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『学会名として静脈経腸栄養が消えるのは寂しいが・・・』
2 月は 2 つの大きな学会に参加して、あっという間に過ぎてしまいました。2 月は 28 日しかない。31 日とはわずか 3 日
の差なのですが、2 月は短い！
2 月 5 日には奈良県立医大へ講演に行きました（第 148 回 NST セミナー特別公開講演会）
。昨年の 9 月 4 日、あの大きな
被害が出た台風 21 号が近畿を直撃した日に講演会の予定だったのですが、当然延期。今回は、穏やかな日でしたが、寒か
った。早めに車で橿原ロイヤルホテルへ。天然温泉があることを知っていましたし、ちょうど、その数日前から腰痛だっ
たので、まずは天然温泉で腰を温めて、と考えてのことでした。講演は 18 時からでしたが、学生講義室での講演。いつも
の講演は、講師のほうが高い位置ですが、大学の講義室は、上から見下ろされている感じになるので、なんとなくやりに
くい。見下ろす、見上げる、それはどうでもいいのですが、なんとなく、いつもと勝手が違う、そんな感じでした。奈良
なので、五條病院の森安先生、中井記念病院の中井院長、山田さんと看護師さん達が来てくれました。懇親会では、吉川
先生、山口管理栄養士、松村先生、歯科医の青木先生にい
ろいろ楽しい話を聞かせていただきました。残念、写真を
撮るのを忘れたのです。
2 月 13 日には東京へ。株式会社ジェフの新社屋へ初めて
行きました。ジェフは、日本静脈経腸栄養学会に依頼され
て港区芝大門コスミックビルから芝大門 116 ビルへ移転し
たのに（法人化に伴って学会事務所をこのフロアに置く）、
今度は新橋の新橋 ST ビルへ移転。日本静脈経腸栄養学会
に振り回されて、本当にかわいそう。移転にどれだけのお
金がかかったか。ジェフは被害者です。石渡社長といろい
ろ話をしました。八幡浜の『ロンドンのちゃんぽん』をお
土産に持って行きました。本当は、「じゃこ天」を持って
行きたかったのですが。またお中元で送ります。今回の目
的は、「若芽の会で小越先生の本をプレゼントしたいので
購入する」と話したら、石渡社長が寄付してくれることに

↑小越先生の本。ダドリック夫妻と、岡田正先生、Rhoads 先生、
佐藤先生と。小越先生の本は、もう在庫切れだとのこと。アマゾ
ンで検索すると、定価 1900 円が中古品として 5612 円になってい
ました。それだけ価値のある本です。是非、読んでください。静
脈・経腸栄養の歴史を知らずして、正しい栄養管理はできないと
思います。

なったので、それをいただきに行ったのです。小越先生の
本は、これが最後の在庫だとのことでした。貴重な 5 冊を
いただきました。ありがとうございました。夜は、親しき
仲間達と楽しい食事会でした。
2 月 14 日は、最後の日本静脈経腸栄養学会（来年から学
会名自体が変わるので）でしたが、出番がないので自由に
行動できます。ということで、漢字『栄養』の歴史をたど
る旅の一環として、文京区にある「森鴎外記念館」へ。JR
日暮里駅で下車して歩くと「谷中ぎんざ」へ。なんか、レ
トロな、いい雰囲気。何の情報も持たずに出かけたのです
が、「下町レトロ」として人気スポットになっているのだ
そうです。森鴎外記念館へ向かって歩いていると「金栗四

↑文京区の森鴎外記念館に行きました。JR 日暮里駅を降りて歩く
と、谷中ぎんざがありました。下町レトロとして結構有名なんだ
そうです。知りませんでした。帰りに「昔なつかしいコロッケ」
を食べ歩きしました。

三青春の地」の旗が。「金栗足袋（ハリマヤ足袋）発祥の
地」なのだそうです。大河ドラマ「いだてん」にあやかっ
て、ということですが・・・。人気が出ない原因は、私の
印象ですが、
「走る姿が速そうではない」
「田舎から出てき
たことを強調しているのだろうが、金栗四三は頭が悪そう
に見える」だと思います。森鴎外記念館には、
「衛生新篇」
の初版を見せてほしいとお願いしていたので、担当の方に
見せていただきました。結構手続きがややこしかったので
すが、出版予定の本に資料として掲載できるようになりま

