先生
が、21 時を過ぎるし、21 時には 20 人程度しか集まってな
いことが多くて。でも、終わるころには 100 人くらいにな
っていた、そんな感じでした。
小越先生：それは大変だったな。
小越先生
ゼン先生：それから、正直、質疑応答が大変でした。英語
ゼン先生
の発音は独特だし、早口だし、想定外の質問も多かったし。
なんとか、答えることはできましたが、苦労しました。
小越先生：確かに、インド人の英語は独特だと、みんな言
小越先生
っているな。

↑インドの交通事情です。バイクが大活躍。3 人乗りは珍しくも
ないとのこと。タクシーの運転手が言うことには、6 人で乗って
いるのを見たことがある、ということでした。バイクが牛のすぐ
傍を走り、町中を豚、牛、犬が闊歩している、すごい景色でした。
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：ぜいたくな悩みかもしれないけどな。でも、大
小越先生

小越先生：オレもそうする。
小越先生

事なのは内容だな。

ゼン先生：でも、なんとなく、空腸瘻なんていらない、早
ゼン先生

ゼン先生：内容は、
よかったと思います。議論沸騰だった、
ゼン先生

く食事を開始するのがいい管理、みたいな雰囲気があるん

と言っていいと思います。でも、議論のレベルとしては、

ですよ、最近の術後管理は。TPN なんて、もってのほか、

もう少し、レベルアップしてほしいと思います。それに、

という感じです。TPN も経腸栄養もやらずに早く食事を開

お互いに言いっぱなしで、議論になっていない部分があり

始するほうが、いい管理、というか、そっちのほうが偉い？

ましたから。

優れた管理？みたいな感じなんですよ。

小越先生：わかる。フロアで質問に立つ方が強い、正しい
小越先生

小越先生：歴史を理解していないんだな。かっこいい術後
小越先生

んだろう？

管理は必要ないんだよ。胃全摘症例でも、どれだけ注意し

ゼン先生：そうですね。話題提供者、発表者、司会、ディ
ゼン先生

て栄養管理をしてきたと思ってるんだろうなあ。40 年以上

スカッサント、もっと、抵抗してもいいと思いました。要

前になるだろう、Dudrick が TPN を成功させたのは。それ

するに、まだ、司会が、こういう議論での進行に慣れてい

までは、術後合併症が起こったらほとんどが死んでいたの

ないんだと思います。

に、そんな症例が助かるようになったんだ。この意義はも

小越先生：そうかもしれないな。今までの司会は、発表が
小越先生

のすごく大きいんだぞ。こうなったのは、栄養管理ができ

終わったら拍手をして、質問がないから司会者が発表者に

るようになったからだぞ。

愛想のような質問をする、という雰囲気だったからな。

ゼン先生：そうですよね。でも、その考え方が理解できな
ゼン先生

ゼン先生：そうです。誰も昔の小越章平先生のように
ゼン先生

い医者も増えているんです。

『What’s New?』なんていう厳しいコメントはしませんか

小越先生：それって、栄養管理のレベルダウンなんじゃな
小越先生

ら。

いか？

小越先生：ははは、よく知っているな。
小越先生

ゼン先生：私もそう思っています。
ゼン先生

ゼン先生：覚えていますよ。先生が最後にそのコメントを
ゼン先生

小越先生：胃全摘以上の大きな侵襲の時は、特に高齢者で
小越先生

発したのは、確か、日置先生が会長だった、淡路島での外

は、術中に空腸瘻を作っておいて、術後には早期経腸栄養

科代謝栄養学会でした。

を行う、そのほうがいいんだよ。どうしてやらないんだ？

