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『本当に栄養管理が必要な人たちに対して、
最適な栄養管理が実施できなくなっていませんか？』
5 月の連休が終わって、元気が出るかな？と思っていましたが、なかなか元気が出ません。五月病？新入生や新入社員
ではありません。それより「初老期うつ病」かもしれません。しかし、
「うつ病の症状チェックシート」でチェックしてみ
ましたが、「ほとんど問題ありません」でした。「ほとんど」ということは、少しは問題がある？なんてばかなことを考え
たりしましたが。要するに、仕事が多すぎて、なかなかはかどらないことが原因です。自分の能力以上の仕事を自分で作
っているからでしょう。理想が高すぎる？自分の能力がわかっていない？両方だと思います。しかし、それを投げ捨てる
わけにもいかないし、逃げることもできないので、目の前の仕事をひとつ一つ片づけるしかありません。関西 PEG・栄養
とリハビリ研究会のパネルディスカッションの準備、Medical Nutritionist セミナーの準備（テキスト作成、参加者募集
など）、第 7 回リーダーズの準備（演題募集、企業からの協力依頼など）、第 8 回リーダーズの準備（栄養 100 年）などな
ど、やることが山積。機関誌の編集作業もあるし、自分でも論文を書かなくてはならないし、減ったとはいっても講演の
準備、しなければなりません。講演？毎回、同じでいいのでは？と思いますが、なかなか、性格としてそうもいかないの
です。大筋では同じでも、細部まで同じ講演はしないようにしていますから。
5 月の連休は、帰省、孫の世話、などで忙しくしており
まして、少々疲れました。ほとんど、お抱え運転手みたい
なものですから。でも、それはそれです。連休が終わった
翌日の月曜日には、千里金蘭大学の食物栄養学科での講義。
毎週の月曜日ですから、大変です。こっちのほうが疲れま
す。私は、予習し、講義のスライドを作り、小テストを作
り、その回答を作り、採点してデータ入力し、と準備万端
なのです。ギャグも入れ・・・なのですが、レスポンスが
悪い。寝ている学生も多いし。最近の若者って、彼ら自体
を理解しようとすることが無理なのだとわかっているので
すが、そのうち、私の気持ちを理解してくれてがんばる学
生が出てくる、なんていう期待を持ちながら講義をやって
います。諦めが悪い？翌日には星薬科大学の講義に出かけ
ましたが、こっちのほうが栄養に興味がありそうな雰囲気

↑5 月の連休、孫を連れて鳥取砂丘へ行きました。このタコは、
私が揚げています。ものすごい風で、よく揚がりました。注目の
的でした。楽しかった？そうでもなかったけど。糸がもつれて大
変でした。

です。栄養士の卵は臨床医学の講義には興味がないらしいのですが、臨床栄養にも興味がない？薬剤師のほうが臨床栄養
に興味がある？わかりません。5 月 22 日には、星薬科大学での講義の 2 時限目に、株式会社クリニコに協力をしていただ
き、経腸栄養剤などの試飲・試食会をしました。学生さんたち、非常に喜んでくれて、残った製品を持って帰っていまし
た。あれだけ喜んでくれたら、やった甲斐もある、というもんですよ。クリニコの小栗さん、永井さん、ありがとうござ
いました。いろいろ手配していただいた中島さん、ありがとうございました。

