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

第５３回

『栄養管理の効果が見えるには時間がかかりますが、
悪くなるのには大して時間はかかりません』
4 月は年度初め。いろいろな施設では新しいスタッフが入
ってきて、気分も新たになります。私も新たな気持ちにな
らなくてはならないのですが、当研究部門は何の変化もな
いので、気分転換がちょっと難しい。しかし、4 月 2 日にサ
プライズで花をいただきましたので、これで年度初めだと
いうことに気付いた、そんな感じ。中島さん、ありがとう
ございました。それから、3 月末に私自身が CT で再発や転
移がないことを確認し、術後 8 年、無事に生きられたな、
ということで 8 個目のダルマの目に墨を入れましたので、
これも一つのきっかけでしょうか。やはり、がん患者にな
ると、何年たっても、いろいろ心配になります。
今年度の最初の仕事？外科学会のために東京へ行きまし
た。宿泊したのは JR 両国駅のそばでした。スカイツリーも
見えましたし、両国国技館も。ちょっとうろうろしたら、

↑うちの研究部門の入り口です。坂本龍馬の刀のレプリカです。
荻野先生、ありがとうございます。黄色のだるま、小川先生、あ
りがとうございます。坂本龍馬の醤油、服部先生、ありがとうご
ざいます。研究部門 5 周年のお祝いの花、中島さん、ありがとう
ございます。気分一新、今年度もがんばるぞ！

お相撲さんの銅像や手形などがありました。ちょっと歩く
と、吉良上野介の屋敷があり、芥川龍之介の文学碑があり、
勝海舟の記念碑があり、でした。写真を撮りながらうろう
ろ歩きました。外科学会は、自分の発表などの仕事は全く
なかったので、特別講演などを聞きながらのんびり勉強さ
せていただきました。学会自体はいろいろ工夫されていま
した。展示会場も歩き回りましたが、栄養に関する展示は
ありませんでした。経腸栄養剤も、静脈栄養剤も、PEG も。
PICC はありました。アボットも大塚製薬工場も陽進堂もニ
プロもクリニコもネスレも、展示はしていませんでした。
外科の中では栄養は大事ではないのでしょうか。今はトピ
ックではないでしょうが。ワークショップ「上部消化管癌
周術期における予後規定因子」を拝聴しましたが、発表後
の拍手に違和感を感じました。また、栄養評価指標として
アルブミンはダメ、という意見が強く、これも違和感があ

↑両国界隈にはこのような像がたくさんありました。手形も。い
ちいち誰のものかはチェックしていませんが、ゆっくり見ると、
判別できます。さすがに両国だな、と思いました。相撲は好きで
すが、中ではいろいろな勢力争いがあることを知り、なんか、が
っかりという気持ちもあります。しかし、よく考えたら、相撲だ
けでなく、スポーツの世界もそういう話ばかりですね。政治の世
界もですが、この臨床栄養の世界も・・・ですね。

りました。アルブミンはどう解釈するかが重要なのです。アルブミンを使わなかったらどうやって栄養評価をするのでし
ょうか。以前、この問題で議論した時、SGA や体重で評価する、という返事をいただいたことがあります。話にならん、
と言ってしまいました。この状態を SGA や体重で評価する？間違っています。この栄養アセスメントについてはリーダー

↑スカイツリーには行ったことがありますが、両国からも行ける
のですね。知りませんでした。国技館には入ったことはありませ
んけど。外人さんが多かったですね。泊まったホテルも外人さん
だらけでした。

↑両国界隈には芥川龍之介の文学碑がありました。東京生まれな
んですね。いろいろ本は読ませていただきましたが・・・。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ズで真剣に建設的な議論をしたいと思います。この学会期間中、佐伯矩先生の最後の教え子、原正俊先生にお会いしまし
た。厚生技官として日本の栄養行政をずっと見てこられたとのことで、栄養 100 年のイベントでは講演をしていただくこ
とになりました。非常に貴重なお話が聞けます、きっと。佐伯矩先生の顕彰碑がある池上本門寺へも行きました。本門寺
にはプロレスの力道山の墓もあり、行ってきました。りっぱな胸像がありました。力道山の墓はこちらです、という案内
板がありました。佐伯先生の顕彰碑の案内板はなかったのですが。

