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『現在の TPN の製品は完成している、だから勉強しなくてもいい、
の製品は完成している、だから勉強しなくてもいい、
キット製品を使えば TPN は簡単だ、と思っていませんか？』
は簡単だ、と思っていませんか？』
3 月 23 日、私が 17 年間診てきた患者さんが亡くなりました。私の身内のような感じになっていた患者さんです。ある
程度予想はしていたのですが、非常に哀しいし、寂しい。1998 年に妊娠中に短腸症候群になり、2000 年に HPN を開始して
から元気になられて女児を出産された患者さんです。残存小腸 0cm の短腸症候群で、HPN を開始してから非常に順調に経
過していたのですが、ここ 1 年ほどはいろいろ合併症も起こって苦労しておられたのです。ご主人からはメールで様子を
聞かせていただいていたのですが、なかなか治療が奏功せず、というところでした。葬儀には参列できませんでしたので、
長い文面の電報と供花を送りました。

↑HPN を開始した頃、絵里さんがその時の気持ちを書
いてくれたものです。きれいな字です。HPN を開始し
た時の意気込みがわかります。
←これは何年前の写真でしょうか。萌乃ちゃんはまだ
4 歳だったのでは？萌乃ちゃんは「世の中のお母さん
は、みんな、夜になると点滴する」と思っていたとい
うことです。論文も症例報告として 2 編、書きました。
そのほか、いろんなところでの講演でもこれらの写真
を使わせていただきました。ありがとうね。本当、寂
しくなりました。でも、絵里さんのことは忘れません
よ。

3 月 2 日には奈良県病院薬剤師 NST 研究会の第 69 回
臨床栄養セミナーで講演してきました。橿原神宮の
近くが講演会場で、橿原に宿泊しました。橿原神宮と
いえば神武天皇。お参りはさせていただきました。と
いっても、神武天皇は 127 歳まで生きられたそうで、
本当かな？と思ってしまうのです。墓もありますが、
お骨は残されているのでしょうか？不敬罪で捕まるか
もしれませんね、こういうことを言うと。講演は「静
脈栄養について」と題して 2 時間。このくらいの時間
があると、じっくりしゃべることができます。でも、
聞いている方々も 2 時間はしんどいので、90 分くらい
が講演に適切な時間なのかもしれませんね。薬剤師は、

↑橿原神宮です。本当、りっぱです。厳かな気持ちになりますね、ここは。

もっと静脈栄養に力を入れるべきだし、今の NST の現
状をみると、もっと気合を入れてがんばって欲しい、
そんな内容にしました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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翌 3 月 3 日は敦賀で福井 NST 研究会。市立敦賀病院外科
の林先生が当番で、静脈栄養の話を、ということで呼んで
いただきました。いつもは敦賀での開催の時は参加者が少
ないので、本当に少なかったら申し訳ないと、福井 NST
研究会の代表の栗山先生から言われていたのですが、なん
と、260 人も来ていただきました。これまでで最も多かっ
たということです。予想よりもはるかに参加者が多かった
ので、あわてて弁当を 100 個ほど追加したそうです。急遽
追加注文したので、対応してくれるお店がなく、「ソース
かつ丼弁当」になったとのこと。「ソースかつ丼弁当なら
私も食べたい」、と講演が終わってからお願いしたのです

↑3 月 3 日の福井 NST 研究会の写真です。約 260 人が来てくれたと
いうことです。スライドは阪神タイガースですが、なぜ？秘密で
す。

が、残念、残っていませんでした。懇親会は 20 名以上だ
ったでしょうか。楽しい時間を過ごさせていただきました。
講演の最初には、今回の講演のために私が読んだ福井関連
の本を紹介しました。講演の準備よりも、こういう準備の
方が大変だ、ということで。内田康夫の「竹人形殺人事件」
と「若狭殺人事件」
、大河ドラマ『真田丸』に関連した「大
谷吉継のすべて」、それから杉原千畝、笠原良策、などで
した。「竹人形殺人事件」を読んで、水上勉の「越前竹人
形」を買いましたが、まだ読めていません。杉原千畝に関
しては漫画本も買って読みました。講演が終わってから、