↑星薬科大学の講義として、クリニコに協力していただいた、濃
厚流動食などの試飲・試食会です。非常に楽しんでいました。今
回は、余った製品はすべて学生さん達が持って帰りました。喜ん
でもらってよかった。とにかく、経腸栄養剤や濃厚流動食はまず
い、というイメージを一掃できたと思います。現場で働くように
なった時に役立つと思います。特に、クリニコの製品はうまい、
これを理解してもらったのです。理解してくれたら、現場に出た
時、クリニコの製品がいい！と言ってくださいよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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5 月 10 日には、奄美大島へ。大阪大学消化器外科の森正
樹教授が会長の「がんと代謝研究会」が奄美大島で開催さ
れ、そのイブニングセミナーでの講演でした。森先生は、
奄美大島で小学生時代を過ごしたとのこと。徳之島にもお
られたとのことです。司会は西口先生。二人で奄美観光を
楽しみました。西口先生は『井上先生のおかげで奄美大島
へ来ることができた、ありがとう』を連発。レンタカーを
借りて、観光計画を立て、運転をし・・・こちらこそ、あ
りがとう。西郷隆盛が住んでいた家へも行きました。鶏飯
は、有名な店へ行きました。奄美大島へ到着してすぐの昼
飯、出発前の昼飯。懇親会でも鶏飯、朝飯でも鶏飯。鶏飯
は確かにうまかったけど、3 回、満腹になるまで食べまし
たので・・・（西口先生は 4 回）。懇親会の最後は全員での
奄美の踊りでした。阿波踊りよりテンポが遅いけど。翌日
には東京へ。消化器内視鏡学会総会でのランチョンセミナ
ー（オリンパス共催）のためでした。PEG に関する講演で、
PEG・在宅医療学会代表の上野先生の座長で、合田先生の
前に講演しました。好き勝手なことを言っていると思われ

↑鶏飯、鶏飯、鶏飯でした。食べ過ぎだと思います。でも、うま
かった。

たかもしれませんが。胃瘻造設は、それ自体は治療ではな
い 、 経 腸 栄 養 と い う 治 療のた め の 手 段だ、 Endoscopic
surgery ではあっても Endoscopic therapy ではない、とい
う内容にしました。講演時間は 20 分ということでしたが、
19 分 58 秒で終えました。エヘンエヘン？

↑がんと代謝研究会の懇親会です。地元の高校生の奄美の音楽、
踊り保存会の方達の踊りがありました。懇親会の最後は、参加者
全員で踊る、これが奄美の伝統だということです。森教授は、小
学生の時、奄美大島で生活しておられたのだそうです。徳之島に
もおられて、泉重千代さんに会ったことがあると言っておられま
した。森先生、研究会のイブニングセミナーの講師をさせていた
だき、ありがとうございました。

↑西郷隆盛が住んでいた家に行きました。愛加奈さんの子孫がお
りまして、いろいろ説明してくれました。まあ、私のほうが詳し
いのですが。ちょうど、大河ドラマの西郷どんの舞台が奄美大島
に移った時でした。しかし、観光客は誰もいませんでした。

↑オリンパスとの共催のランチョンセミナーです。上野先生も合
田先生も目をつむりかけの写真しかありませんが、すみません。
私が撮ったのではありません。胃瘻の適応を再考する、という、
いつものテーマです。Shared decision making とは、がサブタ
イトルでしたが、よく理解できませんでした。むずかしいことは
言わず、栄養管理の適応を決めて、その方法として胃瘻を考えた
らよい、そんな内容で発表しました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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5 月 18 日には関西栄養管理技術研究会の世話人会。私は西口先生と共にアドバイザリーボードなので出席しました。11
月 17 日に研究会が開催されますが、その時のテーマについての話し合い。平成 30 年度診療報酬改定で「入院時支援加算」
が新設された、それにどう対応するか、という内容になり、その中の栄養管理について、栄養評価をやらなくてはならな
い？栄養スクリーニングの議論はよくやられているけど栄養アセスメントについての議論はものすごく下火ではないか
な？などという話になり、なんとなく、私が栄養アセスメントに関する講演をすることになりました、成行きで。基本的
な栄養アセスメントについてしゃべってみましょう。ODA は井上善文が造語した・・・などなど。がんばってみましょう。
翌 19 日は、大阪大学汲泉会（旧第一外科同門会）と
PEN の会（研修医のための臨床栄養セミナー）が重なり
ました。先に PEN の会に参加して、それから汲泉会へ
移動することにしました。PEN の会は、西口先生が中心
の、研修医に臨床栄養を教育する会でしたが、昨年で、
私、山中先生、西口先生、瀧藤先生は年取ったから御
勇退！で顧問となり、大阪市立総合医療センターの玉
森先生が代表となって活動をリニューアルしています。
私達は顧問ですから、気楽なものです。講義に続いて
PEG、PICC のハンズオンセミナーもありました。参加者
が少なかったのは残念でした。でも、この PEN の会、
いい勉強になると思いますよ。来年もありますので、
どんどん参加してください。懇親会もあります。汲泉
会では、大阪大学医学部附属病院病院長から病院のリ