↑赤穂浪士に討ち入りをされた吉良上野介です。悪者の典型とさ
れていますが、これも真実かどうか、わからない部分もあるよう
です。あそこまで悪者ではなかった、という評価もあります。歴
史は好きですが、しかし、それが真実であるのか、修飾されてい
るのか、曲げられているのかはわからない、そう思うようになっ
ています。フェイクニュースかもしれないな、と思うことが多く
なっています。

↑両国界隈で勝海舟は生まれたのですね。知りませんでした。す
ごい人だった？策士だった、いろいろ評価はありますが。よくわ
かりません。歴史小説を素直に受け止めることができなくなって
います。小説ですからね。真実が曲げられていることも知りまし
たし。

4 月 9 日から、千里金蘭大学、食物栄養学科の講義が始まりました。管理栄養士にも最低限の英語の単語は知っておい
てもらいたいと思いまして、栄養士、管理栄養士、栄養、の英語をテストしてみましたが、出来は・・・。臨床医学には
興味がない、という管理栄養士の卵達に、私なりの医学的な臨床栄養教育をしてやろう、と思っています。
4 月 10 日は星薬科大学での最初の講義。東京に早く着き過ぎ。どこかへ行く？いろいろ考えた結果、洗足池へ。池を散
歩しながら一周して、勝海舟や西郷隆盛の記念碑を見てきました。勝海舟の別荘があったのだそうです。講義の前の昼飯
は、星薬科大学での講義の時のおなじみの天丼を食べました。値段は変わっていなかったのですが、テンプラの量と種類
が減ったのでは？という感じでした。星薬科大学へ着くと、様子が変。そう、正面の銀杏の木の枝と葉がない。伐採され
ていました。5 年毎に伐採するとのこと。講義は 75 分を 2 回。非常に気持ちよく講義をさせてもらった、そんな感じでし
た。2 週間後の 24 日に再度講義に行きましたが、銀杏の木にもうたくさんの枝と葉が伸びていました。驚き！銀杏の木が
生きているのを確認しました。

洗足池

↑星薬科大学の講義は 12:45 からなのですが、何も考えずに新幹
線に乗ったら、早く東京に着き過ぎました。そこで、いろいろ考
えて洗足池へ行きました。東京の真ん中にこんなところがあった
のか、という感じでした。歩いて一周しました。いい天気でした。

↑西郷隆盛（南洲）留魂詩碑：勝海舟が親交のあった西郷隆盛の
死を悼み、詩とその筆跡を遺すため、三回忌にあたる明治 12 年
（1879 年）に自費で建てたもの。西郷が沖永良部の獄中で作っ
た詩で、天皇に対する忠誠心が詠まれている、ということでした。
しかし、字は読めませんでした。そばに勝海舟夫妻の墓がありま
した。それにしても、NHK の大河ドラマ「西郷どん」は作り過ぎ
ですね。史実とかけ離れすぎているのでは？

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

2

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

第５３回

4 月 13 日は、
福井県立病院の安全管理セミナーの 2 回目。
1 回目のテーマは CV ポートの管理でしたが、今回はカテー
テル感染、でした。講義は 90 分間で 200 枚のスライドを使
いました。このくらいの時間をいただくと、かなり自分の
考え方を話すことができます。もっと時間が欲しい？きり
がありませんけどね。終わってからの懇親会も非常に楽し
い会でした。翌日の 4 月 14 日（土）と 15 日（日）は、ほ
ぼ 2 日かけて、リーダーズの参加者へのお礼、写真、次回
リーダーズの案内、機関誌 Medical Nutritionist of PEN
Leaders○への投稿のお誘い、のメールを約 550 通、送りま
R

した。一人ひとりに送るのは時間がかかり、大変なのです
が、不器用なもので、がんばってやっています。お礼のメ
ールはいいのですが、届きました、読みました、とかの返
事もあまり返ってきませんで、ちょっと寂しかったのです
が。でもリーダーズの活動の案内やお誘いもしたいし、写