↑福井 NST 研究会の後の懇親会です。写真の角度がよくないかな。

DVD を買って映画を見ましたが、ちょっとイメージが違う、 右の方々は大きく写るし、左の方々は小さくうつるし。それはそ
そんな感じでした。

れでいいのでしょうけど。当番会長の林先生が、大成功だった、
という感じの笑顔で、本当によかったです。

3 月 11 日は一般社団法人栄養管理指導者協議会（リーダーズ）の第 4 回学術集会。京都テルサで開催しました。当番会
長の栗山先生、ご苦労様でした。緊張しましたよね。今回の参加者は 300 名を超えました。議論もいつものように活発で
したし、非常に盛り上がったという感じでした。しかし、まだ議論の内容や進行には、改善の余地がおおいにあることも
わかりました。でも、会を重ねていくうちに、レベルは上がると思います。
「経腸栄養投与システムの管理の実際：うちで
はこうしている」は、在宅と入院中の管理は違って当然だと思うのですが、それを混同した議論となってしまって、結論
に至らなかったように思いました。
「高度の低栄養状態に
陥っている症例に対する栄養管理」は、議論が錯綜して、
まとめるのが難しかった、そんな感じでした。これも、
もっとテーマを絞るべきだったのかもしれません。症例
相談も、なかなかむずかしい症例でした。教育講演は、
エイワイファーマ株式会社の製品技術センターで栄養輸
液の開発に携わってこられた國場さんにお願いしたので
すが、
「栄養輸液、特にアミノ酸輸液製剤開発を顧みて：
栄養リーダーとして知るべきことは！」と題した、非常
に興味深い講演でした。輸液製剤開発の専門家の講演で、
非常にいい勉強になりました。特別講演は、ランチョン
セミナーも兼ねているのですが（今回は藤本製薬との共
催）、「岡田正メモリアルレクチャー」という冠をつけま
した。岡田先生の弟子の根津先生が第 1 回の講演の講師。
「静脈栄養における微量元素の意義」について、非常に
アカデミックな講演をしていただきました。記念楯は、

↑京都テルサで開催した、第 4 回リーダーズ学術集会は、300 人以
上が参加してくれました。当番会長の栗山先生はほっとしておられ
ると思います。次回の小川先生、よろしくお願いします。東京です
からね。下の写真は、岡田正メモリアルレクチャーの根津先生と、
教育講演の司会の大石先生、講師の國場氏です。
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岡田正先生の直筆のサインをモチーフにしたデザインにしました。この「岡田正メモリアルレクチャー」の意義について
説明するために私が司会をしました。岡田先生が亡くなられて 7 年になりますし、岡田先生を知らない方も多いので、と
いうことで、岡田先生に関連したビデオを作成したのですが、結構うけた？と自分では思っています。岡田先生のお子さ
んも二人とも来ていただきました。記念楯は、岡田先生と共に世界で最初に「静脈栄養施行時の亜鉛欠乏症」を発見され
た、薬剤師の笠原先生から根津先生に渡していただきました。
この日、機関誌 Medical Nutritionist of PEN Leaders 創刊号を発売しました。出版社（フジメディカル出版）が持っ
てきていたのが 100 冊程度と少なかったので、完売しました。私は 300 冊ほどは持ってきていると思っていたのです。内
容の評価は非常に高く、オリジナル論文がこんなに掲載されている機関誌はない、という声が聞かれました。もちろん、
それを目指しているのです。アマゾンでも購入できるようになっていて、そこでの評価も結構高いようです。購入して、
ぜひ、読んでください。メッセージは「オリジナルな仕事を論文にしよう」なのです。第 2 号の製作にすでに入っていま
すが、創刊号に負けない内容構成にしなければなりません。積極的な投稿をお願いします。論文作成のお手伝いもします
から。

↑会場風景です。上の写真は会場の入り口に遠いほうから撮影
しました。左側の席は結構空いています。下の写真は入口に近
いほうから撮影したのですが、結構、いい雰囲気です。徹底的
に議論をすることが目的なので、むずかしいですね。多すぎる
と議論がしにくいし、少なすぎると寂しいし・・・。でも、や
る気のある方々、9 月 30 日の東京には来てください。

