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『心に残る栄養療法の患者さんたち：
進歩した栄養管理を実施してあげなくては』
201 回目は、
「これから本物の栄養管理で盛り上がるぞ」という雰囲気で書き始めたかったのですが、そうもいかないか
な、という感じ。しかし、私は、相も変わらず、地道にがんばろう、とこれからも叫び？続けます。
2 月 1 日は、福井県立病院へ。
「医療安全セミナー①：CV ポート：知っておきたいポイント～挿入から管理まで～」の講
演。これは①なので、②、③とシリーズになっています。今回は、医療安全管理室の寺島師長の発案で呼んでいただきま
した。医療安全セミナーとしての講演だったので、放射線科の吉川先生、乳腺外科の大田先生、感染管理の小嶋先生など
が参加してくれました。もちろん、NST の栗山先生と専従の森川さん、外科の服部先生も来てくれました。講演後の懇親
会も非常に楽しい時間でした。大田先生とは何年振りだったでしょうか。かつて、味の素セミナーで出演していただいた
ことがあります。10 年ほど前に作った上腕ポート法のビデオをプレゼントしました。服部先生は、もう友人です。龍馬の
醤油をいただいた仲？です。福井は雪、ということ
だったので、しっかり準備して出かけたのですが、
雪はそうでもなかったのです。その後、福井は、ニ
ュースでもずっと報道された 37 年ぶりの大雪。私
の講演会が 2 日遅れていたら、もちろん講演に行く
ことはできなかったし、行っても大阪に戻ってくる
ことはできなかったはずです。栗山先生や服部先生
からのメールでは、車を動かせないので 1 時間も歩
いて通勤している、たくさんの看護師さんが病院に
泊まって勤務している、ガソリンもないし、灯油も
ないし、生鮮食料品もない、本当に大変だというこ
とでした。国道 8 号線が 1500 台の大渋滞だったこ
とは、驚きでした。雪って、大雪を知らない私にと
っては、きれい、と思ったりもするのですが、福井
をはじめ、雪国の方に申し訳ないという気持ちにな

↑37 年ぶりの大雪が降る 2 日前、福井県立病院の医療安全のための講演会
に行きました。吉川先生は放射線科なので、カテーテル留置術などの経験
が豊富で、いろいろ、問題点などについての話もできました。切れたカテ
ーテルを何本もスネアワイヤーで摘出した経験がおありです。安全管理、
感染管理、栄養管理、どれも重要ですが、どれも関連しています。関連し
ていることが非常に大事だと思います。栄養管理の講演会も、安全管理や
感染管理と同じように、年 1 回か 2 回、絶対に開催しないといけない、と
いう義務化はできないのでしょうかねえ。

りました。

↑2 月 1 日の福井駅前、福井県立病院の雪です。福井駅前の恐竜、
動いていて、ガオーって叫んでますが、爬虫類の嫌いな私は、も
っと別のものでアピールして欲しいな、と思うのですが・・・。

↑栗山先生に、37 年ぶりの大雪の写真を送っていただきました。
すごい！家の 1 階は完全に埋まっていますね。電信柱の住所の目
印、1m 以上の高さですよね。道路も真っ白で、道路脇に積み上
げられた雪のすごいこと。すごい、すごい！

2 月 9 日は、次世代内視鏡外科学の中島教授が理事長の一般社団法人 UHC 機器開発協議会の理事会が大阪大学中之島セ
ンターで開催されました。国産医療機器創出促進基盤整備等事業の報告会もありました。途中まで出席して伊丹空港へ。
小腸移植研究会での教育講演のために仙台へ。仙台は雪かと思っていましたが、市内にはほとんど雪はありませんでした。
タクシーの運転手さんに、大震災の時の津波の話をいろいろと聞きました。夜は懇親会に参加しました。小腸移植に対す
る診療報酬が認められたことで盛り上がっていました。ホテルへ歩いて戻る途中で JR 仙台駅へ立ち寄ると、
「牛タン」の
お店が。懇親会でいろいろ食べたのですが、せっかくだからと「牛タン定食」を食べました。2000 円でしたが、うまかっ
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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た。実は、翌日も空港で牛タン定食を食べました。小腸移植研究会の教育講演（シャイアージャパンとの共催）では、司
会の九州大学の田口教授が私を紹介してくれたのですが、阪大の同級生の K くんの友人だということで、非常に「受けま
した」。K くんは、小児外科領域では「超有名人」なのだそうです。講演は HPN のテクニックを中心として、腸管不全患者
には HPN が非常に重要だ、という内容にしました。ランチョンセ
ミナーは、世界的に有名な、大阪大学の後輩（といっても面識は
ありませんが）、USA、コロンビア大学の加藤友朗教授。世界の小
腸移植の現状について勉強させてもらいました。小腸移植後 13 年
で拒絶反応が起こった五師一基くんのことでも非常に興味があり
ますので。アメリカでは小腸移植は減少しているとのこと。その
理由の一つとしてカテーテル感染症が減っているから、というこ
とだったのですが、それはおかしいと思いました。決してカテー
テル管理のレベルは上がっていないと思います。講演後は、ミニ
マム観光として青葉城へ行き、伊達政宗の銅像の写真を撮ってき
ました。青葉城の周辺には雪が残っていました。