↑福井県立病院での安全管理講演会後の懇親会。おなじみの顔ぶ
れになりました。いい雰囲気ですよね。安全管理チームと NST
と、感染管理の 3 チームの方々です。本来、この 3 チームは協力
しなければならないのですよね。私の講演が、そのチームの融和
と友和にちょっと貢献しているかな、という感じですが。

真を送らないと私の気が済みません、いくら時間がかかっ
ても。特に、今回の写真は非常に出来が良かったので。そ
れはそれでいいです。でも、リーダーズ、栄養 100 年イベ
ントなどの情報提供をさせていただきましたので、ほっと
しています。論文の投稿もお待ちしています。
4 月 21 日には和歌山県田辺市へ。クリニックを開業して
いる藤田くんに会うのと、釣りのためでした。前回、2016
年の秋は海が非常に荒れていて、9 人で釣りに行って 5 人が
船酔いで倒れたので、今回は誰も誘いませんでした。しか
し、なんと、べた凪。波は全くありませんでした。釣れた
アジも非常に大きく、釣果はかなりのものでした。博さん

↑田辺港から釣り船で沖へ出ました。いい天気で、波もない、と
いう絶好の釣り日和。落ち着いて釣りができました。釣り仲間も
たくさん誘えばよかったかな。

はなかなか形のよい鯛を釣りました。藤田くんはクリニッ
クの院長としてがんばっています。田辺市医師会の役員と
してもがんばっているということで、安心しました。
4 月 28 日、ゴールデンウィークの前半は愛媛へ帰省。伊
予市の北山崎小学校へ行き、佐伯矩の像の写真を撮りまし
た。佐伯矩は北山崎小学校の卒業生です。途中、愛媛の JR
予讃線の駅で、全国的に有名になっている下灘駅へも立ち
寄りました。日本で一番海に近い駅、ということですが、
実際には埋立が行われているので 1 番ではないとのこと。
でも、いい雰囲気の駅です。大勢の方が写真を撮っていま
した。もちろん私もたくさん写真を撮りました。その下灘
駅で偶然、伊予市の門田さんに会いました。栄養 100 年の
イベントに関して、昨年の 11 月に栄養寺で高橋住職と一緒
にお会いして以来でした。お互い、思い出すのにちょっと
時間がかかりましたが、本当に偶然でした。

↑アジのダブルです。ちょうど、ビデオ撮影をしていたのです。
りっぱなアジが二匹、一度に釣れました。船頭さんに教えられた
のですが、一匹釣れたと判断した時に喜んで一気に上げないよう
に、ということでした。5ｍほど、ゆっくりあげていくと、それ
に釣られて 3 本の針に 3 匹が釣れることがあるのだそうです。楽
しい釣りでした。