↑恒例の、汲泉会での赤ネクタイ記念写真です。川島先生を中心に、
非常にいい、赤ネクタイつながりになっています。赤いネクタイを締
めて来なさい、という強制ではなく、自主的に、大阪大学第一外科の
ネクタイだから、という雰囲気がいいでしょう？

ニューアルについての話がありました。すごいなあ、院長になると病院の建て替えや移転についても考える必要があるん
だな、という感じ。汲泉会は懇親会が楽しみで参加しているのです。いつものように第一外科の赤ネクタイで、川島先生
と一緒に記念写真を撮りました。川島先生は米寿です。お元気です。
5 月 26 日と 27 日を使って、栄養の歴史調査のために奥州市へ行きました。この領域での、新たな発見がありました。
この発見の内容は、11 月 25 日の第 8 回栄養管理指導者協議会学術集会（栄養 100 年イベント）で報告する予定です。後
藤新平記念館にも行きました。時計のシチズンは、今年が創立 100 年で、そのシチズンという社名は後藤新平がつけたの
だとのことです。一応、平泉へも行きました。もちろん冷麺は食べました。今年は、栄養 100 年、シチズン 100 年、ハリ
スベネディクトの式 100 年、栄養の歌 100 年、麻生飯塚病院創立 100 周年、そうして、Dudrick 先生の TPN の論文発表後
50 年なのです。

↑奥州市の高野長英記念館です。蛮社の獄で刑務所に入れられ、
脱獄した後は愛媛県の宇和島にも隠れていたとのことです。非常
に語学の才能があったとのこと。脱獄した後もオランダ語の翻訳
をしていました。いろいろ勉強になりました。

↑これも奥州市にある、医師で政治家の後藤新平の記念館です。
いろんなことをやられた方です。板垣退助の治療をしたのは後藤
新平です。シチズンの時計の命名者で、このシチズンは会社とし
て今年が 100 年だそうです。初代鉄道院総裁（国鉄）、東京放送
局（NHK）総裁、ボーイスカウトの結団、これらも後藤新平の功
績です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座