↑岡田正メモリアルレクチャーの記念楯、講師の根津
先生、記念楯授与の笠原先生です。歴史です。

↑「パネルディスカッション 1：経腸栄養投与システムの管理の実際：
うちではこうしている」です。座長も発表者も大変だったと思います。
でも、いい議論ができたと思います。6 人が発表し、質疑応答は 20 人で
すが、複数回出てこられた方もいます。ディスポ製品を売っている、JMS
とニプロの担当者にも現状を報告していただきました。これも非常に大
事なことだと思います。

↑岡田正メモリアルレクチャー後の記念写真です。岡田先生のお子さんが来て
くれています。根津先生と私のネクタイはお揃いです。第一外科同窓会の赤ネ
クタイです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

3

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ゼン先生
・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第４０回
４０回
ゼン先生：先生、私が長いこと診てきた
HPN の患者さんがなく
ゼン先生
なりましてね。
小越先生：それはつらいことだな。長いことというけど、何年
小越先生：それはつらいことだな。長いことというけど、何年
になるんだ？
ゼン先生：初めて会ったのが
2000 年ですから、もうすぐ 17 年
ゼン先生
になるところでした。
小越先生：17
年か。それは長いな。
小越先生
ゼン先生：私が第一外科の助手として阪大病院に勤務していた
ゼン先生：私が第一外科の助手として阪大病院に勤務していた
時です。
小越先生：助手？ああ、かつてはそうだったな。今は助教だ。
小越先生 ：助手？ああ、かつてはそうだったな。今は助教だ。
ゼン先生：まあそうですが。短腸症候群の患者さんでした。
ゼン先生：まあそうですが。短腸症候群の患者さんでした。29
歳の時、妊娠中に上腸間膜動脈血栓症になり、胎児は死亡する
し、御自分も残存小腸 0cm の短腸症候群になり、私のところに
来るまでは栄養障害で苦労しておられたんです。
小越先生：残存小腸
0cm のショートバウエル（
のショートバウエル（short bowel
小越先生
syndrome）なら HPN が絶対に必要だろう？君のところに来るま
では HPN はしていなかったのか？
ゼン先生：そうなんですよ。だから、栄養障害で苦労しておら
ゼン先生：そうなんですよ。だから、栄養障害で苦労しておら
れたんです。BMI 12.5 までやせて、階段を上がるのもしんどい
ような状態だったんです。ご家族と一緒に食事をしたことがあ
るんですが、お父さんが、離婚させて、家に連れて帰って廊下
や階段に手すりをつける工事を計画していたんだそうです。
小越先生：なるほど、それだけ、栄養障害でいろいろなことが
小越先生：なるほど、それだけ、栄養障害でいろいろなことが
できなくなっていたんだな。
ゼン先生：そうです。論文には書きましたが、かなり生活レベ
ゼン先生：そうです。論文には書きましたが、かなり生活レベ
ルも低くなっていたようです。
小越先生：そうだろうな。残存小腸ゼロのショートバウエルな
小越先生：そうだろうな。残存小腸ゼロのショートバウエルな
ら、HPN をしなければそんなものだろう。それにしても、君の
ところへ来るまでの 2 年間、栄養障害で苦労していたんだろ
う？よく耐えていたな。
ゼン先生：確かに、そうですね。まだお若いから、だったんじ
ゼン先生：確かに、そうですね。まだお若いから、だったんじ
ゃないでしょうか。
小越先生：そうかもしれないな。しかし、その患
小越先生：そうかもしれないな。しかし、その患
者さん、大阪の人じゃないんだろう？どういう経
緯で君のところへ来たんだ？
ゼン先生：先生、きっかけは高知で先生が開催さ
ゼン先生：先生、きっかけは高知で先生が開催さ
れた、TNT の指導者講習会ですよ。
小越先生：TNT？あれは確か、
1999 年 12 月と 2000
小越先生
年 3 月の 2 回だったな。コアスタッフ研修会とい
うことにしたんだ。
ゼン先生：そうです。あの当時、アボットの社員
ゼン先生：そうです。あの当時、アボットの社員
達が、その地域でそれなりにがんばって栄養管理
をしている医師を推薦して、50 名、50 名の 2 回、
コアスタッフ研修会をしたんでしたね。
小越先生：そうだった。それがきっかけなのか？
小越先生：そうだった。それがきっかけなのか？
ゼン先生：その時、島根県松江赤十字病院麻酔科
ゼン先生：その時、島根県松江赤十字病院麻酔科
の河内正治先生から相談を受けたんです。絵里さ
んのお姉さんが看護師で、その病院に勤めていた
んです。妹の件で、ということで河内先生に相談
し、河内先生が私に相談してきた、ということな
んです。
小越先生：そうか、オレもその患者さんの栄養管
小越先生：そうか、オレもその患者さんの栄養管
理に一役買っていたのか。うれしいじゃないか。
れしいじゃないか。
ゼン先生：その相談を受けた時、これは
CV ポー
ゼン先生
トを用いた HPN の絶対適応だと思いました。
小越先生：まあ、そうだな。
小越先生
ゼン先生：2000
年の 5 月 12 日に阪大病院で CV ポ
ゼン先生
ートを埋め込んだんです。その時の話をお父さん
がしていましたが。家族全員で来られたんですよ。

