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『胃瘻バッシングへの対応は栄養管理のレベルアップ』
ついに、大阪、兵庫、京都と東京に緊急事態宣言が出ま
した。出て当然です。しかし、なぜ、全国に緊急事態宣言
を出さないのか、それが疑問です。地域限定の「まん延防
止重点措置」なんて、ほとんど効果はないことが明らかな
のに。中途半端な政策です。毎日のコロナ陽性者数は 5000
人以上。2020 年 4 月 25 日の全国のコロナ陽性者数は 322
人でした。現在は 10 倍以上です。こんなに多い陽性者数
にも慣れてしまっているのでしょう。緊急事態宣言の前日、
4 月 24 日の人出は増えていました。他人事なんです。今
のうちに外出しておこう、遊んでおこう？我慢の限界？そ
れは言い訳です。ワクチン政策もダメですね。国民に責め
られないように、それが政策の基本になっています。国民
全体にワクチンが行きわたるには何年もかかるのではな
いでしょうか。政府を責めても仕方ないのですが、何が一

↑やはり、一番先に花の写真を出さなくてはなりません。4 月 1 日
に中島さんに送っていただきました。ありがとうございます。

番大切なのか、それに対応できていませんね。その上、コ
ロナに対してはこうしなければならない、わかっているの
に実行しない人が多い。若者がいい加減？対応を理解して
行動している若者のほうが多いはず。不届き者がいること
が問題です。自分の行動が回りの迷惑になっていることが
わからない、自分のことしか考えない、問題の本質はここ
です。私自身も日々の生活の中でもコロナのことばかり考
えてしまう、それも癪だから、別のことを考えたいのです
が、誰かと話す時、どうしても話題はコロナになってしま
います。ゴールデンウィークは「Home 出ん week」にしま
しょう。
千里金蘭大学食物栄養学科の臨床医学の講義が始まり

↑「さつき」か「つつじ」か判断できないのですが、 「さつき」
はツツジ科なので、「つつじ」といっておけば間違いではないの
だそうです。私にはそのほうが向いています。桜が散り、もう躑
躅（つつじ）の季節なのだ、季節は動いているのにコロナは居座
っている、ですね。

ました。コロナのために対面講義は 2 回しかしていません
が、静かに聞いてくれています。いろいろ質問しながら講義を進めたいのですが、質問すると、学生に嫌がられるのだそ
うです。その上、私、学生達に文句を言われながら、管理栄養士としてこれくらいは知っておいて欲しいと思っている英
単語を覚えさせています。使わない英語を覚えさせられている、そんな文句も出ていますが。かつて、いろいろな職種に
対して臨床栄養に関する試験をしました。トータルパレンテラルニュートリション、バクテリアルトランスロケーション

↑桜は咲いている時はいいのですが、花びらが落ちるといやです。茎がたくさん落ちて、車の上にも落ちて、大変です。緑でいっぱ
いになると、また、きれいだと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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などとカタカナで書く管理栄養士さんが結構いました。
Total parenteral nutrition、Bacterial translocation
と書いて欲しい。糖質、グルコース、たんぱく質は英語で
書けなくてはならないでしょう。英会話は難しいけど、必
要な英単語はきちんと書けるようになって欲しい。
Nutrition、Dietitian は必須でしょう。管理栄養士は
Dietititan と書けなくては。反対意見もあるでしょうが、
私はこう思っています。こういう考えで教えているから、
私の講師としての評価が低いのでしょう。毎年、平均以下。
今年度も講師としての評価点は平均以下だろうと思いな

↑何回でもこの本の広告は出しますよ。知って欲しいので。

がら、自分が求めている管理栄養士像のために、1 年間、
がんばります。
〔漢字「栄養」のルーツをたどって〕を出版して 2 か月
近くになりました。どのくらい売れている？あまり売れて
いない？「読み始めたら面白くて最後まで一気に読んでし
まった」
「よくここまで調べたな」
「難しい内容の中に著者
の思いが混在しているので読みやすかった」「一度も意識
したことのなかったこと、何が書かれているのだろうと読
んだら、非常に興味深い内容だった。『ぼおっと生きてん
じゃないよ！』と突き付けられた」「とても面白く読みま
した。一医師の本というより、作家や記者等の専門の文筆
家が書いた内容のようで、改めて感服しました。」などの