第５４回

ゼン先生：先生、初めて奄美大島へ行きました。

ゼン先生：それにしても、この問題、昔の田中角栄のロッキー

小越先生：ほおお、奄美大島で講演か。好きだな、島が。

ド事件みたいに、スキっと解決できないのでしょうか。

ゼン先生：いや、別に、そういうつもりはありませんが。確か

小越先生：時の総理大臣、田中角栄が逮捕されたんだったな。

に、石垣島、与那国島、西表島、それから、徳之島、喜界島、

検察庁がしっかりしていたんだろう。

いろいろ行っています。

ゼン先生：今回の問題で安倍首相が逮捕されるということはな

小越先生：だろう？

いと思いますが。でも、嘘をついていることは明らかですから

ゼン先生：今回は、西口くんと一緒だったんです。

ね。

小越先生：学会か？研究会か？

小越先生：そうだ。安倍首相が嘘をついているから、周りのう

ゼン先生：阪大の森教授が会長の「がんと代謝研究会」という、

その上塗りがどんどん進んでいる。誰も本当のことを言わない、

非常に基礎的な内容の研究会の、イブニングセミナーです。

そんなことになってしまっている、嘆かわしいことだ。

小越先生：君がしゃべったのか？

ゼン先生：最終的には国民が審判を下すんでしょうか。でも、

ゼン先生：そうです。私が講師で、西口くんが司会でした。

選挙をすると自民党が勝ちますからね。国民全体がダメになっ

小越先生：なるほど、仲良しペアだな。

ている、というか、この間違った体制を受け入れている、とも

ゼン先生：西口くんは奄美大島は初めてで、私も初めてなんで

いえるんじゃないでしょうか。

すけど。この仕事のおかげで奄美大島に来ることができた、と

小越先生：なんか、日本人の悪い面がたくさん出てしまってい

喜んで、レンタカーを借り、観光するべき場所を調べ、いろい

るな、現在は。

ろ案内してもらいました。
小越先生：そうか、それは楽しい旅だったな。
ゼン先生：昼前に奄美大島に着いたんですが、雨でしてね。ち
ょうど梅雨入りしていたんです、日本で一番早く。大雨で、運
が悪い、と思っていたら、翌日が快晴で、楽しい観光ができま
した。
小越先生：よれはよかった。仕事はちゃんとしたんだろうな。
ゼン先生：もちろんです。ちゃんとやりました。
小越先生：でも、まあ、西口くんは司会だから、気楽だったん
じゃないか？

↑奄美空港へ着いた時は、大雨。さすがに梅雨だ、という感じ。西口
くんの運転で観光しましたが、雨で、全然ダメでした。1 日目は。

ゼン先生：はあ、たぶん。
小越先生：たぶん、ではないぞ、絶対に、だぞ。
ゼン先生：その奄美大島での講演では症例を提示して話したん
です。その時、患者の名前を日本で一番有名な人の名前として
「安倍○○」にしたんですよ。
小越先生：確かに、今、一番有名な名前だろうな。
ゼン先生：その紹介の時、
「政策として道徳が教科化された、と
いうことだけど、一番大事なのは『うそをつかない』のはずだ。
それを、まずは総理大臣がお手本を示さなくてはならない」と
言ったら、会長の森教授がにこにこと反応してくれました。
小越先生：ははは、確かに。その通りだ。道徳、といって大げ
さに政策としての教育にするより、うそをつかない人間になり

↑奄美大島のマングローブ原生林です。遠くから写真を撮りました。
マングローブは、西表島のほうがすごいですね。

ましょう、という基本中の基本を教えなくてはならないだろう
よ。
ゼン先生：本当にそうですよね。それにしても、加計学園、森
友学園、自衛隊、うそばかりです。誰が見ても政府がうそをつ
いていることがわかるのに。あれだけ証拠がそろっているのに、
ああいう議論になる、信じられませんよね。
小越先生：本当に信じられない。
ゼン先生：よく考えると、財務省の人たちを始め、政治家の連
中はすごいな、と思います。よくあそこまでヌケヌケとウソが
つけますね。私だったら、すっきりしたいので、全部、本当の
ことを言います、って曝露してしまうと思います。
小越先生：確かに、君だったら、すぐにそうしてしまうな。

↑ハートが見える風景です。この海がハートに見えますよね。実は、奄
美大島にはハートロックという名所があるのですが、そこへは行けなか
ったのです。このハートでがまんしよう、ということになりました。

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：そうですよね。そうそう、来年の東京での JSPEN で