それで、私が、お父さんはもう島根に帰ったらどうですか？大
した手術ではありませんから、と言ったそうなんです。
小越先生：それで、お父さんはどうされたんだ？
小越先生：それで、お父さんはどうされたんだ？
ゼン先生：万博公園の近くのホテルを予約していたので、宿泊
ゼン先生：万博公園の近くのホテルを予約していたので、宿泊
されたそうです。とにかく、阪大へ行くんだから、大変なこと
だ、大変な手術なんだ、と思っておられたということです。
小越先生：確かにそうだろう。しかも、点滴で生きていくこと
小越先生：確かにそうだろう。しかも、点滴で生きていくこと
になる、ということだろう？想像することもできないぞ。
ゼン先生：まあ、そうですね。その時、私が思ったのは、素敵
ゼン先生：まあ、そうですね。その時、私が思ったのは、素敵
な女性だ、もっと体重が増えたら、もっと素敵な女性になる、
なんて思ったんです。
小越先生：ハハハ、君らしいな。
小越先生：ハハハ、君らしいな。
ゼン先生：その時、もっと印象に残っているのが、絵里さんと
ゼン先生：その時、もっと印象に残っているのが、絵里さんと
お姉さんが、一緒に病室のベッドで寝ていたんですよ、
室のベッドで寝ていたんですよ、仲良く。
子供の頃ならわかるけど、大人になっても姉妹って、こんなに
子供の頃ならわかるけど、大人になって
仲良くするのか？なんて驚いたのを覚えています。
小越先生：そういうこともあったのか。
小越先生：そういうこともあったのか。
ゼン先生：自分でポートにヒューバー針を刺す練習をして、輸
ゼン先生：自分でポートにヒューバー針を刺す練習をして、輸
液ラインもきちんと接続する、無菌的に扱うということを指導
して、5 月 31 日に退院しました。輸液や輸液ラインなどは、大
阪の無菌調剤薬局から下関へ宅配することにしたんですよ。
小越先生：大阪から下関へか？
小越先生：大阪から下関へか？
ゼン先生：そうです。それから、下関で絵里さんの輸液などを
ゼン先生：そうです。それから、下関で絵里さんの輸液などを
処方して管理してくれる施設が必要です。下関の病院には知り
合いはいません。そこで、ふと思いついたのが、下関で開業し
た、堀地先生なんです。
小越先生：堀地？なんか、
小越先生：堀地？なんか、聞いたことがあったような気がする。
ゼン先生：もうずいぶん昔の話ですが、熊本大学の岡村健二先
ゼン先生：もうずいぶん昔の話ですが、熊本大学の岡村健二先
生と一緒に、グルタミン輸液や成長ホルモンの仕事をしていた
んですけど。
小越先生：そうだ、岡村健ちゃんと一緒にいたので、なんとな
小越先生：そうだ、岡村健ちゃんと一緒にいたので、なんとな
く覚えているんだ。
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ゼン先生：その堀地先生が下関でホタルクリニックで勤務して
ゼン先生
いることを思い出しました。電話をして、絵里さんの HPN をお
願いする、と言ったら、HPN を管理したことはない、と言われ
まして。
小越先生：当たり前だろう。その当時のことだからな。
小越先生
ゼン先生：でも、全部教えるから、お願い、ということで
HPN
ゼン先生
が始まったんです。
小越先生：なるほど、縁、だな。堀地先生が下関で開業してい
小越先生
なかったら、絵里さんは家へ帰れなかったかもしれないんだか
らな。
ゼン先生：本当、そうです。絵里さんは
HPN を始めたらものす
ゼン先生
ごく元気になりましてね。
小越先生：HPN
の効果を実感したんだ。
小越先生
ゼン先生：本当にそうです。ちゃんと症例報告として論文にし
ゼン先生
ました。
小越先生：それからは順調だったんだな。
小越先生
ゼン先生：毎日、
夜間の寝ている間に 1200kcal を投与したら、
ゼン先生
体重がグングン増えまして。輸液の回数を週 6 日、週 5 日、週
4 日と減らしたんです。
小越先生：毎日の投与量を減らすんじゃないのか？ふつうは、
小越先生
毎日の投与量を減らすだろう？
ゼン先生：これは阪大方式ということになるんでしょうね。高
ゼン先生
木先生がずっと言っておられました。1 週間単位で計算すれば
いい、って。
小越先生：そういう考え方もあるな。輸液をしない日があって
小越先生
もいいかもしれないな。
ゼン先生：でも、この方針は、食事で、ある程度栄養状態が維
ゼン先生
持できる患者さんに限りますけど。
小越先生：確かに、そうだな。
小越先生
ゼン先生：とにかく、きちんと管理されましたので、非常に元
ゼン先生
気になりました。お子さんはあきらめていたんですが、元気に
なったから、ということで不妊治療をしたら妊娠しましてね。
元気な、本当にかわいい女児に恵まれたんです。
小越先生：それはよかったな。
小越先生
ゼン先生：本当に。私のところには
1 年に 1 回、夏休みに来て
ゼン先生
くれるだけだったんです。ご主人と絵里さんと萌乃ちゃんの 3
人で会いに来てくれて、という感じだったんですよ。
小越先生：年に
1 回会うのか。成長が楽しみだな。
小越先生
ゼン先生：そうですね。本当に。でも、トラブルがあったりし
ゼン先生
た時は、メールで連絡してくるようにしていました。CV ポート
の入れ換えは、大阪、神戸へ来て、私がやったんですけどね。
小越先生：感染は起こさなかったのか？
小越先生
ゼン先生：それは完璧でした。17
年間、1 回も感染は起こして
ゼン先生
いません。管理が本当に完璧だったんです。
小越先生：それはすごいな。17
年間か。本当にすごいな。
小越先生
ゼン先生：絵里さんは小学校の教師ですから、やはり、知的レ
ゼン先生
ベルが高いから、確実に管理ができるんですよ。
小越先生：そうか、小学校の教師か。
小越先生
ゼン先生：ご主人もですよ。だから、二人とも知的レベルが高
ゼン先生
いんです。
小越先生：なるほど。指導したように確実に管理してくれる、
小越先生
これは本当にうれしいことだな。カテーテル管理は完璧だった
んだな。
ゼン先生：そうですよ。日本中、いや、世界中のお手本だとい
ゼン先生
ってもいいくらいでしょう？
小越先生：本当にそうだとオレは思うな。いろいろ話を聞いて
小越先生
いると、そんなに長いこと 1 回も感染を起こしていない患者な
んて、聞いたことがない。