↑やはり、この本も何回も紹介しなければなりません。購入し
て、手元において、是非、栄養管理の現場で使ってください。
読みやすいと評判です。

メールや手紙をいただきました。「たくさん売るために出
版されたんじゃないですものね。響く人には響く本、必要
な人には必要な本です。」なのですが、著者としては、で
きるだけ多くの人に読んでもらいたい、これが正直な気持
ち。佐伯矩よりも先に「栄養」を使うことを提唱した須藤
憲三氏のお孫さんから連絡をいただきました。阪大小児外
科の先輩からも連絡をいただきました。漢字とは直接関係

↑左は 2013 年に木暮先生に呼んでいただいた時の会津での写
真。後ろの像は八重さんです。右は 2019 年のリーダーズの時の
写真。木暮ファミリーです。

はないのですが「腹八分目を言ったのは貝原益軒の養生訓
の中ではないのか？」との質問。調べてみると、「腹八分
目」と言っているのではなく「珍美の食に対すとも、八九
分にてやむべし。十分に飽き満るは後の禍あり」でした。
4 月 24 日、第 5 回福島県 PEG と経腸栄養と在宅医療フォ
ーラムで講演しました。もちろん、大阪からのオンライン。
福島へ、会津へ行きたかったなあ、でも、無理、仕方ない、
しゃあない。「正しい PEG のありかたと栄養療法」がタイ
トル。いつものように自分勝手な持論で話しました。
↑鹿児島県、鹿屋市、池田病院の田中先生から送っていただきま
した。管理栄養士さん達の写真です。3 人、増えたとのことです。
田中先生が赴任してから、どんどん栄養管理レベルが上がってい
るのですね。院長の理解があるからですよね。左上は理学療法士
の山中君です。そうか、君もお父ちゃんになったんだ。がんばれ！
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、コロナ対策として緊急事態宣言が出ました。3

ゼン先生：中止するという勇気も必要だと思います。

回目です。

小越先生：そうだよ。とにかく、4 月だな。新しい年度に入って

小越先生：もっと早く、全国に出したほうがよかったのじゃな

世の中が新しい気持ちで動きたい 4 月なのに、まだコロナ、コ

いか？オレはそう思う。

ロナなんだな。

ゼン先生：私もそう思います。出すのが遅い！

ゼン先生：そうなんですよ。本当、どうしようもないんです。

小越先生：緊急事態宣言を本気で受け止めている人は少ないだ

小越先生：ここに出す写真もほとんどないんだって？

ろう。きちんと対応しないと、コロナ陽性者数が減らないで大

ゼン先生：はい。今、出そうと思っているのは、中島さんが送っ

変なことになると思っている人が少なくなっているんじゃない

てくれた花の写真と、鹿児島の田中くんが送ってくれた、池田

か？

病院の山中くんの赤ちゃんと管理栄養士さん達の写真、3 枚だ

ゼン先生：そんな感じです。緊急事態宣言前最後の休日となっ

けなんです。

た 24 日は東京都内の行楽地は家族連れなどでにぎわい、繁華街

小越先生：そうか、3 枚か。どうする？

は昼間から杯を交わす若者らで混雑したそうです。

ゼン先生：今日、阪大の中を歩き回って、ツツジの写真を撮って

小越先生：だろう？そんな感じになっているよ。

きて、1 枚は増やそうと思います。桜が散った後の写真もあり

ゼン先生：3 度目の宣言は効果を発揮するのか、街の人たちから

ますから、これで 5 枚になります。あとは、工夫します。

は疑問の声も聞かれた、そう報道されていました。

小越先生：そうだな。とにかく工夫しなさい。コロナが明けた

小越先生：本当に困ったことだ。ところで聖火リレーはやって

らもう一度行きたいところ、なんてのは面白いんじゃないか？

いるんだろう？
ゼン先生：まだ途中ですが、全国を駆け回るスケジュールです。
でも、大阪市と松山市は公道を通る聖火リレーは中止しました。
小越先生：大阪は万博公園の中を走ったそうだな。
ゼン先生：松山は走らなかったそうです。愛媛県知事が「走って
もらえなかったこと、申し訳ない」と泣いて謝っていました。
小越先生：中村知事、なんか、いい人だな。誠実なんだろう。
ゼン先生：そうですね。私もそう思います。
小越先生：本当にオリンピックをやるつもりなのか？
ゼン先生：政府はそのつもりでしょうが、国民の大半はそうは
思っていません。ある調査では 75%が延期または中止すべきと