↑森鴎外記念館への道には「金栗四三、青春の地」の旗が出てい
ました。大河ドラマの「いだてん」です。視聴率は非常に低いと
のことですが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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した。気楽に写真を撮って、ということではありませんで
した。森鴎外の医師・医学者としての業績を見せてもらい
ましたが、作家としてはもちろんすごい人ですが、医師・
医学者としても、ものすごい業績を残した人だということ
がわかりました。医師・医学者としての森鴎外を、もっと
勉強してみることにしました。伝記を 3 冊買いました。
最後の日本静脈経腸栄養学会には、非会員として 15000
円を払って参加しました。ほとんど企業展示会場にいまし
た。この 4 月にニプロから発売する「ケーブルのない、ポ
ケットエコー：ニプロ IP エコー」のハンズオンのためで
す。14 日と 15 日、それぞれ 2 回、ハンズオンをやりまし
た。友人たちに助けてもらいながら、楽しい？ハンズオン
をすることができました。手伝ってくれた、素敵な仲間た

↑10 時開館ですが、早く着きすぎました。係の方が入口の鎖をは
ずしたりしていました。待ち時間は、確かに、寒かった。近くの
セブンイレブンで豚まんを食べて、熱いコーヒーを飲みました。

ちに感謝です。夕方は「若芽の会」でした。何回目？日本静脈経腸栄養学会が研究会から学会になった年に始めたのです。
第 1 回は入山先生が会長の時で、四日市でした。医師だけの集まりで、すき焼きを食べたように記憶しています。1999 年
のことですから、少なくとも 20 回以上です。今回は、参加者は少ないだろう、せいぜい 100 人くらいだろうと予想して
180 人収容の会場を予約したのですが、190 人も集まってくれて、大盛会でした。非常に楽しい時間を過ごすことができま
した。もっと広い会場で、3 時間くらいの予定で開催したいと思いました。でも、普通は 2 時間ですよね。翌日も、同じ
ようにニプロの展示会場でエコーのハンズオンをして過ごしました。学会の参加者は多かったのでしょうか。それほど混
雑していたようには思いませんでした。会場間の通路も、それほど混み合ってはいませんでしたから。参加者は減った？

↑若芽の会です。中村先生、足立先生、山田先生、松末先生にも
来ていただきました。180 人の定員の会場に 190 人以上が入って
いるのですから、大変です。大賑わいでした。ありがとうござい
ました。

↑都会組？です。JCHO 東京高輪病院と中村先生、武蔵野日赤、慈
恵会医科大学、神奈川組、です。左端は、米子と松山です。まあ、
私にとっては、米子も松山も都会です。鈴木くんは埼玉です。

↑北海道の留萌、倶知安、山形県の米沢、群馬県の高崎、沼田、
前橋、茨城県、千葉県の亀田、そして東京からの参加者です。今
回は初参加の方もかなりおられました。

↑名古屋、岐阜、そして福井、富山、奈良と高砂です。顔なじみ
の方も多いのですが、初めての方もかなり多かったと思います。
楽しかったというメールをたくさんいただきました。そうなんで
す、楽しかった、それだけでいいのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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もちろん、クロークはありました。当然です。
2 月 22 日、23 日は神戸で第 34 回日本環境感染学会。
兵庫医科大学感染制御学の竹末芳生教授が会長でした。
私は竹末先生に仲良くしてもらっていますし、自分が講
演するランチョンセミナーもありましたので、会長招宴
にも呼んでいただきました。神戸ポートピアホテルに宿
泊し、快適に過ごしました。いろいろ竹末先生の気配り
が感じられた学会でした。ランチョンセミナーは、神戸
大学感染制御部の宮良先生に座長をしていただきました。
沖縄出身の宮良先生と、講演後、いろいろ話をしました
が、楽しい時間でした。ランチョンセミナーの弁当は、
会場毎に違っていましたし、大きな会場では 3 種類の中
から選べるようになっていました。企業展示会場は、機

↑長崎、北九州、そして、大阪。宮崎勢が一大勢力でした。沖縄、
鹿児島からも参加してくれました。新しい力も必要ですからね。
本気で臨床栄養に取り組む方に出てきて欲しいのです。