ゼン先生：自慢してもいいと思いますが、実は、私は何もして
ゼン先生
いないんですよね。ニプロの輸液ラインを用いて、自分で消毒
して、自分で CV ポートに針刺しをして、輸液ラインを接続す
る。夜中に輸液を投与して、朝、CV ポートにヘパリンロックを
して輸液を終了する。まあ、しいて言うと、システムがしっか
りしていて、本人がきちんと管理していた、その成果というこ
とでしょう。
小越先生：確かに、そのシステムを確立させた岡田先生と高木
小越先生
先生、そしてきちんと管理をした絵里さんの力、だな。
ゼン先生：その通りです。
ゼン先生
小越先生：すごく謙虚だな。
小越先生
ゼン先生：いや、本当にそうなので、それでいいんです。CV
ポ
ゼン先生
ートは 2 回入れ換えました。もちろん、カテーテル周囲に形成
されている線維性鞘を用いての入れ換えです。
小越先生：2000
年に最初にカテーテルを挿入した、その経路を
小越先生
使って入れ換えていたんだな。
ゼン先生：そうです。
最初の入れ換えは 4 年半後、次は 6 年後、
ゼン先生
でした。3 回目の入れ換えをしよう、と言っていたところで、
今回のしんどい症状になったんです。
小越先生：なるほどな。君の思い入れが非常に強いということ
小越先生
がよくわかる。
ゼン先生：確かに、医療は患者さんに教えてもらうということ
ゼン先生
ですが、いろいろ教えられましたね。
小越先生：そうすると、余計、寂しくなるんじゃないか？
小越先生
ゼン先生：こればかりは仕方ありません。46
歳という若さで亡
ゼン先生
くなられたんですが、ちゃんと萌乃ちゃんに命をつないだんだ、
と思うようにしていますから、大丈夫です。
小越先生：そうだな。
小越先生
ゼン先生：でもね、先生。今回のことで思ったんですが、静脈
ゼン先生