↑日本小腸移植研究会の教育講演です。田口先生の名司
会のおかげで、のびのびとしゃべらせていただきました。
ありがとうございました。

↑伊達政宗公の騎馬像は、確かに絵になります。かっこいい。も
う、何回も見ましたが、やはり、写真も撮らなくてはならないで
しょう、仙台へ行けば。
↑牛タン定食です。上はふつうの牛タン、下は霜降り牛タンです。
違いがわからないのですが、うまかった。どちらも 2000 円でし
た。高いかな？とも思いますが・・・うまかったので。

↑仙台は日本フィギュアスケート発祥の地で、仙台国際センタ
ーのそばのこの池が発祥の池だということです。私自身はスキ
ーもスケートもできない人間ですが、とにかく、オリンピック
の金メダリストの羽生さんも荒川さんも仙台育ちですから、ミ
ーハーとしては興味があります。右は、日本人として初めてヨ
ーロッパに渡った支倉常長。スペインに子孫がいるし（支倉自
身の？支倉ご一行の？）、もちろん、日本にも子孫がいるので
す。先日、テレビに出ていました。

↑荒城の月の作詞者、土井晩翠の胸像と、伊達政宗公の前での写
真。サムライ姿の若いお兄ちゃんがいて、写真を撮ってくれまし
た。完全にミーハーですが、ま、記念写真です。笑わされました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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15 日には奈良市医師会での講演。昨年の 10 月に西奈良地
域医療連携勉強会で在宅栄養療法について講演したのです
が、医師会副会長に「ぜひ、奈良市医師会で」と言ってい
ただき、この講演が実現したのです。しかし、その副会長
は来ておられませんでした。関西 PEG 仲間の松村先生が来
てくれました。翌 16 日には群馬県館林へ。PICC の講演に行
きました。宿泊ホテルは埼玉県大宮。タクシーで館林と大
宮の間を往復しました。講演後はハンズオンセミナーもあ

↑奈良市の医師会館にある東大寺大仏殿の丸瓦。大きい。もち
ろん、記念に写真を撮りました。

りましたが、熱心に実践のシミュレーションをしていまし
た。その翌々日の 18 日は、西宮市立中央病院の根津院長が
担当する「医療マネジメント学会兵庫支部会」
。会長は西宮
市病院事業管理者の南都先生で、根津先生は運営の責任者、
ということでした。西宮神社会館で開催されました。西宮
神社は「えびす様」をお祭りする神社の総本社です。西宮
戎として非常に有名です。私はランチョンセミナーの講師
でしたが、座長はいつものように千春会の上池先生。早め
に終わるような内容としました。大阪大学心臓血管外科の
澤教授の特別講演、作家の久坂部羊さんの市民公開講座が
ありました。久坂部さんは大阪大学第二外科の出身で、澤
教授とは高校の同級生、しかも、誕生日も一緒だとのこと。

↑日本医療マネジメント学会、兵庫支部会学術集会。左から根
津先生、会長の南都先生。私のランチョンの座長をしていただ
いた上池先生、この学会の運営会社の桑田さん、です。ランチ
ョンセミナーの講師と座長も大きな胸のリボンをつけるよう
に、ということでしたが、私も上池先生もつけませんでした。

しかし、二人の講演を続けて聞くと、いろいろ、意見の違
いがあることもわかりました。市民公開講座には 100 人ほ
どの市民が参加したとのことでした。サイン会もありまし
たが・・・。

↑会場風景です。上段は澤教授の講演の時、下は久坂部洋さんの
講演の時。ちょっと参加者の雰囲気が違いますね。久坂部さんの
写真はかなりピンボケですが、これは、カメラのせいです。根津
先生の閉会の挨拶の時は、前のほうへ行って写真を撮りました。
朝からずっと参加したのですが、いい勉強をしました。