器展示が盛んでしたし、ブースも大きい。企業の気合の
入れ方が、日本静脈経腸栄養学会とは違う、そう思いま
した。日本静脈経腸栄養学会は、なんか、食の展示場み
たいな雰囲気が強くなっていました。ニプロ IP エコーの
ハンズオンもやりましたが、自分で穿刺を実際にやって
みたいという方は少なかったように思いました。感染症
が専門だから、PICC にはあまり関心がないのかもしれま
せん。武蔵野日赤の石田さんが、仲間を連れてハンズオ
ンの会場に来てくれました。これはうれしかった。あり
がとう。会員懇親会は、神戸周辺の B 級グルメフェスタ
で、ちょっと食べ過ぎました。会費は 1500 円と安かった
し、どれもうまかったし、料理をもらうのに長い行列に
並ぶ必要もなかったし。ということで、非常に楽しい食
事でした。
「明石焼き、イカ焼き、尾道ラーメン、姫路名
物しょうが醤油おでん、加古川かつめし、関西風お好み

↑JSPEN も環境感染学会も第 34 回でした。環境感染学会の抄録集
の表紙、これは、目に焼き付きます。チーム医療で感染対策をす
る、という雰囲気がよく出ています。六甲山最高峰には、私も登
りました。JSPEN は、このポスターからも、やはり、食の学会に
なったんだな、という雰囲気です。ナイフとフォークですから。
カプセルの中は、ぶどう、リンゴ、アスパラ、ブロッコリー？静
脈栄養と経腸栄養はどこにもありません。

焼き、大阪串カツ、神戸そばめし、神戸ぼっかけ」などなど。ポートピアホテルのシェフの方々が B 級グルメを料理した
とのこと。2015 年の JSPEN でもこの B 級グルメフェスタをすればよかったなあ、と反省。でも、あの時はそこまでの余裕
はありませんでした。この学術集会、全体に、竹末会長の思い入れが感じられた、いい学会だったな、という印象でした、
ちなみに、学会参加費は 11,000 円でした。会員懇親会と合わせても 12,500 円。日本静脈経腸栄養学会は参加費と情報交
換会を合わせると 18,000 円、その差は 5,500 円、この違いは大きい、そんな感じ。日本静脈経腸栄養学会の、学術集会と
しての収支は 2,000 万円以上余る、余らせるように計画していることを知っているので・・・。

↑環境感染学会の会員懇親会です。全員懇親会ではありません。
会費は 1500 円でした。B 級グルメフェスタ、食べ過ぎました。う
まいものばかりでした。ほとんど全種類を食べましたが、いくつ
かは無理でした。もう、お腹いっぱいでしたから。
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：最後の日本静脈経腸栄養学会へ行ってきました。
小越先生：最後？最後じゃないだろう。
ゼン先生：日本静脈経腸栄養学会という名称での最後の、とい
う意味です。
小越先生：名称を変えるんだってな。
ゼン先生：そうです。
小越先生：それはそれとしてだな、学会に参加した？君は日本
静脈経腸栄養学会は退会したんだろう？
ゼン先生：はい、昨年末、やっと退会させてもらいました。非
会員でも学会に参加してもいいんですよ。
小越先生：まあそうだが。やっと退会させてもらった？退会届
を送って、自分から退会したんじゃないのか？
ゼン先生：学会費を払っていないので、強制退会です。2 年間、
年会費を払わないと、退会させられるんです。
小越先生：強制退会？学会を払わずに？そりゃあみっともない
だろう。
ゼン先生：まあ、そうですね。強制退会になりましたので、二
度と再入会できません。
小越先生：二度と再入会？それはおかしい日本語だ。長嶋茂雄
の「巨人軍は永久に不滅です」と同じ使い方だ。
ゼン先生：そんな突っ込みをしないでください。
小越先生：まあ、そうだな。退会の話だったな。
ゼン先生：強制退会か、自主退会か、です。年会費をちゃんと
払って自主退会すると、再入会が可能。強制退会なら二度と再
入会できない、ということです。
小越先生：なるほど、わかったぞ。昨年の夏に退会届を出した
が、受け付けてもらえなかった。その理由は、学会費を払って
いないこと。2 年分の学会費を払ったらその時点で退会できた
んだ。その理由は、再入会できるかどうか、だったんだ、な？
ゼン先生：そうなんです。これですっきりしました。
小越先生：確かに、2 年分の学会費を払って退会したほうがか
っこよかったけど、わざわざ退会する人が過去 2 年分を払うの
も、無駄だな。
ゼン先生：まあ、どうせ、みっともない人間ですから。
小越先生：そこまで言わなくてもいいとは思うけど。
ゼン先生：私の大切な友人の吉田さんも、退職したから退会し
たいと連絡したそうです。しかし、会計年度が 12 月からなので、
今年度分の 15000 円を払わないと退会できないと言われたそう
です。
小越先生：ははは、同じだな。払ったのか？
ゼン先生：払うはずがないでしょう。退職だし、再入会する必
要はないし、再入会する気もないんですから。
小越先生：なんか、やり方がおかしいな。まあ、大きな問題で
はないな。
ゼン先生：そうですね。円満退会か、強制退会か、どっちでも
いいと思います。
小越先生：しかし、君は、また、なぜ、長年がんばってきた学
会を退会したんだ？第 30 回の学術集会の会長までしたのに。
ゼン先生：まあ、本当、いろいろあります。いろいろ、いろい
ろ、たくさんです。本音はこういう所では言えません。ある意
味、言ったら大変なことになるかもしれません。
小越先生：もったいぶらなくてもいいよ。
ゼン先生：そういう意味ではありません。まあ、建前としては、
学会の方向性と私が考える方向性がずれてしまった、というと
ころです。私は、先生達が決められた『基礎的・臨床的静脈栄