↑JR 敦賀駅です。大谷吉継と鉄道を売りにしています。新幹線は、
いつ、敦賀まで通じるのでしょうか。

↑敦賀駅からの景色です。なんか、北陸だな、という感じがしました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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栄養って、完璧ではないですね。出産にまで至ったんで、短腸
症候群でも HPN を併用すれば完全な栄養管理ができる、なんて
思っていたんですが、思い上がりでした。
小越先生：それでも
17 年間は普通に生活できたんだろう？
小越先生
ゼン先生：17 年間、ずっと普通に、というのは言い過ぎですが、
15 年くらい、ということでしょうね。短腸症候群でしたが、絵
里さんはふつうに食事もしていたんです。残存小腸ゼロでも、
たぶん、大腸が吸収機能を獲得していたんだと思うんです。だ
から、1200kcal くらいを週 4 日、夜だけ投与する、という方法
で体重は維持できていたんだと思っています。
小越先生：なるほど。大腸が代償していた、ということだな。
小越先生
ゼン先生：そうです。でも、十分ではなかったんでしょうね。
ゼン先生
やっぱり、食事にはかなわないってことですね。
小越先生：当たり前だよ。中村丁次先生の論文に「食品に含有
小越先生
される未知の有効成分が、無意識のうちに摂取できる、これが
経口栄養法の特徴だ」と書かれていたって、君は何かの論文に
書いていただろう？
ゼン先生：はい、書きました。それから、中村先生が栄養の研
ゼン先生
究の歴史の中で、TPN が開発されたということは、人間が生き
ていく上で必要な栄養成分を「ほぼ」解明したことを意味する、
と書かれていたのを、なるほど、TPN はそういう意味もあるん
だ、と思ったことがあります。
小越先生：確かにそうだな。食事をしなくても
TPN で生きてい
小越先生
けるんだからな。
ゼン先生：そうなんです。でも、
「ほぼ」解明した、の「ほぼ」
ゼン先生
が重要な意味を持っているんですね。
小越先生：
小越先生 「ほぼ」なあ。この「ほぼ」が長期間になると大き
な意味をもってくるということだな。
ゼン先生：そうです。身近なところでは、微量元素ですよね。
ゼン先生
セレンはもちろんですが、クロムとかモリブデンとか、静脈か
らどれだけ入れたらいいのか、正確には解明はされていません。
しかも、静脈から入れる場合と腸を介する場合では違いますし。
小越先生：必須栄養素ということが言われているけど、それだ
小越先生
って、完全に解明されているのではないし、投与するべきか、
どれだけ投与するべきか、ということに関しては、本当、未知
の部分が多い、ということだな
ゼン先生：かつて、微量元素製剤がなかった頃は、一定期間が
ゼン先生
過ぎると、血液製剤を投与したりしていましたよね。
小越先生：そうだったな。FFP
だ。そういうこともしたな。し
小越先生
かし、ビタミン製剤ができ、微量元素製剤ができ、そうすると、
簡単に TPN が実施できる、ということになって、本質を考えな
くなってきている、そういうことなんだな。
ゼン先生：本当にそうです。投与量を真剣に考えることをしな
ゼン先生
くなり、とりあえず、キット製剤を投与していればなんとかな
る、そうなってしまいました。
小越先生：なんとかなる、それも考えていないんじゃないか？
小越先生
なんとかなる、というより、入れておけばそれでいい、という
ことだろう？
ゼン先生：確かに。投与した、その結果については考えなくな
ゼン先生
っています。
小越先生：もはや、TPN
はビタミン入り、微量元素入りのキッ
小越先生
ト製剤が出てきたから、これ以上、工夫することはない、これ
で静脈栄養剤は完成品だ、と思っているんだろうな。
ゼン先生：本当にそうなんでしょう。完成した、と思っている
ゼン先生
んですよ。そのくせ、中身についての知識はない。
小越先生：勉強もしないって言いたいんだろう？
小越先生
ゼン先生：もちろんです。この間の第
5 回の血管内留置カテー
ゼン先生
テル管理研究会でも「CV ポートに関する勉強会を開いてほしい
という要望があり・・・」なんていう発表があったんですが、