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：4 月の最初には日本外科学会総会に行ってきました。

小越先生：それはだな、栄養って、その効果がすぐには目に見

やはり、外科学会は外科医にとっての中心となる学術集会です

えないからなんじゃないか？栄養管理をがんばってやっても、

から。

目に見えて栄養状態がよくなったと言えるようになるには、時

小越先生：そうだな。外科医のお祭り、という感じでもあるが、

間がかかるだろう？そこが一つの問題なんじゃないか？

大事な学会だな。

ゼン先生：確かに時間がかかりますが、そんなことが理由にな

ゼン先生：いろいろ「おもてなし」の工夫がされていました。

るんですか？

小越先生：コングレスバッグはあったか？

小越先生：みんな、せっかちだからな。たとえば、循環器疾患

ゼン先生：ありましたよ。色が 4 種類でした。クロークもあり

なんて、投与する薬が効けば、一気に状態が良くなるだろう？

ました、もちろん。

血圧を上げたり下げたり、不整脈を治療したり、すぐに効果が

小越先生：そりゃそうだろう。当然だな。

出るじゃないか。利尿剤を投与するとすぐに尿が出る、痛み止

ゼン先生：それから、
「外科医サポートグッズ」があたる抽選が

は投与すればすぐに効く。アッペや腹膜炎で手術をすれば、翌

ありました。

日か数日後にはよくなる、だろう。そういうのはやりがいがあ

小越先生：へええ。何が当たるんだ？

る、目に見える、ということなんだよ。

ゼン先生：特賞がデジタル一眼レフカメラで、1 等賞がデジタ

ゼン先生：確かに、栄養は、なかなか効果が見えませんね。目

ルビデオカメラとダイソン hot+cool でした。

には見えません。そういえば、先日、田辺でクリニックを開業

小越先生：それはすごい。で、君は何か当たったのか？

している藤田に会いました。

ゼン先生：あたるわけがないでしょう。5 等賞、クリアファイ

小越先生：君の弟子の藤田くんだな。

ルでした。

ゼン先生：今は肛門疾患を中心にしたクリニックを開業してい

小越先生：ハハハ、そんなことだろうと思ったよ。そんなとこ

ます。

ろで「運」を使う必要はないよ。

小越先生：肛門の病気か？

ゼン先生：本当に。私は発表もなかったので、のんびり勉強さ

ゼン先生：はい。肛門疾患の専門家になっていました。和歌山

せてもらいました。特別講演、会頭講演はじっくり拝聴しまし

県でも結構有名だそうですし、三重県からも患者さんが来ると

た。特別講演の一つは、エイズ治療薬の満屋裕明先生でしたが、

いうことです。

あの方、そろそろノーベル賞をもらうのではないでしょうか。
とにかく、いろいろな意味で勉強になりました。
小越先生：そうか、それはよかった。
ゼン先生：せっかく東京に出てきたのだから、ということで佐
伯矩の顕彰碑も見に行ってきました。池上本門寺にありました。
小越先生：星薬科大学の戸越銀座へ行く東急池上線の沿線だな。
ゼン先生：はい。力道山のお墓もありました。それから、ゴー
ルデンウィークに愛媛へ帰省した時、佐伯矩が卒業した、北山
崎小学校の佐伯矩の銅像も見ましたので、これで佐伯矩関連の
記念物は全部見たことになります。
小越先生：全部？
ゼン先生：といってもそれほどはありませんが。いろいろ資料
も読みました。かなり理解は深まったと思います。
小越先生：その勉強の成果を、栄養 100 年のイベントで発表す
るんだな？
ゼン先生：そうですが、それは一部にすぎません。ある意味、
栄養の歴史について、ですね。勉強中です。

↑第 118 回日本外科学会です。いろいろ「おもてなし」の工夫が行わ
れていました。
コングレスバッグは 4 色から選べるようになっていまし
た。抽選で「外科医サポートグッズ抽選景品」が当たるようになってい
ました。お金が余っているのでしょうね。まあ外科学会は、外科医の集
まりの最大のものですし、ある意味、お祭り的意味もありますから。学
会そのもののシステムがきちんとしているので、
こういうこともできる
のでしょう。学術レベルを高く保ちながら、参加者のことを考慮した学
術集会の運営、外科学会だからできるのでしょう。

小越先生：栄養というのはな、漢字の歴史ではなく、非常に奥
が深いものなんだぞ。
ゼン先生：もちろんです。よくわかっています。奥が深いとい
うのは、歴史ももちろんですが、ヒトの命を支える、という意
味でしょう？
小越先生：そうだな。命の根、という意味だな。
ゼン先生：でも、先生、その重要性が、なぜ、こんなにないが
しろにされるのでしょうか。
小越先生：大事にされていない、という意味だな。
ゼン先生：そうです。栄養が大事だということが、なぜ、こん

↑池上本門寺に行きました。目的は佐伯矩顕彰碑を見ることだったの
ですが、りっぱなお寺でした。日蓮宗で、日蓮上人の像もありました。
この石段も有名なのだそうです。東京駅からは、結構遠かったかな。

なに理解されないのでしょうか。私にはわかりません。
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：へええ。肛門疾患の患者はたくさんいるんだろうな。