堂々と経緯をしゃべりました。

は、クロークがあるようですよ。理事会でそういう話が出た、

小越先生：そうだな。あの学生はりっぱだ。でも、当の監督と

という噂が聞こえてきました。

コーチは嘘をついた。

小越先生：君がオレとの会話で指摘したからか？

ゼン先生：それも明らかですが、関東学生アメリカンフットボ

ゼン先生：そうかもしれません。でも、会員にとっては、学会

ール連盟がきちんとした裁定を下しました。あれはよかった。

に気持ちよく参加できる、という一つの条件が備わったことに

政治の世界も、もっと自浄作用が働かないと、日本全体の評価

なりますよ。

が下がりますよ。外国のメディアがそういっていると聞いてい

小越先生：確かに、そうだな。よかったじゃないか、批判を恐

ます。

れずに真実を話して。

小越先生：オレもそう思う。日本では、権力を持てば、何をや

ゼン先生：そうかもしれませんが、さらに JSPEN の幹部からは

ってもいい、嘘で国民をだませる、ごまかせる、ということに

嫌がられるようになったと思います。

なるからな。

小越先生：いいんだろう？そういうことになっても。

ゼン先生：本当、そうです。実際には日本だけではありません

ゼン先生：もちろんです。そういう権力争いや勢力争いには興

が。

味ないので。

小越先生：みんな、自分のため、という考え方で生きているん

小越先生：ちょっとはそういうことも考える人間だったら、君

だろうな、偉い方々は。

はもっとうまく生きられるんだけどな。

ゼン先生：そうなんでしょう。自分を犠牲にしても、世のため、

ゼン先生：先生、何を今さら。それより臨床栄養を患者さん達

人のため、という人はいないんでしょうか。西郷隆盛や大久保

のために活性化することのほうが大事です。

利通みたいな・・・。

小越先生：まあそうだけど。君は臨床栄養の領域は右肩下がり

小越先生：まあ、彼らもそれほど純粋ではないかもしれないけ

だと言っているが、右肩上がりにしなくてはな。

ど。

ゼン先生：そう思っていますが、やはり右肩下がりです。

ゼン先生：でも、西郷隆盛は西南戦争を始める時「おいの体は

小越先生：君がそう言っているだけなんじゃないか？

さいあげもそ」と、弟子たちに言ったそうです。大久保利通は
私腹を肥やしていると言われていたけど、実際にはそうではな
かった、借金だらけだったということです。なんか、当時の人
たちって、自分を犠牲にしても・・・ということを考えていた
ように思います。
小越先生：みんながみんな、ではないだろう。
ゼン先生：確かに。長州の山縣有朋は御用商人の山城屋に不正
融資をした、というのは有名な話です。偉くなると、利権を自
分のために利用しようとする人も多いんでしょうね。
小越先生：政治の世界ではそういう話はたくさんあるんだろう
な。政治というのは、国民から集めた税金を、どう配分するか、
できるだけ自分のために、ということだからな。ところで、今
回はこういう話で終始するのか？

↑奄美の遠浅の海です。南の島らしい、海の色です。

ゼン先生：いやあ、今回は、どんな会話にするか、非常に迷っ
たんです。なんか、まわりの会話でもこういう、政治的な話が
多くて、栄養があまり話題にならないんですよ。JSPEN もそん
な感じですよ、先生。
小越先生：学術団体だぞ、学会というのは。
ゼン先生：でも、今の JSPEN では学術的なことは、話題になっ
ていないのではないでしょうか。私は、ほとんど学会からは離
れていますが、聞こえてくるのは、そういう話ばかりです。
小越先生：そうなのか？
ゼン先生：そんな感じです。これも、なんか、利権がからんで
いるのでしょうか。
小越先生：そういうことがあるんだろうか。学会員から集めた
会費は、学会員のために使う、そういう単純な話のはずだけど
な。

↑奄美十景、あやまる岬です。「謝る」のではないということです。非
常にいい景色でした。1 日目は雨でここまで行けませんでしたが、2 日
目は快晴でしたから、あやまる岬で奄美の良さを味わうことができまし
た。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：いや、私がそう言っているだけではなくて、もう、