第６３回

養法および経腸栄養法を主とした臨床栄養』の適正な普及を目
指しているのですが、JSPEN が一般社団法人になった時、知ら
ないうちに「静脈経腸経口栄養を中心とする栄養療法」のため
の学会になりましたから。経口栄養を主とした学会に変わって
きていますから。
小越先生：そうか、静脈栄養、経腸栄養ではなくなっているん
だ。
ゼン先生：そうですね。全体的に経口栄養のための学会になっ
てきていると思います。今回の学会のポスターも、ナイフとフ
ォークでカプセルの中にある食物を食べる学会となっていまし
たから。
小越先生：ナイフとフォークか。オレの意図とはちょっと違う
な、確かに。
ゼン先生：ちょうど、学会名も変わることですし。
小越先生：そうだってな。日本静脈経腸栄養学会ではなくなる
のか。オレは寂しい、それに尽きる。
ゼン先生：寂しいでしょうね。寂しいと思っている方は相当多
いと思います。
小越先生：新しい学会の名称は？
ゼン先生：日本臨床栄養代謝学会だそうです。
小越先生：そうか。もっと広く、臨床栄養に関する仕事をした
い、という意味にしているんだろうな。発展的な改名だという

↑鹿児島の油田さんが持って来てくれた焼酎は、衣川くん、瀧藤くん
に行きました。木暮くんが持ってきた、ウルトラマンのお酒は、亀井
さんの手元に。これが、後日、木暮君と亀井家を強く結びつけること
になったのだそうです。第 9 回リーダーズは木暮くんが会長で、星薬
科の亀井先生のお力で講堂をお借りできたのですから。ウルトラマン、
福島、星一、という関係だそうです。