↑ランチョンセミナーの講演の最初に使った写真です。スライド
をチェックしていた時、ふと壁を見るとこの書が。じっと見てい
ると「根津」がたくさんあります。これはいいネタだと思いまし
て。しかし、「根津彦命：ネズヒコのミコト」ではなく「椎根津
彦命：しいねつひこのみこと」です。神武天皇の東征の際の功労
者だったということです。だから、単純に「根津」ではなく「椎
根津」だったのです。でも、講演ではむちゃくちゃ「受けました」。

↑群馬県館林厚生病院 NST のみなさんとの写真です。看護師さんが中心となって活動しているとのことです。
高崎のあたりと館林のあたりは、東京との距離によって雰囲気が違うのだそうです。館林って何が有名？タ
クシーの運転手さんに聞くと、つつじだとのこと。でも、つつじの季節ではないし、館林にいた時間は真っ
暗だったので何の写真もありません。だから、つつじが丘公園のホームページからこの写真は拝借しました。
すみません。確かに、すごいつつじです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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22 日は第 33 回日本静脈経腸栄養学会
JSPEN が横浜で開催されました。久しぶ
りに学会の仕事がありました。ランチョ
ンセミナーの講師と、要望演題の座長で
した。前日の 21 日の夜は親しい友人達
との食事会でした。夜景がきれいなレス
トランで、非常に楽しい時間を過ごしま
した。22 日の夜は若芽の会。何回目？
わかりません。第 1 回が 1998 年ですか
ら、もう 20 回以上になっているはずで
す。小越先生に命名していただいた「若
芽の会」ですが、60 歳以上も何人か、

↑ニプロ共催のランチョンセミナーです。小さくて判別できない、私の知り合いの写真
を拡大してみました。左の写真は、BBRAUN の新城さんです。田中、相原、山中、関、
藤本、林、小川、木暮、松村、杉本、宮崎、白尾、荻野（敬称略）を見つけたので拡大
してみました。座長の栗山先生と講師の私の写真は、邪魔にならないように、という感
じにしました。

参加しています。参加者は 150 名くらい
で、昨年よりも減りましたが、非常に楽
しい時間を過ごしました（参加者リスト
の作成で、申込みをしているのに名前が
ない方が結構おられました。すべて、私
のチェック不足です。すみません。大学
のメールのサーバーが年末の 12 月 29
日に変更になったのが大きな理由です。
言い訳にすぎませんが。）。おみやげ交換
はせず、いろいろ話を聞くという雰囲気
にしたかったのですが、檀上で話をして
いる人がいるのに、その話は聞かずにそ
れぞれのテーブルのまわりで銘々が大
きな声で会話しているために、話が聞こ
えないという状況になり、仕方ないので
すが、ちょっと私には残念でした。それ
ぞれのテーブルで楽しい会話をしてお

↑若芽の会の会場の雰囲気です。岡山での会場は薄暗くて、狭かったのですが、今回は
広い。会場費に差があるのですが。広さも十分でしたので、いろいろ、話がはずんだよ
うです。岡山に比べると食事の量が少なくてすみませんでした。実は、岡山は食べ放題
だったのです。ここはホテルですからね、ちょっと高い。ちなみに、私は何も食べてい
ません。みなさんが帰ってから、残り物のチキンなどをちょっと食べました。

られたので、こういう表現をするのもよくないとは思うのですけどね。今回はおみやげ交換をしなかった代わりに、私の
著書（ゼン先生の栄養管理講座など）を 24 冊、抽選してプレゼントしました。名古屋の杉本先生がモデルとなった在宅医
療に関するマンガを、杉本先生御自身が 4 冊、プレゼントしてくれました。とにかく、楽しい会でした。参加していただ
いたみなさん、ありがとうございました。そうそう、横浜での開催なのに、いつも大勢で参加してくれていた神奈川組が
ゼロだったのは、非常に残念でしたが、仕方ありません。
翌日の金曜日は、東京の品川で開催された環境感染学会へ。ランチョンセミナーの座長でした。BBRAUN と学会との共催
で、「誤接続防止機構付静脈留置針導入 10 年

新たな課題と対策」として、国立がんセンター中央病院の看護師、平松玉

江さん（感染管理認定看護師）と藤井恵美さん（がん化学療法看護認定看護師）が講演しました。私は座長として、盛り
上げるようにスライドとビデオを使ってちょっとだけしゃべりました。企業展示会場で気づいたのは、静脈栄養関連の器
材の展示は JSPEN よりもはるかに充実していたこと。JSPEN は経口栄養に関する展示が多くなっていて、これまでは食品
の学会でしか展示していなかったような企業も多かったのです。飲物、サプリメント、チンして食べる弁当など、確かに
経口栄養に関する展示が多かったのです。いろいろ食べさせられ？飲まされ？お腹がいっぱいになりそうでした。静脈カ
テーテルや輸液ラインなど、ブースの数も大きさも、そして企業の気合の入り方も JSPEN より環境感染学会のほうが上で
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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ゼン先生：先生、横浜での JSPEN に行ってきました。