小越先生：そうだな。オレも覚えているよ。
小越先生

ゼン先生；さっきも言いましたが、やらないほうが進んだ
ゼン先生

ゼン先生：なるほど、と思いました。実は、阪大第一外科
ゼン先生

管理だと思っている人が多いのではないでしょうかねえ。

にいる時、朝の研究発表で、川島教授が、『What’s New?』

CVC を挿入して TPN？空腸瘻を造設して経腸栄養？そん

って、よく言われていたのを覚えています。

なん、いらんだろう。オレの手術だったら、そんなことし

小越先生：なるほど、なるほど。
小越先生

なくてもすぐに食事を開始できるんだから、という雰囲気

ゼン先生：でも、こういう風に活発に議論する、それによ
ゼン先生

ですね。

ってステップアップするのですから、リーダーズも

小越先生：それは、偉いんじゃなくて、優れているんじゃ
小越先生

JAN-VIC も頑張らなくては、と思います。

なくて、無謀なんだよ。

小越先生：その意気だ。
小越先生

ゼン先生：確かに、それって、こういう栄養管理法が実施
ゼン先生

ゼン先生：今回、一番議論になったのは、症例検討のセッ
ゼン先生

できるようになる前の考え方ですよね。

ションで、残胃癌症例で残胃全摘を行った、縫合不全にな

小越先生：その通りだ。
昔の外科医は、そう思っていたな、
小越先生

った、栄養管理をどうするか、だったと思います。

確かに。手術がすべてだ、とな。まあ栄養管理の方法もな

小越先生：議論にはならんだろう。空腸瘻を造設していた
小越先生

かったからな。

ら、そこから経腸栄養をやればいいし、それができないん

ゼン先生：今も同じような管理がなされている、これって、

だったら TPN だろう。

嘆かわしいことになっていますよね。

ゼン先生：空腸瘻を造設する、それは大事だと思いますが、

小越先生：本当だな。
小越先生

今回の症例では空腸瘻は造設されていませんでした。

ゼン先生：ちゃんと栄養管理が実施できるのに、ソリタ
T3
ゼン先生

小越先生：胃全摘だろう？若い、元気な症例か？
小越先生

号を 2000mL 投与して管理するって、昔と同じですよね。

ゼン先生：72
歳、残胃全摘です。リスクをいろいろ抱えて
ゼン先生

小越先生：そういう意味では、君が講演に行った、インド
小越先生

いるはずなので、私だったら、それらのリスクを考えて空

と同じ状況だと言ってもいいんじゃないか？アミノ酸も

腸瘻を作りますけどね。残胃癌だから、胃切除後です。胃

投与しないんだから。

切除後症例として、いろいろ欠乏している可能性もありま

ゼン先生：本当にそうですね。今回、問題になったのは、
ゼン先生

すしね。

侵襲時にはいくら栄養を入れても、使われないんだから、

小越先生：そうだな。微量元素やビタミンも欠乏している
小越先生

入れる必要はない、入れないほうがいい、ということなん

可能性があるからな。顕在化はしていないかもしれないが。

ですよ。

ゼン先生：そうですね。そういう意味でも、残胃全摘は高
ゼン先生

小越先生：何？それはおかしいだろう。
小越先生

リスクと考えて、空腸瘻を術中に作るべきだと思っていま

ゼン先生：侵襲時には、外因性のエネルギーは利用されな
ゼン先生

すし、そうやっていました。

い、内因性のエネルギーが利用される、だから、外因性の
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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エネルギーは投与しても無駄だ、投与しないほうがいい、