ゼン先生：だから、急性期病院では、平均在院日数が 10 日とか

しかし、ウォシュレットの普及で減っているんじゃないか？

2 週間くらいだから、栄養管理をしても意味がない、という雰

ゼン先生：そんなことはないようです。洗いすぎて肛門部のバ

囲気になっているんでしょうね。

リアを壊してしまっているんだそうです。一番弱い水勢で洗う

小越先生：そうだな。体重だってせいぜい 1～2kg しか増えな

べきだそうですよ。

いし、顔つきだって、ほとんど変化はない。元気になっても、

小越先生：へええ、そうなのか。とにかく洗いすぎてはダメな

それは、栄養管理のためだとは思ってくれない場合が多い、と

んだな。

いうことだな。

ゼン先生：そうです。いろいろ話もしたんですが、肛門疾患の
治療もずいぶん様変わりしているようです。いわゆる注射によ
る治療が痔核に対しては主流になっています。
小越先生：ふううん、注射か。昔のように Milligan-Morgan と
か Whitehead とか、もうやらないのか。
ゼン先生：先生、そういう時代はとっくに過ぎているようです。
小越先生：へええ、そうか。注射というのはどういうものなん
だ？
ゼン先生：今の主流は、ALTA といいまして、Alminium potassium
sulfate hydrate Tannic Acid の略ですが、硫酸アルミニウム
カリウムとタンニン酸を主成分とする注射薬のジオンを局所
に注入する治療です。
小越先生：ジオンという注射薬か。
ゼン先生：先生、ジオンという名前の由来をご存じですか？
小越先生：知るわけないだろう。その名前を聞いたのも初めて

↑池上本門寺の佐伯矩顕彰碑。広いお墓群ですが、五重塔の傍という、
ネットでの記事がありましたので、すぐに見つかりました。「力道山
の墓」という案内板があって、それにつられて見に行きましたが、佐
伯矩博士顕彰碑の案内板はありませんでした。

なんだから。
ゼン先生：そうですよね。痔 Zi を１回 One の治療で治す薬、と
いう意味で ZIONE、ジオンなんです。
小越先生：君が好きそうなネタだな。
ゼン先生：確かに。好きですね、こういう話は。
小越先生：そのジオンがどうしたんだ？
ゼン先生：痔核がスキッと治る、という意味です。本当に 1 回
で治る、それは、曇った空が一瞬で青空に変わる、そんな雰囲
気なんだそうです。
小越先生：曇った空が一瞬で青空に？霧が晴れるということか
な？
ゼン先生：痔核があると、いつもお尻が気になってもやもやし
ているでしょう？そのもやもやが一瞬で消える、ということな
のだそうです。

↑「力道山の墓」という案内板につられてここへ来ました。銅像もあ
りました。力道山は暴漢に襲われて亡くなったと単純に理解していた
のですが、いろいろ複雑な事情があったのですね。勉強してみました。

小越先生：なるほどな。わかるような気がする。
ゼン先生：その話を聞きながら、そうだな、栄養って、そんな
にスキッと短時間で良くなる、なんてことはないな、と思った
んです。1 日、栄養管理をしても何の効果も見えないでしょう？
小越先生：1 日ではなあ。
ゼン先生：1 週間でも効果は見えないでしょう？
小越先生：確かに、そうだろうな。なかなか見えないな。
ゼン先生：講演の時、TPN の前後での変化を見せることがある
んですが、半年くらいの期間の TPN をやると、やっと体型とし
て効果を示すことができます。見た目でも栄養管理ってすごい
効果があるんだ、とわかります。
小越先生：そのくらいの期間が必要だということだ。1 ヶ月で
も、いろいろな形で効果が見えるといえるのかもしれないが。

↑愛媛県伊予市の北山崎小学校の入り口にある「佐伯矩」の像。佐伯矩
はこの小学校の卒業生ですので、ここの小学生が記念に作ったのだそう
です。手作り感があります。不審者が入らないように ALSOK が警備して
いるとのこと。私は不審者ではありませんので、そっと入らせていただ
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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ゼン先生：よく、肺移植の術前に HPN を施行した症例のことを