↑最後の締めは、沼田の小林君のエール。盛り上げてくれました。い
い雰囲気だということが一目瞭然です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
意味なんだろう。しかし、なぜ、ここにきて名称を変更するん
だ？
ゼン先生：詳しくは知りませんが、ホームページには「名誉会
員の先生からのご助言、ESPEN も時代にそった学術活動のため
名称変更した国際的な視点、官庁をはじめとした当局との折衝
において、学会名称についてご意見をいただくことが多くなっ
たことなどがございます。」と書かれています。
小越先生：へええ、そうか。ESPEN が改名したことも理由か。
時代に沿った学術活動のため、ということ、な。
ゼン先生：ESPEN が改名したのは、相当前のことですよ。確か、
2004 年です。その頃から学術活動の中身も変わってきたんでし
ょうかねえ。
小越先生：どうだろう、A.S.P.E.N.は改名していないよな。
ゼン先生：していません。改名したら Dudrick 先生を始め、大
勢の方が怒るんじゃないでしょうか。
小越先生：ESPEN を引き合いに出して、名称変更を正当化しよ
うとしているんだろう。
ゼン先生：でも、この名称変更などについて開催された臨時社
員総会の資料には「厚生労働省等の当局との折衝において、は
じめに学会名に関する説明を行うことが多くなってきている。
デバイスの研究団体ですかとのご質問をいただくことも少なく
ない。」も重要な理由のように書かれています。
小越先生：それが理由なら、最初から、静脈経腸栄養学会とい
う名前はよくなかった、ということになるじゃないか。この学
会が設立された時から、静脈経腸栄養という名称は使っている
んだからな。
ゼン先生：そうですよね。最初から、静脈経腸栄養という名称
がよくなかったと否定していることになりますね。
小越先生：歴史を考えて欲しい。
ゼン先生：その通りです。完全静脈栄養研究会と経腸栄養研究
会を一本化して静脈経腸栄養研究会になった、という歴史があ
ります。完全静脈栄養研究会は 1970 年に設立されたんですよね。
小越先生：そうだよ。小野寺先生が日本で最初に TPN を実施し
たのが 1969 年で、その時、葛西森夫教授にこっぴどく叱られた
んだそうだ。
ゼン先生：その話は、小野寺先生から聞きました。人工肛門が
大変なことになって、大腿静脈からカテーテルを挿入して TPN
を実施したんだそうです。ところが、アメリカの学会に参加し
て帰国した葛西教授が、これはすばらしい医療だ、と言い出し
て、東北大学では積極的に TPN を実施するようになり、完全静
脈栄養研究会を立ち上げたんだそうです。
小越先生：葛西森夫記念講演として、葛西先生の功績を残して
いる。経腸栄養研究会のほうの仕掛け人は、オレだ。
ゼン先生：1977 年に成分栄養研究会を立ち上げたんですよね。
エレンタールの治験のための研究会として。
小越先生：そうだ。佐藤博教授に代表をお願いしたんだ。1982
年にもっと広く経腸栄養について議論しようということで経腸
栄養研究会に改称したんだ。
ゼン先生：その両研究会を同時開催して、一本化しようとした
のが岡田先生なんですよね。
小越先生：そうだ。1985 年だった、大阪での開催だった。
ゼン先生：覚えています。ちょうど、私が岡田先生の研究室へ
入った、その翌年のことです。富田林病院へ短期出張させられ
ていたので、研究会の準備には直接は係っていません。研究会
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の内容は覚えていませんが、懇親会として、シンフォニーホー
ルでクラシックのコンサートをやったことだけは覚えています。
小越先生：なるほど、岡田さんは、そういうのが好きだったな。
ゼン先生：岡田先生はものすごくピアノが上手ですからね。
小越先生：そうだったな。岡田さんが同時開催したことで、一
本化しようとなって、7 月に日本静脈・経腸栄養研究会が発足
した、ということだ。
ゼン先生：そういう歴史、大事ですよね。
小越先生：そうだよ。そうそう、日本臨床栄養学会は、もう設
立されていた。たしか、1980 年のことだ。
ゼン先生：そうか、日本臨床栄養学会とは活動内容や目的が違
う、だから、一緒に活動しようということにはならなかったん
ですよね。
小越先生：もちろんだ。1998 年に研究会を学会へ移行すること
にしたんだけど、静脈栄養と経腸栄養に関する活動だったんだ
から、日本臨床栄養学会とは違う内容だとはっきり認識してい
たよ。
ゼン先生：日本病態栄養学会は 1998 年に、当時京都大学の教授
だった清野先生と、管理栄養士の大御所、鹿児島の立川先生を
筆頭とした集団が集まって設立されたんだそうです。
小越先生：立川さんは大御所か。確かにそうだな。
ゼン先生：2017 年にお会いしました。いろいろ話を聞かせてい
ただきました。御年 85 歳だとお聞きしましたが、本当、パワフ
ルな方でした。
小越先生：そうか、立川さんに会ったか。しかし、病態栄養学
会の歴史まで、よく知ってるな。
ゼン先生：2017 年に病態栄養学会の第 20 回学術集会がありまし