↑2008 年 7 月、平田公一先生が消化器外科学会会長の時（小越
先生が PICC の講演をしました。私が司会をしました）、レンタカ
ーで念願の襟裳岬へ行きました。古い 2 時間ドラマを見ていたら
襟裳岬が出てきて、行きたくなりました。プロジェクト X の「襟
裳岬に春を呼ぶ」も何回も見ました。コロナが明けたら行きたい。

答えています。私も、オリンピックを強行することには意味が
ないし、間違った選択だと思います。
小越先生：1964 年の東京オリンピックとは意味が違っているし
な。
ゼン先生：本当に。でも、アスリート達はやりたいでしょうね。
小越先生：そりゃあそうだろう。しかし、オリンピックを開催
することでコロナ患者がさらに増えて、亡くなる人が増えたら、
なんて考えたら、オリンピックに出たいという気持ちが、いず
れは後悔になるかもしれない。
ゼン先生：本当に。コロナを克服した証として東京オリンピッ
クを開催すると言ってますが、コロナを克服できてないんです
から、この考え方は正しくないでしょう。
小越先生：オレもそう思う。

↑2009 年、盛岡での NST 講演会に呼んでいただいた時、観光バ
スにのって三陸海岸へ行きました。これは浄土ヶ浜です。東北大
震災からは 10 年が経過しているので、元通りに戻っているでし
ょうね。ここも先日見た、昔の 2 時間ドラマに出てきたので、行
きたいなあと思いました。
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：なるほど、それはいいかもしれませんね。

小越先生：仲間たちには買って欲しいだろう？

小越先生：いろいろ考えなさい。この連載を楽しみにしてくれ

ゼン先生：リーダーズだけでなく、JANVIC、静脈経腸栄養学会

ている人もいるんだから。

での若芽の会の写真も入っていますから。

ゼン先生：はい。ありがたいことです。実は、2017 年 4 月から

小越先生：そうだな。臨床栄養に関するいろいろな話題も入っ

の 3 年間の記事を『ゼン先生の栄養管理講座Ⅱ』としてまとめ

ている。勉強になるとオレは思っている。

て出版しました。

ゼン先生：出版する前、いろいろチェックするために読み返し

小越先生：そうか。それはよかったな。オレもここに出演させ

てみましたが、著者としてではなく、一人の読者として読んで

てもらってもう長いなあ。

みると、いろいろ勉強になると思いました。

ゼン先生：ありがとうございます。おかげさまで、伸び伸び会話

小越先生：ハハハ。自分が書いた内容を自分で読み返して感動

させてもらっています。

しているんだ。

小越先生：そうだ。感謝を忘れてもらっては困る。

ゼン先生：2017 年って、先生、4 年前です。4 年前に何を考えて

ゼン先生：もちろんです。自分が今、こうして活動できているの

いたか、何をしていたか？思い出せないでしょう。

は、先生のおかげだといつも感謝しています。

小越先生：そうだな。その頃世の中がどうなっていたのか、臨

小越先生：よしよし。しかし、どうせ、売れない本だろうな。

床栄養の領域がどうなっていたのか、読み返すと思い出すだろ

ゼン先生：そうかもしれません。しかし、響く人には響く本、必

う。思い出したら、前向きにやっていくにはこれからどうした

要な人には必要な本、です。

らいいのか、考えることができるな。
ゼン先生：書いた本人が勉強になると実感しているので、読ん
で欲しいんです。
小越先生：そうだな。オレが推薦してやろう。「みなさん、井