ことになって、受講はするけど、その中身にはあまり興味がな

明らかに日本全体がそうなっています。特に企業がそういうこ

い、そういう医師が多かったんでしょうか。その結果、栄養管

とをわかって、既に動いています。医療者もそれを認めて、次

理の中身の充実がおろそかになったのではないでしょうか。

のことを考える必要があります。

小越先生：そういうこともあるな、確かに。

小越先生：リスタート、だな。

ゼン先生：結局、栄養管理が大事だということを身を以て感じ

ゼン先生：そうですね。

ていないからなんでしょう。

小越先生：どうすればいいんだ？君はどう思っているんだ？

小越先生：そうだろうな。おい、この会話の流れは、前回の話

ゼン先生：今一番思っているのは、栄養管理の対象って、高齢

に近くなっているんじゃないか？

者だけなんでしょうか。今のこの領域って、高齢者に対する栄

ゼン先生：確かに。どうしても、栄養管理が大事だということ

養管理ばかりでしょう？

をみんなにわかってもらいたい、そう思っているからでしょう。

小越先生：確かに、そんな気がする。そうして、食べること、

確かに、最近、こういうことばかり考えています。

経口栄養、ばかりだな。

小越先生：おざなりな栄養管理になっている、ということだな。

ゼン先生：そうなんですよ。高齢者に、どうやって食べさせる

ゼン先生：いや、かつて、先生が栄養管理を充実させなくなく

か、そんな話ばかりですよ。

ては、ということで活動しておられた時は、おざなりな栄養管

小越先生：なるほど、まずは、そこを考える必要がある、とい

理をなんとかしようだったと思いますが、今は、なおざりな栄

うことか。

養管理になっていると思います。

ゼン先生：もちろん。それから、重症疾患に対しては、炎症が

小越先生：おざなりがなおざりになっている？ややこしい表現

ある時、侵襲期には栄養を投与しても生体が利用できないから、

だな。

栄養輸液は不要である。急性期病院では在院日数が短いから栄

ゼン先生：おざなりな栄養管理というのは、いい加減な栄養管

養管理をやっている時間がない。

理という意味です。だから、ちゃんと適応を考えて、投与量や

小越先生：そうだな。そういう話はオレも聞いている。

投与組成も考えなさい、ということで教育しようとされたんで

ゼン先生：どれも間違っていると思います。侵襲期にも適正な

すよね。

栄養管理は必要だし、急性期病院でも短い在院日数を利用して

小越先生：そうだよ。ちゃんとやれ、ということだ。

きちんと栄養管理を実施するべきです。

ゼン先生：でも、今は、その前の段階というか、なおざり、な

小越先生：その通りだ、オレもそう思う。

んです。これは、結局のところは何もしない、ということにな

ゼン先生：高齢者の栄養管理、摂食嚥下障害に対する対応、サ

ります。

ルコペニアの予防と対応、在宅での看取り、どれも大事です。

小越先生：なおざりとおざなりの違いがよくわからんが。

でも、みんながそっちを向いてしまったら、それ以外の患者さ

ゼン先生：「仕事をおざなりにする」は「仕事はしているけど、

んはどうなりますか。

すごく適当、いい加減」で、「仕事でなおざりな対応をする」

小越先生：そうだな。日本人の悪い性格だな。みんなが同じ方

は「仕事をしているかも怪しい、していないだろう」です。

向を向いてしまう、ということだろう？

小越先生：要するに、おざなりは「いい加減」、なおざりは「や

ゼン先生：そうです。私は講演でよく使うんですが、
「世界の日

らない」だな。

本人ジョーク集」の「みんな飛び込んでいますよ」です。

ゼン先生：そうです。かつてより、悪くなっている、と思いま

小越先生：船が沈みそうになった時、船から脱出するために船

す。昔はいい加減ではあっても栄養管理をしなければ、と思っ

長がそういって指示するという、あの話だな。そういう日本人

ていた。まあ実際やろうと思っても、輸液や栄養剤や器材がま

の性格が太平洋戦争へ突入した、という話もある。

だまだという部分がありましたから、おざなりです。現在は、

ゼン先生：現在でも、やはり、そういう傾向にあるんでしょう
ね。臨床栄養の領域でも、ということですね。
小越先生：君が心配しているのは、本当に栄養管理が必要な患
者さんに対する栄養管理がおろそかになる、ということだな。
ゼン先生：おろそかになるだけでなく、いざ、栄養管理をしな
ければならなくなった時に、適正な栄養管理ができなくなる、
という意味です。
小越先生：栄養管理のレベル低下か。
ゼン先生：そうです。既に、どんどん栄養管理レベルは低下し
ています。
小越先生：オレが日本静脈経腸栄養研究会を学会にした時、あ
れほど教育が大事だと強調して、いろいろ対策を講じたのに
か？
ゼン先生：たぶん、形にとらわれ過ぎたのですね。セミナーを
受講しなければ NST 活動ができない、加算がとれない、という