ゼン先生：よくわかっています。胆嚢の手術の時も、腎臓の手

講演で話します。栄養管理前後の写真を出します。すると、
「お

術の時も、完食しました。

お！」という声が出ます。そのくらい、目で見えるだけの効果

小越先生：なんか、聞いた話だと、井上は何を食わせてもうま

を示すことができます。でも、その症例では HPN の期間は 1 年

いとしか言わん、と根津くんが言っていたらしいな。

以上なんです。

ゼン先生：表現の仕方を知らないだけです。味はちゃんとわか

小越先生：1 年以上か。急性期病院の連中は、そういうことは

っています。でも、むかーしの話をしている時、給食がまずか

できないぞ。

った、という話になることが多いんですが、私、給食は大好き

ゼン先生：そうですよね。入院患者の治療は、退院してしまう

だったんです。

と、ほぼ、もう関係なくなりますから。退院してからもずっと
面倒を見る、なんてことはないんじゃないでしょうか。特に研
修医の期間中は。
小越先生：スタッフになると、もちろんそういうことはあるけ
ど。研修医は、退院したらそれで患者に会うことすらないだろ
うからな。
ゼン先生：私は、昔から、結構退院した患者さんとの付き合い
があるんです。研修医の時に手術をした患者さんと、その後も
ずっと連絡を取り合ったりもしています。
小越先生：へええ、そういうこともあるのか、君は。
ゼン先生：阪大の研修医の時に甲状腺がんで手術をした患者さ
んとは、お年を召されてもう年賀状がかけません、というハガ
キが来るまで続いていました。30 年くらいです。国立呉病院で
直腸癌の手術をした患者さんとは、今でも年賀状のやりとりを
しています。

↑4 月 10 日に半年ぶりに星薬科大学へ行くと、正面の通りの景色がお
かしい。あれ？と思って守衛さんに聞くと、枝を切り落としていたの
です。ばっさばっさと切っていましたよ、ということでした。5 年に 1
度、切り落とすことになっているそうです。

小越先生：よっぽど印象に残った患者さんだな。
ゼン先生：そうですね。20 年以上、年賀状をやり取りしている
患者さんが結構いますから。
小越先生：そうすると、いろいろ、退院してからのこともわか
るな。しかし、医者のプライバシーの問題もあるし、いろいろ
な条件があるからな。一概に君のやり方がいいとは言えないけ
どな。
ゼン先生：まあそうですね。でも、医療って、入院している時
だけのものではありませんから。
小越先生：いろいろだ。栄養管理に話を戻すと、入院中だけの
問題ではないという理解が必要だ。
ゼン先生：それもそうなんですが、逆に、2 週間の入院中にち
ゃんと栄養管理をやらないと、目には見えないくらいかもしれ

↑4 月 24 日は星薬科大学での 2 回目の講義。2 週間前に比べると、枝
が伸びて葉がたくさんついていました。わずか 2 週間で？という驚き
でした。最近思うのですが、葉や枝が伸びるのが速いこと。見ている
うちに伸びているのではないかな？

ませんが、栄養状態って悪くなりますよ。
小越先生：2 週間もあれば、十分、栄養状態を悪くすることが
できるな、確かに。栄養状態が悪くなるのは、簡単だ。2 週間
もあれば、な。
ゼン先生：でしょう？でも、退院すれば元気になるから大丈夫、
みたいな雰囲気がありますよね。
小越先生：病院の食事はまずい、家で好きな物を食べればいい
んだ、みたいな古い考えも残っているからな。
ゼン先生：本当、そうですね。相変わらず病院の食事はまずい、
みたいな雰囲気がありますね。
小越先生：その考えは古い、わかっていないと言いたい。
ゼン先生：私もそう思います。病院食って、今はかなり工夫さ
れていて、おいしいですよね。
小越先生：そうだよ。君は入院したことがあるから、よくわか
っているだろう。

↑和歌山の田辺で食事に行くと、お店のそばにこのポスターが。自民党
の幹事長、二階俊博氏のポスター。テレビで見るのと大きな違い。これ
って何十年前の写真なのでしょうか。と、これを見ながら私も反省しま
した。当研究部門のホームページの私の写真は、もう 5 年前のもの。今
度、写真を取り直します。5 年前と今ではずいぶん変わっていますから
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：脱脂粉乳とコッペパン、という話だな。