↑企業展示会場でのニプロのブース。4 月に発売する、ニプロ IP エコ
ーのハンズオンをやりました。

↑IP エコーを用いたハンズオンの実際。私のいうとおりにやってくださ
い。田中君が実践してくれました。「おおおお、入った。簡単だ！」で
した。次は栗山先生。このハンズオンの時間が終わってからも練習し、
ばっちし、マスターした、とのことです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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て、清野先生の理事長講演で知りました。
小越先生：病態栄養学会に入っているのか？
ゼン先生：2015 年に JSPEN の理事選で落とされたでしょう？
小越先生：ああ、そうだったな。
ゼン先生：その時、もう、今は言ってもいいと思いますが、病
態栄養学会の理事にならないかという話があったんです。
小越先生：いい話じゃないか。
ゼン先生：ほとんどの人はそう思うでしょうが、お断りしまし
た。こういう性格ですから。
小越先生：君が病態栄養学会の理事になって活動したら、いろ
いろ面白いことが起こったかもしれないぞ。
ゼン先生：無理です、この性格では。それじゃあ、せめて病態
栄養学会の会員になってくれ、という話があって、会員になっ
たということです。
小越先生：なるほど、わかった。まあ、静脈経腸栄養学会は病
態栄養学会とも活動内容は違うんだよ。だから、一緒に活動す
るのではなくて、この学会の存在意義があった、ということな
んだよ。
ゼン先生：そうですよね。静脈経腸栄養学会は、他の栄養関係
の学会とは活動内容が違う、ということだったんですよね。
小越先生：そうだよ。そういう思いで、完全静脈栄養研究会が
設立され、経腸栄養研究会が設立され・・・だったんだがなあ。
ゼン先生：英語の名称ですが、Japanese Society for Clinical
Nutrition and Metabolism だとのことです。
小越先生：なるほど。ESPEN の European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism と同じ発想だな。
ゼン先生：そうですね。日本外科代謝栄養学会は Japanese
Society for Surgical Metabolism and Nutrition だから、ち
ょっと違います。日本臨床栄養学会は、Japanese Society of
Clinical Nutrition です。日本病態栄養学会は Japan Society
for Metabolism and Clinical Nutrition です。かなりまぎら
わしいですよね。
小越先生：そうだな。外国の連中は、病態栄養学会と臨床栄養
代謝学会は、どっちがどっちなんだ、ということになるかもし
れないな。
ゼン先生：でも、まあ、決まったことですから。
小越先生：昨年末に、急に決まったんだろう？
ゼン先生：ところが、この動きは相当前からのことのようです。
小越先生：相当前？いつごろ？
ゼン先生：特許情報プラットホームというホームページで、商
標登録、日本臨床栄養代謝学会で検索すると、登録されている
ことがわかりました。細かい情報も掲載されていました。
小越先生：へええ、よく調べたな。
ゼン先生：簡単に検索できます。リーダーズの Medical
Nutritionist の商標登録をする際にいろいろ勉強しましたか
ら。
小越先生：そうか。で、どういう内容なんだ？
ゼン先生：第 16 類、第 35 類、第 41 類、第 44 類、という内容
です。
小越先生：それではなんのことかわからんよ。
ゼン先生：実は、私もよくわかりません。しかし、ビジネスの
専門家からみると、かなり高度の縛りになっているのだそうで
す。
小越先生：へええ、そうなのか。ビジネス的なんだな。事業か。
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ゼン先生：それより、出願日が 2017 年 7 月 3 日なんですよ。登
録されたのは 2018 年 3 月 16 日です。かなり以前からこの計画
は進んでいたのでしょう。
小越先生：2017 年というと、一昨年じゃないか。出願までにい
ろいろ準備があるんだから、3 年くらい前から準備していたん
だろうな。
ゼン先生：そうでしょうね。幹部の方々が相談して話を進めて
いたんでしょう。おそらく、理事の大部分も知らなかったんで
しょう。代議員会でもそういう話は出ていなかったんじゃない
でしょうか。そうして、昨年末に、臨時社員総会を開いて、急
に、という感じで決めてしまったんでしょう。
小越先生：急に、あわてて、という感じか？

↑こんなに大勢の方が、ハンズオンに協力してくれました。「入った！
これを使うと、本当に簡単に PICC を挿入できますね。」その通り。その
目的で開発したのですから。