けの栄養は入れないと、いけないでしょう。

逆に生体にとってはよくないことをしていることになる、

小越先生：その通り。
小越先生

という考え方があるんです。

ゼン先生：目安としては、高血糖にならないように、肝機
ゼン先生

小越先生：そういうことか。おかしいんじゃないか？
小越先生

能異常を起こさないように、
高 BUN 血症にならないように、

ゼン先生：わたしはずっとおかしいと言ってるんです。内
ゼン先生

だと思っています。

因性のエネルギーが使われるから、外からエネルギーを入

小越先生：オレもそう思う。
小越先生

れると過剰投与になって高血糖になってしまう、というこ

ゼン先生：侵襲時には NPC/N 比を低くして栄養管理をする、

となんです。いわゆる overfeeding ということなんですけど

と言われていますよね。

ね。

小越先生：そうだな。
小越先生

小越先生：overfeeding
にならないように投与量を調節する
小越先生

ゼン先生：症例によっては、術後、アミノ酸の投与量が多
ゼン先生

のが栄養管理だぞ。

すぎると BUN が上昇する症例はありますけど。

ゼン先生：そうですよね。状態を見ながら、少ない投与量
ゼン先生

小越先生：ある程度はがまんする、それもあり、だな。
小越先生

から始めて徐々に増やしていく、ということですよね。

ゼン先生：そうですね。
しかし、胃全摘症例の侵襲度って、
ゼン先生

小越先生：当たり前だぞ。
小越先生

そんなに高いんでしょうか。侵襲時に過剰栄養はダメだと

ゼン先生：糖電解質輸液だけで
1 週間管理する、なんて、
ゼン先生

言っているスタディーはたくさんありますが、それって、

おかしいですよね。

通常の手術とは侵襲度が全然違うし、状態も全然違うと思

小越先生
小越先生：おかしい、おかしい。おかしいぞ、それは。

うんですよね。

ゼン先生：アミノ酸も不要、みたいな議論にもなっていま
ゼン先生

小越先生：そういうスタディーって、どの程度の重症度な
小越先生

す。

んだ？

小越先生：栄養管理とは、
アミノ酸を投与すること、だぞ。
小越先生

ゼン先生：Arabi、Rice
なんかの対象症例は、人工呼吸管理
ゼン先生

ゼン先生：アミノ酸は、ストレスに対する反応として筋タ
ゼン先生

を行っている重症症例です。ARDS の症例も、ですね。

ンパクを使うのが侵襲時の反応だし、アミノ酸を外から入

小越先生：ちょっと侵襲のレベルが違うんじゃないか？
小越先生

れても異化反応は抑制できないし、筋タンパクの崩壊も止

ゼン先生：そう思います。EPaNIC
study や SwissSPN なん
ゼン先生

めることはできない、という考え方が広がっています。

かもそうです。だから、解釈が違うと思うんです。

小越先生：それはおかしいだろう。そしたら、いつになっ
小越先生

小越先生：確かに、そうだな。特に外科手術は、低侵襲手
小越先生

たら投与できるんだ？どんどん筋タンパクが崩壊して、栄

術が普及していて、術後もすぐに食事ができる、って言っ

養状態がどんどん悪くなるな。そしたら、免疫能が落ちて、

ているんだろう？

感染し、にっちもさっちもいかなくなるだろう。侵襲時に

ゼン先生：そうです。
ゼン先生

こそ、栄養を投与しないといけないんだよ。

小越先生：だったら、適正量の栄養を投与することができ
小越先生

ゼン先生：もちろんです。過剰はいけませんが、必要な分
ゼン先生

て、ちゃんと利用もされるだろう。エネルギーとアミノ酸

は投与しないといけないと思います。

をきちんと投与してやれば、逆に、体重も減らすことなく

小越先生：そりゃそうだろう。
小越先生

術後栄養管理ができるんじゃないか？

ゼン先生：先日勉強していたら、この問題を非常にわかり
ゼン先生

ゼン先生：そう思います。とにかく、過剰にならないよう
ゼン先生

やすく解説している論文を見つけまし
た。読んでみてください。要するに、
外から栄養を入れてやらないと、どん
どん消耗する、という、もっとも単純

栄養投与の有用性（protein
栄養投与の有用性（proteinprotein-sparing effect）
effect）
吹雪の山小屋で薪ストーブを燃やさなければ凍えてしまう状況に例えた重症患者
のエネルギー代謝に関する例え話がある。

な問題なんですよね。

凍えないためには燃料の薪が大量に必要となるが、その調達が間に合わなくなると

小越先生：そうだよ。
小越先生

小屋の壁材を切り崩して燃料代わりに燃やすようになる。そうしてだんだん山小屋の

ゼン先生：急性期のエネルギー投与量は

壁は薄く弱くなって小屋自体の体裁を保てなくなり破綻する。侵襲期、体蛋白異化亢

10kcal/kg/day 以下である、という推奨

進による状態の悪化である。壁材を使わなくても良いように十分に燃料である薪を供

もあるんですよ。

給することが侵襲期栄養療法の目的である。壁である筋蛋白質を使わなくても済むよ

小越先生：体重 50kg の人で一日 500kcal

うに節約するため、ブドウ糖などの熱量（薪）を十分に投与することによって得られ

ということか？それで 1 週間維持？そ

るこの効果は protein-sparing effect（蛋白節約効果）と呼ばれる。

れはおかしい。どんどん栄養障害にな

侵襲反応が生体内で引き起こされているのであれば、コルチゾールやカテコールア

っていく。術後や侵襲時だったら、も

ミンを完全に抑制することは難しく、多少なりとも脂肪異化、蛋白異化は避けられな

っともっと栄養障害になるだろう？
ゼン先生：そうです。だから、おかしい
ゼン先生
んですよ。でも、それを信じている人
が多くなっていて、困っています。過
剰はダメです。でも、体を維持するだ

い。熱量不足からくる蛋白異化による糖新生を防ぐ意味で栄養療法は、熱量を十分に
投与する意味があること、抑えきれない蛋白異化によって失われた筋、あるいは内臓
蛋白が同化に回る際の十分な材料を提供するという意味において重要である。

宮田剛：重症患者になぜ栄養が必要なのか？人工呼吸 26:54-58,2009 より引用
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・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３４回
に管理する、それを心がければいいんだと思います。