養状態を悪くしたら、回復できない患者もいるだろう。特に高

ゼン先生：そうです。でも、私は給食の食事を食べるようにな

齢者ではな。

ったのは中学校の時でしたからかもしれませんが、まずいと思

ゼン先生：ちょっと考えたらわかると思うんですが、わからな

った記憶はないんです。好きでした。

いんでしょう。医師って、優秀な人ばかりでしょう？

小越先生：いい記憶だな。

小越先生：優秀な人ばかりではないかもしれんが、確かに、こ

ゼン先生：経腸栄養剤も、まずいという人が多いんですが、私、

んな単純なことがなぜわからないんだろうな、オレもそう思う。

かなり飲めるんですよね。

ゼン先生：本当、どうしてでしょうか。

小越先生：そうか。それはすごい、と言いたいが、君と食事や

小越先生：オレも病気をしているからよくわかるんだけどな。

経腸栄養剤の味についての議論をしても駄目だな、それじゃあ。

要するに、他人事なんだよ。ひ・と・ご・と、だ。だから、本

ゼン先生：いや、先生、そう言われると話が進みませんが・・・。

当にこの患者さんを元気にするにはどうしたらいいのか、考え

小越先生：ハハハ、そうかもな。

ないんだよ。退院したら自分で食べたいものを食べたらいい、

ゼン先生：どんな話をしていたんでしたか。

そしたら元気になる、こういう考えは、まさしく他人任せなん

小越先生：病院の食事はまずいから、退院したらたくさん食べ

だよ。

られるようになる、だから、入院中の栄養管理はがんばらなく

ゼン先生：確かにそうですね。自分のことと考えたら、もっと

ていい、というイメージについてだ。

栄養管理をきちんとしようと思うはずですね。

ゼン先生：それは、明らかに間違いですね。最近の病院の食事

小越先生：しかしな、目の前の患者さんを、みんな、自分のこ

は、うまいでしょう？うまい病院が多いと思います。

とだと思うと、それは無理だ。医者が疲れてしまう。

小越先生：君が主張しても、あまり信用できない部分があるな、

ゼン先生：その通りです。そういえば、何年前でしたか、ずい

さっきの話だと。

ぶん前のことになりますが、柳田邦男氏が 2.5 人称の医療を提

ゼン先生：先生、それは失礼ですよ、いくらなんでも。

言されましたが、ご存じですか？

小越先生：まあいいじゃないか。

小越先生：あったな、そういう話が。

ゼン先生：私がずっと思っているのは、食事だけのことではな
くて、食事が十分ではない方に対する、静脈栄養や経腸栄養の
ことです。
小越先生：そうだな。食事が十分ではない方に対して、きちん
と静脈栄養や経腸栄養をやる、これが現在の栄養管理のはずだ
な。
ゼン先生：そうなんです。電解質輸液だけで 1 週間、そうする
と栄養障害をどんどん進行させることになります。
小越先生：ソリタ T3 号輸液を 3 本、1500mL を投与すると、何
カロリーになるんだったかな？
ゼン先生：3 本で 260kcal です。
小越先生：エネルギー量として 260kcal か。しかも、グルコー
スだけだもんな。
ゼン先生：チンして食べる米飯、180g が 250kcal です。これに
はタンパク質も 3.8g 含まれていますから、こっちのほうが栄
養として優れています。

↑下灘駅です。一つの観光地になっていました。若い女性、カップル
がたくさんいました。みなさん、楽しそうに写真を撮っていました。
私も近くにいたおじさんに写真を撮ってもらいました。

小越先生：うまいし。
ゼン先生：要するに、米の飯、1 膳だけで 1 週間、あなたはや
っていけますか、ということです。ということは、栄養状態を
悪くしているということになります。
小越先生：そうだな。そういう意味で急性期の栄養管理が大事
だ、ということを言いたいんだ。
ゼン先生：そうです。不可避窒素損失、これも大事です。それ
を計算すると、ソリタ T3 号 1500mL だけでアミノ酸を投与せず
に管理すると、1 週間で約 600g の筋肉を喪失することになりま
す。それだけならいいんですが、それを回復するのにどれだけ
の時間と栄養管理が必要か、ということを考えなくてはなりま
せん。
小越先生：その通りだ。入院中は動かないから廃用性萎縮にも