↑いい雰囲気のニプロ IP エコーハンズオンでした。ご協力、ありがと
うございました。
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：そういう感じなんじゃないですか？社員総会の日程
は、年の瀬も迫った、12 月 22 日土曜日ですから、多くの代議
員は忙しくて出席できないでしょう。しかも、東京ですから、
わざわざ、遠くから出席するなんて不可能でしょう。東京近辺
の方々と委任状で大多数として決定したんでしょうね。
小越先生：やり方は上手だな。
ゼン先生：何年も前から準備していたなんて、誰も知らなかっ
たでしょうし。
小越先生：まあ、決まったんだから、仕方ないな。オレとして
は、ただただ、寂しいとしか言えないけどな。
ゼン先生：そうですね。私も退会しましたので、遠くから見て
いるしかありません。でも、名誉会員の方々もさびしいんじゃ
ないでしょうか。
「名誉会員の先生からのご助言」ということで
すが、名誉会員のうちのどなたが助言されたんでしょう。どう
でもいいことでしょうが、ちょっと知りたいと思いました。
小越先生：そんな細かいことを気にする必要はないぞ。しかし、
正直、ちょっと知りたい、オレも。
ゼン先生：しかしですね、学会名から静脈栄養と経腸栄養がな
くなるということは、JSPEN は静脈栄養と経腸栄養をやめるん
だ、ということになると思います。
小越先生：それはないだろう。
ゼン先生：もちろん、そうではないと思いますが。名は体を表
す、です。今まで、静脈栄養と経腸栄養に関する学会は JSPEN
だ、と思われていたんですよ。その学会が、静脈栄養と経腸栄
養という名前をはずしたということは、そういうイメージにな
りますよ、きっと。
小越先生：まあ、そうかもしれないけど。他の学会との区別が
なくなるような気がする。
ゼン先生：しかし、JSPEN という呼称は残すとのことです。
Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition の
略語ではなく、Justice、Science、Practice and Education for
Nutrition の頭文字をとって JSPEN だということです。
小越先生：ふううん、Justice か。正義、公正、公平、公明正
大という意味だな。
ゼン先生：JSPEN のロゴマークはそのまま使うんでしょうね。
小越先生：あの JSPEN のロゴマークは、実は、オレのデザイン
なんだよ。学会にする時にオレが自分で作ったんだよ。もちろ
ん、Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition
という意味であのロゴマークを作ったんだけど。
ゼン先生：確かに、第 15 回の学術集会の抄録集から、JSPEN の
ロゴマークが印刷されています。
小越先生：だろう？ああいうことを考える、それはそれは楽し
い時間だったよ。
ゼン先生：学会誌も新しくなるとのことです。
小越先生：そうか。学会誌もか。「日本静脈経腸栄養学会雑誌」
や、その前の「静脈経腸栄養」はどうなるんだ？
ゼン先生：さあ、どうなるんでしょう。
「2019.02.01【創刊】学
会誌 JSPEN Vol.1 No.1 が発刊されました」とホームページに新
着情報として掲載されていますから、学会誌も新しくするんで
しょう。だって、学会名から静脈栄養と経腸栄養がなくなるの
に、学会雑誌名に静脈栄養と経腸栄養という名称が入るのはお
かしい、ということになるんじゃないですか？
小越先生：そうか。最初の頃は、ジェフの石渡くんに、これだ
けの予算で雑誌を発行してくれ。足りない分は、自分で企業に
依頼して広告を出してもらって広告料で運営してくれ、という
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ことにしていたんだ。石渡くんは、相当苦労したと思うぞ。そ
の後、研究会が学会になり、会員が増えて機関誌の発行も楽に
なったはずなんだけどな。ここで日本静脈経腸栄養学会雑誌や
静脈栄養もなくなるのか。オレ達が作ってきた歴史は、本当に
過去のものになような感じだな。寂しいことだ。
ゼン先生：機関誌も、1 の 1 から始めるんですかが、ある意味、
別の学会になる、ということになるでしょうね。
小越先生：そういうことになってしまうな。
ゼン先生：学会幹部は、そういうつもりはない、と言うでしょ
う、当然。
小越先生：だろうな。発展的改名というつもりなんだから。
ゼン先生：勝手な考え方ですが、私はリーダーズの活動をもっ
と活発にしたいと思います。
小越先生：そうだな。静脈栄養・経腸栄養を中心とした、ある
意味、特化した学術活動をする学会がなくなるということにな
るんだからな。静脈栄養・経腸栄養を中心とした栄養管理を実

↑環境感染学会のハンズオンセミナーです。やはり、ちょっと雰囲気が
違いました。意外と、実践したいという方は少なかったですね。集まっ
てくれた方も、企業の方のほうが多かったような感じでした。

↑一時的にこのくらいの方が集まるのですが、実践してください、とい
うと、あっという間にいなくなってしまっていたな、そんな感じ。器械
を手に取ってもらうと、本当の良さがわかるはずなんですが。日本人は
引っ込み思案？