ゴロ？子供みたいな言い方だ。

小越先生：そうか、そうか。年 1 回のイベントだからな。どう

ゼン先生：キャスター付スーツケースっていうんですか、正式

だった？雰囲気は？

には。

ゼン先生：どう表現したらいいんでしょうか。参加者は多かっ

小越先生：そうだよ。キャリーバッグともいうらしい。

たと思いますが、正確な人数まではわかりません。1 万人を超

ゼン先生：キャスターという名称はいらないんですか？

えたんでしょうか。

小越先生：それ以上聞くなよ。しかし、学会でクロークがない、

小越先生：横浜の会場は広いからな。

それは大変だ。

ゼン先生：でも、第 29 回の時でしたか、竹山先生が会長の時は、

ゼン先生：思い起こせば、第 29 回の横浜での開催時、クローク

会場に入れない、というクレームがたくさんありました。だか

に長蛇の列で大変だった、ということでした。だから、神戸で

ら、神戸の時には同時中継会場も作ったんですよ。

の開催の時は、クロークにもお金を使いましたが、できるだけ、

小越先生：そうだったな。同時中継会場は満席なのに、もとも

宿泊ホテルに預けるなどの対応をとってください、というお願

との会場はガラガラだった、と言っていたな。

いもしました。

ゼン先生：そうでした。

小越先生：特設クロークを設営するには、場所代、人件費、多

小越先生：それで、どうだったんだ、学会は。

額のお金がかかるんだろうな。

ゼン先生：とにかく、参加費が高いですね。14,000 円ですから。

ゼン先生：神戸での開催の時、人件費だけで 300 万円以上かか

翌日に参加した環境感染学会は 10,000 円でした。

っていました。広い特設会場の費用もありますし、収納する台

小越先生：JSPEN のほうが 4,000 円も高いのか。情報交換会も
有料だったな。
ゼン先生：そうです。環境感染学会は情報交換会は無料ですが、
JSPEN は 3,000 円です。

敦賀

麻生飯塚

福井県立

小越先生：情報交換会に参加すると 17,000 円か。環境感染学
会との差が 7,000 円か。その違いは大きいな。参加者がよく文
句を言わないな。

山陰労災

八王子

ゼン先生：そうですね。JSPEN がお金が足りなくて困っている
のなら別ですが、相当な財産があるようです。
庄原

亀田

小越先生：だろうな。いろいろな事業で儲けているようだから。
ゼン先生：そういえば、昨年の岡山での学術集会の収支が報告
されていましたが、約 35,000,000 円余ったそうです。
小越先生：何？いくら？ゼロがいくつ？え？3,500 万円も余っ
た？本当か？
ゼン先生：間違いありません。収支報告の記載ですから。
35,000,000 円です。
小越先生：そんなにお金が余るんだったら、参加費を 3,500 円
は安くできるじゃないか。それだけ、参加者のためにいろいろ
工夫していたのならわかるけど。

板橋

日大

慈恵

横浜

↑乾杯（栗山先生）と一番最初の挨拶は豪雪で大変だった福井県立病院
にお願いしました。福井県立の看護師、布施田くんは、栄養の重要性に
目覚めたことを元気に報告してくれました。敦賀の林くんはほとんど雪
の被害はなかったとのこと。山陰労災病院は出番が早すぎて困ったとの
こと。前田先生のしゃべりは長過ぎ！？亀田は若い方が元気。庄原の 3
人は初めて。日大と板橋も気合が入っていたとのこと。麻生飯塚は 2 人
だけでした。八王子は腎臓内科の吉川先生が初登場。慈恵の小林さんは
責任者。斎野さんは横浜からただ一人で参加してくれました。

ゼン先生：そうでもないと思います。移動で大変だったし、せ
っせと歩いて着いたら満席で入れないし、神戸の時のような同
時中継会場もなかったし。コングレスバッグもなかったし。

高崎

前橋

小越先生：そうだったな。いろいろ不満の声が聞こえたな。
ゼン先生：今年も、なんか、3500 万円を余らせるようなプラン
高輪

だったようです。

益田

小越先生：どんな内容だったんだ？
ゼン先生：そうですね。クロークがありませんでした。
小越先生：なに？クロークがない？冬だから、コートもあるし、

愛媛、 九大、 筑波

田辺

八尾

宿泊するんだから荷物も多いだろう。それなのにクロークがな
い？
ゼン先生：一日中、ゴロゴロを引っ張っていたと愚痴っていた
看護師さんがいました。しかも、雨でしたからね。
小越先生：その、ゴロゴロってなんだ？
ゼン先生：トランクに車がついてて引っ張る鞄ですよ。
小越先生：それはキャスター付スーツケースというんだ。ゴロ