↑下灘駅の駅舎です。小さな駅舎ですが、中にはいろいろな写真など
も貼られていました。いい雰囲気ですよ。是非、行ってください。

なるし、サルコペニアにもなる。2 週間、栄養管理をせずに栄
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：一人称は自分、二人称はあなた・家族など身近な人、

ラジロールをもらってきて投与しました。その時の「お前の親

三人称は専門家など客観的に見る人、いわば他人。「もし自分

だったら」といわれたことが私の患者さんに対する思いの基本

だったら」と考えるのは一人称の視点、「もし自分の家族や大

になりました。

切な人だったら」と考えるのは二人称の視点、専門的な知識だ

小越先生：いい話だ。そうだよ。でも、その親という二人称だ

けに基づいて判断するのは三人称の視点。そして、一人称、二

ったら、気持ちとしても仕事としても燃え尽きるからな。そう

人称の視点を入れつつ、専門家として冷静に判断するのが「2.5

いう意味では 2.5 人称という考え方がいいと思うな。賛成だ。

人称の視点」ということです。

ゼン先生：医療って、本当、むちゃくちゃしんどい仕事ですね。

小越先生：それは医療にもあてはまるな。医療としては、患者

働き方改革なんていう政治的な動きがありますが、どこか、間

を三人称でみてしまうとそれは他人事になる。しかし一人称と

違っているんじゃないかと思います。自分の意志でがんばろう

二人称でみてしまうと、バーンアウト（burnout：燃え尽きる）

という人の気持ちを無視していますよね。受け持ったら、2.5

してしまったりする、ということになる、だな。

人称の医療をやる、そのためにしんどくても仕方ないと思った

ゼン先生：確かに、患者さん全員を自分や自分の家族、という

りするんですが、それは、ダメなんでしょうか。

見方をすると、それは大変です。三人称で客観的にみる、それ

小越先生：ダメではないぞ。そういう気持ちで、もっと栄養管

は大事ですが、そこに、二人称の考え方を入れる、2.5 人称と

理にも力を入れてほしいもんだな。

して見る、ひとつの考え方ですね。

ゼン先生：本当にそうです。医師の仕事って、しんどい、それ

小越先生：そうだな。患者さんの栄養状態を客観的に評価して、

は当たり前だと思いますが・・・。

どういう栄養管理が必要かを判断する。そこは三人称でいいの
だが、患者の立場にたって、もう少し元気にしてあげるのはど
うしたらいいのだろうかと考える、2.5 人称の考え方だな、そ
の考え方で患者を診てやると、もっといい栄養管理をしてあげ
ようと思うんじゃないか？
ゼン先生：むかーし、研修医の時、膵頭十二指腸切除術後の患
者さんが膵液漏になったことがありまして。今は販売中止にな
っていますが、トラジロールを投与しなくては、となりました。
その時、ふつうに処方箋を書いておいて、と思っていたら、上
司から、「明日からの投与でいいのか？今すぐに投与したほう
がいいのじゃないか？お前の親だったらどうするんだ？」と言
われました。すぐに処方箋を書いて、薬局へ走って降りて、ト

↑私の故郷も、非常にいい天気で、いい景色でした。

【今回のまとめ】
1. 2018 年度が始まりました。自分なりにきっかけをつくって、新たな気持ちでがんばります。今年度
もよろしくお願いします。
2. 栄養管理って、なかなかその効果がみえません。見えるようになるには時間がかかります。でも、
がんばって適正な栄養管理をすれば、かならず効果は見えてきます。
3. 急性期の 2 週間ほどの栄養管理を疎かにすると、簡単に栄養障害に陥ります。でも、回復させるに
はその何倍も時間がかかります。高齢者では回復できないこともあります。
4. 一人称・二人称の医療は主治医が大変かもしれません。三人称の医療は、ちょっと冷たいかも。2.5
人称の医療について、ちょっと考えてみてください。
5. 第 7 回リーダーズ（9 月 23 日、24 日）と第 8 回リーダーズ（栄養 100 年イベント、11 月 25 日）へ
の参加、Medical Nutritionist of PEN Leaders® 第 2 巻 2 号への投稿、お待ちしています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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