↑しかし、何人か、知り合いが来て実践してくれました。新居田さんは、
慣れていましたね。中瀬先生は、是非欲しい器械だ、とのこと。高田先
生は、JSPEN でも、環境感染学会でも、実践してくれました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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施する、と宣言している学術団体は、もうリーダーズだけにな
ってしまうんだな。
ゼン先生：そういうことになります。リーダーズは、最初から、
英語名として Council of Leaders for Parenteral and Enteral
Nutrition としています。静脈栄養と経腸栄養に関する栄養管
理のリーダーを養成する、という意味を込めています。リーダ
ーズと呼ばれていますが、英語では PEN Leaders なんです。
小越先生：そうだったな。PEN リーダーズなんだ。
ゼン先生：まあ、小さな活動でしかありませんし、JSPEN に対抗
する気もないし、できるはずもないんですが、もう少し、大き
な学術集団になって欲しいとは思っています。
小越先生：確かに、もう少し、だな。
ゼン先生：リーダーズの学術的意義については、認めてくれて
いる人も多くなりつつあると思います。でも、やっぱり、オマ
ケがないから会員数が増えないんでしょうか。
小越先生：それもあるかもしれないな。専門療法士とか、認定
医とか指導医とか、診療報酬に関連する資格、そうだな、
「オマ
ケ」が必要なんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。でも、今から新しい資格を作
る事自体、無理です。
小越先生：まあそうだろうな。とにかく、地道にがんばること
だ。
ゼン先生：そう思っています。この際、JSPEN が改名して新規に
動き出すんだから、リーダーズの目的に賛同してくれる方は、
こっちの活動に参加してくれるとうれしいんですけど。
小越先生：敷居が高いんじゃないか？これまでのいろんな経緯
からすると。
ゼン先生：敷居が高いんじゃありませんよ。学術レベルが高い
んですよ。
小越先生：そうだったな。そういう誤解があると反省したんだ
ったな。
ゼン先生：とにかく、その敷居を超えて、リーダーズの活動に
参加してほしいと思っています。
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↑2 月 27 日には市立ひらかた病院の NST 勉強会に講演に行きました。
写真は市立ひらかた病院の NST の方々です。懇親会はイタメシでした。
いろいろ楽しい話ができました。実は、阪大から枚方までの道路事情
が最悪で、18km しかないのに 1 時間半もかかり、講演開始時刻に 10
分も遅れました。本当、すみませんでした。次回は、午後 3 時には研
究室を出発することにします。後藤さんと田中さんは若芽の会に来て
くれました。中西くんは、私の恩師、高木洋治先生の教え子だとのこ
とです。
「ひらかた」は「枚方」ですが、読めないのでひらがなにして
いるのだそうです。昨年の大阪北部地震の報道で、菅官房長官が「枚
方」を「まいかた」と言いました。

↑ケーブルのない携帯型ポケットエコー：IP エコーを使って静脈穿刺
を行うと、モニター画面と穿刺部位が同一視野に入ることになります。
穿刺部位を見ながらモニター画面で確認して静脈穿刺ができます。PICC
挿入技術に関する方法が変わってくると思います。穿刺用キットも開発
しましたので、穿刺成功率は非常に高くなると思います。また、いろい
ろな領域で使えると思います。私の夢は、『すべての医療者のポケット
に IP エコーを』なのです。

【今回のまとめ】
1. 日本静脈経腸栄養学会が、日本臨床栄養代謝学会に改名するのは、かなり寂しいものがありますが、非会員
が余計なことを言ってもしかたありません。
2. 1970 年に完全静脈栄養研究会が発足し、1977 年に成分栄養研究会が発足し、1985 年に日本静脈経腸栄養研
究会になり、1998 年に日本静脈経腸栄養学会が発足したという歴史は、私は大事にしたいと思っています。
3. 学会名から静脈栄養、経腸栄養という名称がなくなるのは、寂しいのですが、仕方ありません。JSPEN は新
しい考え方で新規にスタートするのでしょうから。
4. 機関誌も 1 巻 1 号からスタートしています。静脈経腸栄養という雑誌の 34 年の歴史は、どうなるのでしょ
うか。日本から静脈栄養と経腸栄養がなくなる？
5. 独り言におつきあいいただきありがとうございました。小越先生が生きておられたら、こういう会話になる
かもしれないと思いますが、まあ、完全に私の勝手な想像でございます。いろいろご批判はあると思います
が、ご容赦ください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