石垣

喜馬

↑高崎と前橋はいつものように。せんぽ高輪は足立先生の「こんなに幸
せでいいのでしょうか」に参ったかも。益田は 4 人とも JANVIC とリーダ
ーズで発表しています。山内、増本の九大コンビと九大、筑波の方々。
片岡、大里は薬剤師仲間。田中くんがかりゆし病院の 3 人を連れてこら
れ、東大阪の喜馬病院は初登場でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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などにもお金がかかりますから。

ゼン先生：お金が余らなかったことでしょうか、中身がすばら

小越先生：確かに、1 万人もが参加する大きな学会なら、それ

しかったことでしょうか・

だけのお金がかかるはずだ。今回は、かなり節約になったんじ

小越先生：お金を全部使って、すばらしい学会をした、という

ゃないか？

意味での特別だと思っとけばいいぞ。

ゼン先生：
「安全管理ならびに防犯上、学術集会特設クロークは

ゼン先生：そうですね。いいほうに理解します。

ございません」ということでしたが。

小越先生：それでいい、それでいい。

小越先生：理由付はしているけど、本当は経費節減なんじゃな

ゼン先生：しかし、お金の問題は、神戸の時はジェフの石渡さ

いか？

んに苦労させてしまったんですが、今回も、石渡さんは相当苦

ゼン先生：そうなんでしょうね。

労していると思います。たぶん、学会本部から、大幅な黒字経

小越先生：しかしな、それだけ学会にはお金に余裕があるんだ

営にするように言われているんでしょうから。

から、素敵なコングレスバッグがあったんじゃないか？

小越先生：それは大変だな。石渡を慰めてやらないといけない

ゼン先生：ありませんでした。一応、安っぽい布の袋が山のよ

な。

うに積み重ねられていましたが。あれを喜んで持って帰る人は

ゼン先生：本当、そうですよ。

いなかったんじゃないでしょうか。

小越先生：石渡には、JSPEN の研究会の最初から苦労させてい

小越先生：そうか。しかしな、ランチョンの弁当はよかったん

るんだよ。研究会誌だって、最初は、自分で広告を集めて収支

じゃないか？

をなんとかしろ、という雰囲気でやらせたんだからな。

ゼン先生：まあまあでしたよ。でも、ランチョンの弁当はそれ

ゼン先生：広告収入を求めて走り回ったんでしょうね。

ぞれの企業が支払うんですから。
小越先生：それはそうだな。しかし、その余った 3500 万円は、
どうするんだ？
ゼン先生：学会が法人としての財産を蓄えるためのものになる

長崎

北海道組

んだそうです。
小越先生：財産？学会参加者から、ものすごく高い参加費を集
めて？
ゼン先生：そういうことになるんでしょうか。私は代議員もや

阪大

大阪

岐阜、名古屋

めましたから、何の力もありませんけど。それにしても、この
学会の会員は、おとなしいですね。不満はあるはずなんですが。
小越先生：いや、そういうことを知らないんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれませんね。やっぱり、学会は、参加者
のことを考えた運営をしてほしいですよね。
小越先生：その通りだな。参加者が、参加してよかった、と思
える内容にしてほしいもんだ。神戸での開催の時のようにな。
ゼン先生：ありがとうございます。あの時は、参加費を 2,000
円下げて 12,000 円にしても、収支はトントンだったんです。

伊勢原

看護組

↑北海道は、すみません、まとめてしまいました。浅見さんがお元気で
盛り上げてくれました。長崎の樋口くんは後輩の薬剤師さんを連れてき
てくれました。阪大小児外科の奥山教授と田附准教授も来てくれました。
JCHO 大阪の野呂くんは薬剤師の奥野君と。岐阜は石原くんと要石くん、
杉本さんは本のおみやげを持ってきてくれました。看護師組はご存じ、
説明不要。伊勢原の栄養士さんも来てくれました。

小越先生：そうじゃないだろう。400 万円の供出金を使ったか
ら、赤字運営だったと言われたんじゃなかったのか？
ゼン先生：そうでした。供出金を使ったら赤字運営だったとい
うんだったら、最初からそんなお金を供出しなければいいんで