↑ゼン先生の栄養管理講座Ⅱを出版しました。少なくとも、この
栄養 100 年イベントの写真の方には買って欲しいのですが・・・。

↑みんなの栄養管理講座 4 冊とゼン先生の栄養管理講座 2 冊を並
べると、いいでしょう？

↑コロナが明けたら行きたいところ、やはり、龍馬さんに会いに
行かないといけないでしょう。もう何回も行っていますが、2 年
以上、行っていません。

↑鹿児島も何回も行っていますが、まだ、行っていないところが
あります。だから、コロナが明けたら行きたい。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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上善文が書いた『ゼン先生の栄養管理講座Ⅱ』、勝手なことを

小越先生：中途半端が一番ダメなんだよ。中途半端に知ってい

言っていますが、それなりに正しいことを言っていると思いま

ると、それが正しいと思い込んでしまうだろう？そうすると本

す。是非、買って、読んでください。きっとためになりますか

質を見逃してしまう。

ら。」

ゼン先生：誰かがこういった、それを中途半端に信じてしまう、

ゼン先生：ありがとうございます。

そうすると、本当に正しいのは何かが見えなくなるんですよね。

小越先生：ところで、4 月はどこへも行かなかったんだろう？

小越先生：その通りだ。胃瘻に関していうと、胃瘻を造ること

何か、学術活動はしたのか？

は無駄な延命治療だ、という意見があると、そうだ、そうだと

ゼン先生：4 月 24 日にオンラインで「第 5 回福島県 PEG と経腸

思ってしまうんだな。

栄養と在宅医療フォーラム」で講演しました。大阪から福島へ

ゼン先生：確かに、無駄な延命治療だと思わざるをえない症例

発信しました。

もあります。それは否定できません。そういう症例のインパク

小越先生：福島へ行きたかったんだろう？

トは大きい。

ゼン先生：もちろんです。木暮くんに呼んでもらって会津へ行

小越先生：オレもそう思う。

ったのはもう 7 年ほど前です。

ゼン先生：しかし、胃瘻、即、無駄な延命治療と思い込む人がい

小越先生：大河ドラマの「八重の桜」の時だろう？

るのが問題です。

ゼン先生：そうなんですよ。その年に呼んでくれと木暮くんに

小越先生：その通り。無駄などころか、胃瘻で経腸栄養を実施

お願いしたんです。

すると元気になる人がいる、それは当然のことだけど、なかな

小越先生：わがままな奴だなあ。

か見えないんだろうな。

ゼン先生：すみません。

ゼン先生：本当に。胃瘻を造設すると食べられなくなると誤解

小越先生：まあいい。講演はちゃんとやったんだろうな。

している人もたくさんいるようです。

ゼン先生：当然です。相当時間をかけて準備しました。内容は胃

小越先生：少しじゃないのか？たくさんになってしまっている

瘻問題。導入は「最近、PEG が話題にならなくなりました。PEG

のか？

バッシングが起こってから PEG 件数が減っています。PEG を忌

ゼン先生：どのくらいいるかはわかりませんが。2015 年の NHK

避する傾向が定着したのでしょうか。」としました。

のニュースウォッチ 9 の報道が問題でしたね。

小越先生：なるほど。昔の PEG に対する考え方も、もう忘れて

小越先生：あれな。食べさせてあげたいから胃瘻を抜去した、

いるかもしれないな。

胃瘻を抜去したら食べることができた、だろう？

ゼン先生：そうなんです。そういう歴史を理解しておくことも

ゼン先生：その後、短期間で体重が減って亡くなった、でした。

大事だと思いまして。

胃瘻で経腸栄養を実施しながら、好きな時に好きなだけ食べて

小越先生：やっぱり、PEG を忌避する傾向はあるのか？

もらったら、もっと元気に長生きでいた症例だったのに。

ゼン先生：ありますね。ちょっとだけ PEG に関する知識がある

小越先生：あの報道が「胃瘻があると食べられない」という誤

人がダメです。ちょっとだけ、が問題です。

解を広めてしまったのは間違いない。

小越先生：へたの考え休むに似たり、だろう？

ゼン先生：NHK にはメールで文句を言ったんです。