↑平泉の弁慶堂の内部です。弁慶と義経の像がありました。義経も弁慶
も、ここでは死んでいないはずです。義経はジンギスカンになった？北
海道にある弁慶像がそれを物語っている？と思います。この話をし始め
ると長いので、このくらいでやめておきます。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ちゃんとやろうと思えば相当レベルの高い栄養管理ができる

本気の HPN が必要な患者さんは、どうでしょうか。それを管理

のに『やる必要がない、やらない』という考え方になってしま

できる医療者が非常に少なくなっています。

っている、なおざり、ということです。

小越先生：なるほど、そういうことが言いたいのか。

小越先生：しかし、現実問題としてこれだけ高齢者が増えると、

ゼン先生：そうです。入院中もそうです。本気の静脈栄養が必

対象が高齢者中心になるのは仕方ないんじゃないか？

要な時、ちゃんと、エネルギー投与量、アミノ酸投与量、組成

ゼン先生：もちろんです。高齢者に対する栄養管理は大事です

を考えて、その患者さんに最適な静脈栄養ができるのだろうか、

よ。でも、食べさせたい、そればかりでしょう？胃瘻はダメ、

です。

というのがいい例です。胃瘻を造設してきちんと栄養管理をし

小越先生：わかるな。TPN キット製剤を使えば、それなりの静

たら元気になる患者を見捨てていないか？経口にこだわり過

脈栄養ができるんだから、それでいいじゃないか、となるとい

ぎて、その結果、栄養状態を悪くしてしまったり、リハビリの

うことだ。

成果が得られなくなってしまったり、ということはないか、と

ゼン先生：そうです。それなりの、です。おざなりな栄養管理、

いうことです。

ということになりますね。でも、できるのにやらない、という

小越先生：在宅経腸栄養の患者が減っているそうだな。胃瘻造

意味ではなおざりな栄養管理、というべきでしょうか。

設件数の減少と共に。しかし、そういう患者には CV ポートを

小越先生：ベストではないけど、ベストである必要はない、問

入れて静脈栄養をやっているんじゃないか？

題が起こらなければいい、という程度だ。

ゼン先生：それも甘い考え方だと思います。内容は静脈栄養で

ゼン先生：まあ、ベストな栄養管理って、それ自体についてわ

はないでしょう。単なる点滴でしょう。電解質輸液だけでしょ

かっている人も少なくなっていますから。

う。栄養輸液を投与していても、投与量や組成を考えていない。

小越先生：確かに、そんな雰囲気もあるな。

脂肪乳剤も投与しない、それこそおざなりな静脈栄養しかでき

ゼン先生：ベストかどうか、これは、栄養アセスメントをきち

ていません。できていないということは、なおざりでしょうか。

んとやらなくてはならないのですが、栄養管理の中身を変更し

小越先生：在宅では脂肪乳剤を投与していないのか？

た場合、それがどういう効果をもたらしているのか、そういう

ゼン先生：大きな調査はできていませんが、名古屋の杉本先生

評価もしなくなっていますよ。

の調査では、ほとんど脂肪乳剤は投与されていないようです。

小越先生：アルブミン値くらいは測定しているだろう。

Medical Nutritionist of PEN Leaders(Vol.2 No.1)に論文が

ゼン先生：アルブミン値は炎症がある時には使えない、という

掲載されています。

ことになってきています。

小越先生：そうなのか。しかし、PICC も流行りだしているんだ

小越先生：だったら、RTP だろう。

ろう？在宅で PICC で静脈栄養をするようになっているんじゃ
ないのか？。
ゼン先生：ちょっとだけ家で点滴する、でしょう？これも、き
ちんとした組成や投与量を考えた静脈栄養にはなっていませ
んよ。
小越先生：しないよりはいいんじゃないか？
ゼン先生：しないよりは・・・でしょうが。それこそおざなり、
です。そのおざなりが、本当にレベルの高い栄養管理が必要な
患者さんに、悪い影響を及ぼすようになっている、これが言い
たいことなんです。
小越先生：なるほど、悪い影響か。
ゼン先生：そうです。たとえば、在宅での静脈栄養について考