熊本

春日

大船

東京

能登

すよ。
小越先生：そうだな。すまん、いやなことを思い出させてしま
ったな。
ゼン先生：いや、いいんです。もう終わったことですから。
小越先生：終わったことだけど、その君の考えがその後の学会
運営に生かされていないのは残念なことだぞ。

会津

ゼン先生：確かにそうなんですけどね。逆に、神戸での学術集
会を消し去ろうとしているんですから。
小越先生：そうなんだろう。あの時の学会がすばらしかったか
ら、やきもちだぞ、きっと。
ゼン先生：そうかもしれません。あれは特別だと、代議員会で
そういう発言があったということです。
小越先生：何が特別なんだ？

奈良

宮崎

鹿児島

佐賀

↑大船の吉田先生、春日井市民病院は初登場。古田、鈴木、杉田は薬剤
師。企業の方も来てくれました。会津はお酒を持参し、これで盛り上げ
くれました。近代奈良の米倉くんと管理栄養士さん、宮崎江南の白尾く
ん、吉田さん、鹿児島の油田さん、佐賀の佐藤くんが来てくれました。
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：そうだと聞いている。

小越先生：へええ、本当のことだけど、過激な発言かな？理事

ゼン先生：以来、何十年もこの学会をサポートしてきたんです

長の取り巻きが入り込んでいるはずだから、そのあたりの情報

よね。それなのに・・・という感じはしますが。申し訳ない、

はきっと届いているぞ。

私には力がありません。

ゼン先生：ハハハ、笑いますよ。いいんじゃないでしょうか。

小越先生：大丈夫だ。石渡は、そんな柔な人間じゃないから。

どうでもいいでしょう。

大丈夫だ、オレはそう思っている。

小越先生：ハハハ。君はどういう話をしたんだ？

ゼン先生：若芽の会には、石渡さんのお嬢さんと吉原くんが参

ゼン先生：JSPEN 九州支部会の特別講演問題から始めました。

加してくれていましたので、今のような話をみんなの前でした

私の講演内容が JSPEN の懲罰にあたる、ということで理事会に

んですよ。

かけられて、理事会の内容とは異なる「ヒトとして学会の品格

小越先生：それはいいことをしたな。オレに言わせると、石渡

にかかわるから講師の選定には注意しなさい」が機関誌に掲載

は本当にこの学会の功労者だよ。

されている。その講演内容に関する批判は、私の講演を聞いて

ゼン先生：本当、そう思っています。そうそう、久しぶりにラ

いない管理栄養士の意見ではあるが、私自身はかなり傷ついた。

ンチョンセミナーもやりました。昨年はニプロが栗山先生を講

その管理栄養士の意見である「不満と自慢ばかりで建設的な意

師、私を座長にして申し込んだら断られましたので。

見が何もない」
「吐き気がしたので 15 分で会場を出る」ような

小越先生：ああ、その話か。栗山先生の NST に関する講演の座

内容だけど、最後まで聞いていただけたらうれしいです、とい

長として、君はふさわしくないと、理事会で決まったから、と

うことで始めました。

いうことだったな。

小越先生：そうかそうか。それで、少しはすっきりしたんじゃ

ゼン先生：そうですね。前代未聞です。企業にランチョンセミ

ないか？

ナーを依頼しておいて、座長がよくないから断る、ありえない

ゼン先生：そうですね。さすがに、九州支部会問題は、私自身、

ことですけど。

かなり傷つきましたからね。これですっきりしようと思います。

小越先生：まあ、その学会の理事長の意向が学会長に伝わった

小越先生：その問題の結果、結局、JSPEN 関連の仕事はなくな

んだろうよ。

ったんだな。

ゼン先生：そうでしょうね。今年は、学会長が理事長の意向を

ゼン先生：そうですね。直接の関連はありませんが、私を排除

無視したんでしょう。

するという動きのせいでしょう。ま、それはそれで仕方ないこ

小越先生：ははは、その通りだろう。

とですよ。

ゼン先生：でも、ランチョンセミナーの座長について理事会で
議論しますか？実際には議論なんてしてなかったということ
を聞いています。
小越先生：そうだろうな、きっと。ところで、会場は満席にな
ったのか？
ゼン先生：もちろんです。弁当の力です。
小越先生：いやいや、君の講演を聞きたいという人も大勢いた
んじゃないか？
ゼン先生：ニプロに、直接、チケットをくれと言ってきた人も
多かったようです。

↑ここに写っているのは酒豪です。木暮くん持参の有名なお酒の周りに
集まっていますから。それから、写真には写っていませんが、製鉄記念
八幡の大久保、鈴木、後藤の 3 人、滋賀の西山くん、岩川さん、東京の
山本さん、秀村くん、上尾の松本くん、たくさん来てくれました。楽し
い会でした。