ゼン先生：ちょっと違うんじゃないでしょうか。それは「考えて

小越先生：返事は来なかったんだろう？当たり前だ。

も無駄」という意味でしょう？

ゼン先生： NHK の影響は大きい。

小越先生：そうだな。確かに違うな。

小越先生：あの報道を見て、胃瘻を拒否する患者さんが増えた

ゼン先生：ええっと・・・生・・・。

のは間違いない。

小越先生：生？そうだよ。「生兵法は大怪我のもと」だろう？

ゼン先生：そうです。そうそう、今回、スライドを見直したら、

ゼン先生：そうです、そうです。「少しばかりの知識や技術は、

いくつか、解釈の間違いに気付きました。

それに頼ったり自負したりして、かえって大失敗する」ですね。

小越先生：胃瘻を造設すると食べられなくなる、という問題？

胃瘻はダメという上滑りな情報を信じ込んでしまうことが問題

ゼン先生：そうです。「37 歳で医者になった僕」というドラマ

なんです。

がありまして、第 1 回が胃瘻だったんです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：どう誤解していたんだ？

ゼン先生：そうです。しかし、問題は、この考え方が胃瘻の適応

ゼン先生：原作には「胃瘻を造ってゆっくり食べる練習をすれ

全体に広がってしまったことです。「老衰で死期が近づいてい

ば胃瘻が不要になる患者がいる。」と書かれていました。しか

る」と判断すべき症例と、そうではない症例を一緒にして、胃

し、ドラマの中では「人工栄養を始めたら患者は食べる喜びを

瘻はダメ、としてしまったことです。

失うんです」だったので、「原作を誤解している、間違った方

小越先生：そうだよ。そこを分けて考えなくてはならないんだ

向に誘導している」と講演の中で解説したんです。ところが、

よ。

原作のその部分の少し後ろには「このまま主治医にまかせてい

ゼン先生：実は、石飛先生の主張には誤解というか、自己矛盾が

たら、一生、食べ物を口にすることができなくなってしまうか

あると思います。「寿命が来ている高齢者に経管栄養を機械的

もしれないのだ。」と書かれていました。

に与えることに意味があるのでしょうか。」と言っています。

小越先生：なるほど、原作者も胃瘻を造ると食べられなくなる、

この「機械的に」に問題があります。

と言っているんだな。

小越先生：病状を考えて経腸栄養の内容・量を考えるべきだ、

ゼン先生：そうなんです。

と言いたいんだな。

小越先生：そうか。作家も誤解していたのか。

ゼン先生：そうです。石飛先生の別の論文では「私は、胃ろうが

ゼン先生：そこまで考えてこの本を読んだ人はいないでしょう

すべて悪いというつもりはありません。例えば、脳梗塞を起こ

が。それから、「平穏死のすすめ」の著者、石飛先生ですが、

した人が、栄養をとって体力を回復させ、リハビリを行って社

「私が異議を唱えているのは、老衰で死期が近づいている人に、

会復帰を果たすのであれば、応急処置としてやる意味はありま

胃ろうで強制的に延命することです」と言っています。

す。」と言っています。「応急処置」という表現は気に入らな

小越先生：それが胃瘻バッシングの始まりなんだな。

いのですが。

ゼン先生：多分、そうです。正直なところ、私はこの考え方には

小越先生：確かに、応急処置は、表現が悪い。

賛同します。なぜなら、自分がその状態になれば、そうして欲

ゼン先生：それから「高齢でも、テレビを観たり、会話をしたり

しくないからです。

して過ごすことができ、本人が望むなら（胃瘻を）選択してい

小越先生：オレも同感だ。大部分の医療者はそう思っているん

いのです。」と言っています。

だろう？

小越先生：それって、本来の適正な胃瘻の適応じゃないか。
ゼン先生：でしょう？だから、主張が誤解されている部分もあ
るかもしれません。さらにですよ、石飛先生の施設では「胃ろ

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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うについては慎重に決定し、胃ろうを用いたとしても、体の具