私、
「勉強というのは、自分で本や論文を読んで、赤線を引い
てやるもんだ」と言ったんですよ。
小越先生：確かにそうだな。教育なんていうけど、それは、子
小越先生
供の時の話だ。大人になったら、というか、職業人たるもの、
教えられるのではなく、自分で勉強しなくちゃいけないよ。
ゼン先生：でしょう？ちょっと話がそれましたが、本当に静脈
ゼン先生
栄養剤の組成は、まだ完璧ではないということをもっと考えな
いといけませんよね。私自身が反省すると、経口摂取を併用し
ておけば、静脈栄養で補える、そんなふうに思っていたのは間
違いないです。証拠としては、萌乃ちゃんが生まれたことです。
小越先生：確かにそうだな。
小越先生
ゼン先生：でも、本当に栄養輸液として完璧か、ということに
ゼン先生
なると、絵里さんが亡くなられたんですから、完璧ではない、
ということになると思います。補いきれない場合はどうすれば
いいんだ、そこまで考える必要がある、ということを改めて気
づかされました。完全に静脈栄養だけで生きていけるようにす
る、それが究極の静脈栄養の組成ということになりますよね。
小越先生：本当にそうだな。それに、管理技術にしたって、甘
小越先生
いだろう？
ゼン先生：甘いです。感染対策が特に、と言いたいですね。本
ゼン先生
当に短い期間で感染して CV ポートを抜去せざるをえないとい
う症例がどれだけあるか。
小越先生
小越先生：短期間で感染しても、どうしたら感染しなくなるの
先生
か、考えない。また、カテーテルを入れたらいい、そう簡単に
思っているんじゃないのか？
ゼン先生：問題意識が薄いと思います。絵里さんのことで、今
ゼン先生
回はいろいろ考えました。静脈栄養は、ほぼ完璧に実施できる
と思っていたのですが、そうではない、もっと完璧を目指して
がんばらないといけない、と思いました。
小越先生：でも、成分をこれ以上、どうこうすることは難しい
小越先生
んじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。新しい輸液や薬剤を作ること
ゼン先生
は非常に難しいと思います。でも、あきらめてはいけませんよ
ね。
小越先生：それと同時に、今、できることは何か、それも考え
小越先生
る必要があるな。
ゼン先生：そうですね。今、我々がもっている製品や管理方法
ゼン先生
を徹底して利用して、完璧に近い管理を実現できるようにする、
ということだと思います。
小越先生：それは、やっぱり教育だな。
小越先生
ゼン先生：そうなんですが、
本当の意味での教育が難しいです。
ゼン先生
本当は、自分で勉強することが大事なんですが、そういう意識
が薄いから。特に、栄養に対しては、とも思います。
小越先生：なんとなく、栄養管理ってそれなりにできていると
小越先生
思っているからだろう？
ゼン先生：本当、それなりにできていると思っているんでしょ
ゼン先生
うね。もっとがんばったら、もっといい栄養管理ができるのに、
とは思わないのでしょう。
小越先生：君が言っている「前向きの栄養管理」だろう？
小越先生
ゼン先生：そうです。もっと栄養管理をきちんとやって、もっ
ゼン先生
と栄養状態をよくしてあげたら、もっと元気になる、もっと QOL
があがる、ということなんです。
小越先生：自分が疲れたら、おいしいものや元気が出るものを
小越先生
食べてがんばろう、とするのに、食べられない患者さんには、
してあげられる最高の栄養管理をして元気にしてやろうとは
思わないのかなあ。
ゼン先生：他人ですからね、患者は。
ゼン先生
小越先生：そう言い切ってはいけないんじゃないか？
小越先生