小越先生：そうだろう。
ゼン先生：そういえば、千葉大学の碓井先生が、チケットを持
っていない人の列に並んでいました。ニプロに頼んで、すぐに
入っていただきました。
小越先生：それはよかった。碓井くんとは、TPN の本を一緒に
出版したんだからな。
ゼン先生：本当、目ざとく碓井先生を見つけることができて、
よかったです。
小越先生：ところで講演はどうだったんだ？
ゼン先生：まずは、座長の栗山先生が「静脈経腸栄養ガイドラ
イン委員会で一緒にさせていただいて、こんなに臨床栄養全体
を理解している先生がいるんだと驚きました。でも、神戸での
学会の時の理事選で、どんな力が働いたのかはわかりませんが、
井上先生は落選しまして、以来、JSPEN で活動できなくなって
いる、というか、しなくなっていますが、非常に残念なことで
す。」という感じの紹介をしてくれましてね。

↑プレゼントの抽選の様子です。気合を入れてくじを引いてくれました。
足立先生と栗山先生が特に気合が入っていたかもしれません。しかし、
せんぽ高輪は何人かが当たりましたが、残念、福井県立は誰にも当たり
ませんでした。すみません。私のせいではありませんからね。
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：ところで、君のランチョンセミナーの講演の本当の

小越先生：そうか、生まれた時からずっと、お母さんはがんば

内容は？

っていたんだ。

ゼン先生：まずは日本の栄養管理の歴史について話しました。
ビタミンの父：高木兼寛の「病気を診ずして病人を診よ」が「患
者の全身を診なさい、栄養状態を診なさい、栄養管理をしなさ
い」という意味だということ。佐伯矩が栄養学の創始者で、
Nutrition の日本語を「営養」から「栄養」に変えたこと、か
ら始めました。
小越先生：確かに、歳をとると歴史に興味が出るというが、君
はその典型だな。
ゼン先生：まあ昔から歴史は好きでしたから。とにかく、学問
って、どういう歴史があって現在があるのかを知ることが大事
だと思います。
小越先生：そうだな。特に栄養は、非常に身近なものだから、
ずーっと昔から当たり前のことになってはいるが、臨床栄養学
としての進歩を歴史的に知ることは大事だ。
ゼン先生：細谷先生に手紙をもらったことは、自慢だという話

↑木暮君と石渡さんは、この本の宣伝用に使いたいくらいのいい写真
です。おじさんとお嬢さん、という感じですね。

もしました。
小越先生：面識がなかったのに、神戸での学会の時の「誌上会
長講演を読んで感動した」という手紙だな。
ゼン先生：そうです。あの手紙は本当に自慢です。細谷先生の
「人間栄養学：何を食べたかではなく、摂取した栄養素が生体
内でどう利用されたかを理解する」、これは本当に重要な内容
ですから。
小越先生：本当だ。栄養学として勉強することが大事だな。こ
れを食べると元気になりますよね、という感じになってしまっ
ているな、今の学会の雰囲気は。
ゼン先生；そうです。いつものように「食べられない患者の栄
養管理」が重要だ、を強調しました。
小越先生：最後まで、そういう漠然とした講演内容にしたの
か？

↑当選して喜びのシーンです。写真が小さい方は、実は、写真の出来が悪
かったからです。すみません。おめでとうございます。ずるいことは何も
しておりません。しかも、くじを引いたのは私ではありませんからね。

ゼン先生：いえ、栄養が大事、という歴史的な内容はそこまで
にして、その後は、私が関係した患者の話をしました。
小越先生：なるほど、患者の栄養管理内容について具体的
に解説したんだな。
ゼン先生：そうです。これまで私の講演を聞いたことがある
人達にとっては、聞いた、聞いた、もう何回も聞いた、と
思われたと思いますが。でも、一人ひとり、真剣に考えて
治療させてもらった患者ですから。
小越先生：そうだ。そういう患者は、いつでも新しいんだ
よ。
ゼン先生：最後は、絵里さん、武澤先生の HPN の話をして、
本当の最後は、五師一基のことを話しました。お母さんに
もらった手紙を紹介したんです。この話は、JSPEN では初め
てでした。
小越先生：5 歳の時に、日本で初めて、子供に CV ポートを
埋め込んだ、あの五師くんだな。16 年間、HPN で成長して、
小腸移植を受けて、13 年間はふつうの生活が送れたんだ。
ゼン先生：そうなんです。でも、13 年後に拒絶反応で移植
した小腸を摘出して、HPN をやっていたんだけど、最終的に
はカテーテル感染と肝不全で亡くなったんですよね。