ゼン先生：本当に議論すべき内容は、PEG の適応ではなく栄養

合を見ながら摂取量を減らして、平穏死を妨げないよう努めて

管理の適応である。栄養管理のレベルアップをしなくてはなら

います。」としているそうです。

ない。

小越先生：なんだ、ちゃんとしているじゃないか。

小越先生：その通りだ。

ゼン先生：この記載だと「平穏死のすすめ」に書かれていた「経

ゼン先生：最終結論は「静脈経腸栄養管理指導者協議会、リーダ

管栄養を機械的に与える」ではないんです。別の論文のほうが

ーズに参加して、一緒に本気の栄養管理を勉強しましょう」で

「平穏死のすすめ」よりも後に出版されているので、考え方を

す。

変えたのかもしれませんが。

小越先生：本当にその通りだ。まあ、福島の方達がどう受け止

小越先生：なるほど。しかし、石飛さん、胃瘻に対するバッシ

めてくれたか、それが問題だけどな。

ングを押し進めるような発言をし過ぎたな。ちゃんとした適応

ゼン先生：オンラインでは聴衆の反応が見えないので、わかり

についてももっと主張するべきだったな。

ませんが。

ゼン先生：本当に。
小越先生：これは福島県 PEG 研究会で話した内容の一部だろ
う？結論はどうしたんだ？
ゼン先生：結論ですか。一つは「PEG は Endoscopic surgery であ
って Endoscopic therapy ではない。」「胃瘻を造設することは経
腸栄養という治療のための手段である。胃瘻造設自体は治療で
はない。胃瘻を造設したら経腸栄養という治療が始まる」です。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：だから、胃瘻は栄養療法実施経路の一つに過ぎない

↑石垣島から与那国島への旅も楽しかった。石垣島に勤務してい
た田中先生に呼んでいただいたのです。コロナが明けても、なか
なか行けないでしょうけど。

ことを認識するべきだ。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：いつまでも PEG、ペグと言っているが、PEG とは経
皮内視鏡的胃瘻造設術のこと。PEG は終わった瞬間に胃瘻にな
る。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：多くの PEG の専門家は、内視鏡の手技としての PEG
に注目して「栄養も」という感じで活動している。
小越先生：その通りだ。

↑コロナが明けたら、青森にも行きたい。龍飛崎の写真です。左
は 2019 年の写真で、こんなに穏やかなんだ、と感動。右は 2008
年で、風が強くて吹き飛ばされそうでした。ネクタイがばらけま
した。恐山へ行ったのはもう 30 年ほど前のこと。2019 年に青森
県立中央病院の田沢くんに仏が浦へ行きたいと話したら、もう 1
泊必要ですと言われたので、コロナが明けたら行きたい！

ゼン先生：胃瘻なんて、PEG なんて、単に、水分、薬剤、経腸
栄養剤を投与する「管」という認識に変えないと胃瘻バッシン
グからは抜け出せない。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：認識を変えて、胃瘻を用いた経腸栄養、その内容、量、
にもっと真剣に向き合うことが重要である。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：胃瘻が適応だと判断したら、熱意をもってきちんと
した考え方で説明する、そのためにしっかり勉強する、経鼻胃
管でもいいかとあきらめない、安易に CV ポートを選択しない。

↑やはり、栄養寺には行かないといけません。右の写真は 2009 年
に初めて栄養寺へ行った時の写真です。あれからもう 12 年にな
るのです。コロナが明けたら行きたい所は本当、たくさんありま
す。日本中、飛び回りたい。でも、もう、海外へは行かないだろ
うな。年も年だし。

小越先生：その通りだ。
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【今回のまとめ】
1. 4 月 25 日から、コロナ緊急事態宣言が出ました。大阪、兵庫、京都、東京だけですが、全国的な緊急事態
宣言として自粛するべきです。
2. 東京オリンピック、アスリートはやりたいはず。しかし、このコロナ感染状況では、やはり、中止するべ
きではないでしょうか。感染者を減らすことのほうが優先です。
3. 胃瘻問題は、PEG の適応ではなく、栄養管理の適応が問題です。そこを履き違えている医療者が多いこと
も問題です。臨床栄養に関するレベルアップが必要です。
4. そのためには本気の栄養管理を実践することを目標にしている「静脈経腸栄養管理指導者協議会：リーダ
ーズ」に参加して、一緒に勉強しましょう。
5. 5 月 15 日に Medical Nutritionist Web 講演会、シリーズ 3 を開催します。テーマは『COVID-19 入院症例
に対する栄養学的対応の実際』『膵臓切除症例の栄養管理』『末梢静脈栄養の管理』です。5 月 7 日まで
に事前参加登録をしてください。
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