↑中尊寺金色堂です。以前も来たことがあります。この建物の中に金
色堂があるのです。

えてみましょうか。胃瘻がいやだから、でも、経鼻胃管もかわ
いそうだから、CV ポートや PICC で家で点滴をする。そうする
と、在宅中心静脈栄養法指導管理料が算定できます。そういう
場合、本気の HPN は必要ない、点滴として実施すればいい、と
多くの医療者は考えているでしょう。
小越先生：投与量や組成を考えない、という意味だな。
ゼン先生：そうです。アミノ酸？いらんだろう。脂肪乳剤？い
らない。そういうことをしなくても診療報酬を算定できるんだ
から。熱が出た？どうせ、誤嚥性肺炎を起こしやすい患者だか
ら、血液培養なんかをやって診断する必要もない。カテーテル
感染と診断して、カテーテルを抜かなくてはならない、また入
れなくてはならない、になると面倒だ。そういう感じになって

↑金色堂に着いたのは、16 時 55 分でした。5 分しか中にいませんでし
た。私が出ると、係員がすぐに鍵をかけていました。もっと遅くまで開
いていて欲しかったなあ。

いますよ。そうすると、たとえば、クローン病や短腸症候群で
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：RTP って、知らない医師が大部分ですよ。

と実感してくれている医療者が増える、どの病院にもいる、と

小越先生：そんな状態なのか？

なる夢を見ることはありますが・・・。とにかく、地道に、だ

ゼン先生：そうです。だって、本気で臨床栄養に関する講義を

と思っています。

していませんから。たぶん、どの大学でも、ですよ。医学部だ

小越先生：まあそうだな。地道に、地道に、そうやっていたら、

けではありません、薬剤師教育、栄養士教育、看護師教育、ど

きっといいことがあるはずだ。

こもです。だから、栄養管理の中身を知らない、その効果を判
定しようにも知識がない、そういうことになりつつあります。
小越先生：困ったことだなあ。いろいろ考えると、リスタート
とはいっても、大変だな。
ゼン先生：だから、日本全体の栄養管理レベルを上げよう、と
考えるのはやめました。私にはそんな力はありません。一人で
も臨床栄養の重要性を心の底から理解している医療者を育て
たい、そんな考え方をしています。無理です、みんなに理解し
てもらうのは。
小越先生：そうか、仕方ないのか。
ゼン先生：そう思います。もちろん、このリーダーズでの活動
の小さな輪が、自然に大きくなってくれる、臨床栄養は大事だ

↑平泉の、北上川が見える景色です。快晴でしたので、いい写真が撮
れました。

【今回のまとめ】
1. 最近の報道を見ると、うそつきだらけです。よくもあそこまでヌケヌケとウソがつけるものだな、
と感心します。特に官僚たちはすごいですね。もちろん、政治家は、うそをつくのが仕事だな、と
思います。国民があきれていることすら考えなくなりました。ダメな国になったな。
2. 日大アメフト問題、大変なことになりましたが。学生はりっぱです。正直に、マスコミの前に出て、
名前も出して、きちんと反省した。それに引き替え、大人たちは・・・ですね。
3. 高齢者に対しておざなりな栄養管理しかできなくなっているために、本当に栄養管理が必要な患者
さんに対して適切な栄養管理ができなくなっているのではないでしょうか。高齢者だから、このく
らいでいい、という考えもあるのでしょう。
4. 栄養管理の対象は、高齢者だけではありません。いろいろな疾患を抱えて栄養管理で苦労している、
高齢者以外の患者さんもいます。そういう方に対する栄養管理レベルが下がっているのではないで
しょうか。
5. リーダーズは、地道に、臨床栄養の重要性を心の底から理解している医療者を育てたいと思ってい
ます。リーダーズでの活動の小さな輪が、自然に大きくなってくれるという夢を見ています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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