↑私の九州支部会での講演に対する批判。本当はもっと長い文章です、もちろ
ん。講演を聞いていない人の意見ですが・・・さすがに、私も傷つきました。
講演の内容をここまでいう？聞いてもいないのに、という感じはしましたが、
大きな作為があったように思います。理事会記録はこのようになっていまし
た。もう 2 年以上前の話ですが、思い出すたびに、胸が痛くなる内容です。
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。お母さんが、一基のために生きてきて、

小越先生：そうだな。ということは、オレも生きているんだ、

一基が亡くなって、これからどうしようと思っていた時に、私

こうして、君との会話に出ているんだから。

が編集した「心に残る栄養療法の患者さんたち」に、五師くん

ゼン先生：そうですけど・・・先生の存在自体がよくわからな

のことを書いたんですが、それを送ったら、「読んで、何かが

くなってきましたが、とにかく、そうですよ。先生は生きてい

心にストンと落ちました」という手紙だったんです。
「HPN や小

ますよ、私の中で。

腸移植があったからこそ、32 年間生きれた」そう気づかせてく

小越先生：ううううん、よくわからないが、ま、いいだろう。

れた、という内容でした。

今日の会話はこのくらいにしておこうや。

小越先生：なるほどな。32 年間も生きることができた、そう思

ゼン先生：そうですね。だんだん、わからなくなってきました

いたいな、確かに。

から。

ゼン先生：木暮くんがこの講演を聞いてくれていて、初めて、

小越先生：しかしな、今回の会話は、あの九州支部会の時に田

学術講演を聞いて泣いた、って言っていました。

中支部会長に送られた意見書の「あきれる内容があとを絶たな

小越先生：あの荒武者か？

い、小越先生との空想の会話」そのものだと言われるぞ。

ゼン先生：そうです。熱い男です。涙が出そうだけどがまんし

ゼン先生：いいんですよ。根津先生も「妄想だ」と言っていま

ていた、しかし、前に座っていた栄養士の嗚咽が聞こえたので、

すから。どうせ？先生と私の会話は、空想であり、妄想ですか

涙が止まらなくなった、と言っていました。

ら。読む人に、正しく判断してもらえばいいということです。

小越先生：やっぱり、真剣に患者と向き合ったという話は、感
動するんだよ。これは本当だ。真実だからな。
ゼン先生：そう思います。恥ずかしいことに、私自身、講演の
中でこの手紙を読みながら、涙が出そうになりました。

第 6 回 栄養管理指導者協議会
PEN Leaders（リーダーズ）学術集

小越先生：ハハハ、自分が作ったスライドに、自分で感動する
なよ。
ゼン先生：絵里さんの話、武澤先生の話をするとき、本当、も
う何十回と講演で話させてもらっているんですが、涙声になり
そうなこと、何回もあったんです。会場の反応によるんでしょ
うかねえ。
小越先生：それだけ、君の思い入れが強い患者さんだからだよ。
ゼン先生：そうですね。ヒトは 2 回死ぬ。1 回目は死んだ時、2
回目は忘れられた時。だから、絵里さんも、武澤先生も、五師
くんも、生きているんですよね。

2018 年 3 月 17-18 日、鹿児島県農協会館
当番会長 JCHO 宮崎江南病院 白尾一定

Medical NutritionistTM の育成
本物の栄養管理を考えている方々に参加してほしい

【今回のまとめ】
1. 第 33 回日本静脈経腸栄養学会に参加し、大勢の友人に会い、いい時間を過ごすことができまし
た。でも、昔ほど、楽しい学術集会ではなくなっていますね、確かに。
2. 参加費、学術集会の収支、クローク、コングレスバッグ、などなど、もっと参加者のためにお
金を使うべきだと思います。学術集会は、学会本部が儲けるためのものではないはずです。
3. 昨年のランチョンセミナーを断られた経緯、学会の理事選のこと、九州支部会問題など、今ま
で黙っていたことを書きましたが、どれも真実です。もういいでしょう、明らかにしても。
4. 私のランチョンセミナーを聞いていただいた方、ありがとうございました。若芽の会に参加し
ていただいた方、ありがとうございました。来年の若芽の会ですが、また、考えます。
5. 最後に・・・注意していると、前回で話題にした「敷居が高い」という表現が非常によく使わ
れていることがわかりましたが、ほとんどの人が誤解していますね。リーダーズは「ハードル
は高い」が「敷居は高くない」ので、大勢で鹿児島のリーダーズに参加してください。3 月 17
日と 18 日です。白尾一定先生が会長です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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