らないように、そういう注意をして栄養管理をすればいい

小越先生：そう。何事も、過剰と過少はダメだ。適正量を
小越先生

んだよ。

考えなくては、な。

ゼン先生：なんか、日本人って、右がいいと言えばみんな
ゼン先生

ゼン先生：ICU
における重症症例に対する栄養管理の内容
ゼン先生

が右を向く、左といえば左、そんな傾向が強いですよね。

については、はっきりいうと、結論は出ていないんだと思

小越先生：本当だ。だから太平洋戦争が起こったんだぞ。
小越先生

います。これは、結論を出すのは、難しいとも思います。

ゼン先生：そこまで大きな話にする必要はないと思うんで
ゼン先生

でも、だからといって、外科手術症例に対して、電解質輸

すが。でも、自分で勉強しないで、他人の意見をそのまま

液だけで管理するって、やっぱり、おかしいんじゃないか

受け入れる傾向が強すぎますよね。

と思います。

小越先生：本当にそうだ。これは、困った現象だ。
小越先生

小越先生：そうだな。もっと、原点に返って考えるべきだ
小越先生

ゼン先生：論文も読まなくなっています。
ゼン先生

と思うな、オレも。

小越先生：雑誌の特集記事みたいなのばっかりだろう？
小越先生

ゼン先生：今回の議論でも、
栄養管理をするか、しないか、
ゼン先生

ゼン先生：そうです。本当、学術レベルの低下はひどいで
ゼン先生

という議論になっていましてね。言い切ると、100 かゼロ

すよ。いつも言っていますけど。特に、この臨床栄養の領

か、という議論なんです。

域、大丈夫かなと思うくらい、きちんと勉強しなくなって

小越先生：なんか、第
2 回のリーダーズの緩和医療におけ
小越先生

いるんじゃないでしょうか。

る栄養管理と同じだな。TPN をするか、しないか、という

小越先生：非常に大事な問題だ。そこらあたりもリーダー
小越先生

議論になっていたな。

ズでなんとかしないといけないんじゃないか？

ゼン先生：そうですね。ギアチェンジをして、実施してい
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。また、リーダーズの理事会でも相
ゼン先生

た栄養管理を、継続するか、やめるか、という議論でした

談します。学術活動ですよね、大事なのは。学会って、お

ね。その際も、松末先生が『水道の蛇口と同じで、ちゃん

祭りではないんですからね。

と細かく調節することが大事だ』と言っていました。

小越先生：本当にそうだ。そういう意味では、リーダーズ
小越先生

小越先生：その通りだ。
小越先生

の学術集会は、目的にかなってきているんじゃないか？

ゼン先生：だから、今回の議論でも、TPN
をするか、しな
ゼン先生

ゼン先生：そうです。このスタンスを続けます。参加者も
ゼン先生

いか、ではなく、適正投与量を考えることが大事だ、と発

そういう気持ちで参加してくれていると思います。

言したんですよ。

小越先生：類は友を呼ぶ、だな。そういう連中が集まって
小越先生

小越先生：そうだよ。高血糖にならないよう、インスリン
小越先生

くれるはずだ、今のスタンスを続ければ。

の投与が必要にはならないように、そして、高 BUN にな

ゼン先生：そうですね。がんばります。
ゼン先生

【今回のまとめ】
1. インドへ、アミノ酸輸液の普及を目的とした講演に行ってきました。
インドへ、アミノ酸輸液の普及を目的とした講演に行ってきました。5
5 日間、5
日間、5 都市で 5 講演
というスケジュールでした。病気にもならず、無事、帰国することができました。
2. 第 3 回栄養管理指導者協議会（PEN
Leaders）学術集会を星薬科大学講堂をお借りして開催し
）学術集会を星薬科大学講堂をお借りして開催し
回栄養管理指導者協議会（
ました（当番世話人：筑波大学小児外科、増本教授）。東京での初開催ということで、参加人
数を心配していたのですが、253
数を心配していたのですが、253 名の参加者で、いい議論ができました。亀井教授、ありがと
うございました。
3. レベルの高い議論をすることができる、その意識がこのリーダーズ学術集会には定着していま
す。このスタンスを続けなければなりません。自然に続きます、きっと。
す。このスタンスを続けなければなりません。自然に続きます、きっと。
4. 侵襲時、投与した栄養は利用できない？本当でしょうか。投与しなければ、どんどん消耗しま
す。栄養障害を作ってしまうことになります。特に侵襲時、生体は栄養を要求しています、当
然です。
5. 投与するか、しないか、が問題なのではなく、どれだけの量、組成を投与するか、それが問題
なのではないでしょうか。過剰にならないように配慮しながら、生体が必要とする栄養管理を
実施すべきです。
実施すべきです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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