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：そうであって欲しいとは思います。なんか、最近、
ゼン先生
よく思うんですが、絵里さんのように、食事だけでは生きてい
けない患者さんが目の前にいたら、どうするんでしょうね。
小越先生：HPN
をするだろう？NST で協力して、やるんじゃな
小越先生
いか？
ゼン先生：本気の
TPN ができる施設とできない施設の差が歴然
ゼン先生
としているように思いますね。できる施設は非常に少ないよう
に思います。TPN が必要になると、NST の対象症例ではなくな
る、なんていう NST もあるようですから。
小越先生：それは
NST とは言わないほうがいいんじゃないか？
小越先生
ゼン先生：そうですよね。OST
ですよ。
ゼン先生
小越先生：なんだ？その
OST というのは。
小越先生
ゼン先生：Oral
intake Support Team、経口摂取サポートチー
ゼン先生
ムです。
小越先生：ははは、また、新しい造語か？
小越先生
ゼン先生：いや、これは冗談ですが。でも、そういう傾向が出
ゼン先生
てきていることは、反省しないといけないと思います。
小越先生：また、いろいろ批判が出るぞ。
小越先生
ゼン先生：出たらいいと思いますよ。批判や文句が出るのは、
ゼン先生
いいことですよ。その結果、いい方向へ軌道修正できたら、意
味があることになりますから。それがなくなったら、その組織
はもうおしまいですよ。ついでに言うと、NST を栄養サポート
チームという日本語にしたのが間違いかもしれませんね。
小越先生：Nutrition
Support Team だから、栄養サポートチ
小越先生
ームでいいんじゃないか？
ゼン先生；かつては
NST を栄養管理チームと訳していました。
ゼン先生
岡田先生だったように思います。栄養サポートチームと栄養管
理チームは、うまく言えませんが、ちょっと違うように思うん
です。
小越先生：同じじゃないか？
小越先生
ゼン先生：いや、違いますね。またまた叱られるかもしれませ
ゼン先生
んが、今の多くの施設の栄養サポートチームはもっとたくさん
食べられるようにというサポートをしているだけ。栄養管理チ
ームは、静脈栄養も経腸栄養も経口栄養も駆使して栄養管理を
する、主体性がある、そんな気がするんです。
小越先生：知らねえぞ、オレは。どんな批判が出るかわからん
小越先生
ぞ。
ゼン先生：でも、実際、日本環境感染学会の教育ビデオでは、
ゼン先生
研修医が「NST に介入してもらいましょうか」と尋ねると、教
授が「口からはまだ無理だろう。NST なんかより CV 入れたほう
がいい」という会話になっているんですよ。
小越先生：それって、口から食べられるようになったら
NST が
小越先生
サポートしてくれるという意味だな。心ある NST は文句を言わ
ないといけないんじゃないか？環境感染学会に。
ゼン先生：いや、多くの
NST が反省しないといけないんだと思
ゼン先生
いますよ。そういう活動内容になってしまっているということ
ですから。もちろん、本物の NST 活動をしている施設は文句を
言えばいいと思いますが、どれだけの施設が文句を言えるんで
しょうか。

↑「パネルディスカッション 2：高度の低栄養状態に陥っている症例
に対する栄養管理」です。もう少し症例の内容をしぼるべきだったか
もしれません。しかし、いろいろな議論ができました。おそらく、参
加された方々は、自分なりに考えるところが多かったのではないかと
思います。

↑「オープンパネルディスカッション：症例相談」です。症例が難しか
った？のかもしれません。でも、いい勉強になったと思います。次回か
らも、どんどん、積極的に、症例を持ってきてください。

↑企業プレゼンです。司会は福井県立病院外科の服部先生です。非常
に意味のあるコメントを出しながら、いい司会をやっていただきまし
た。それにしても企業の方はプレゼンが上手です。当然ですが、仕事
の一環としてプレゼンの仕方を勉強しています。われわれ医療者はそ
れを学ぶ機会でもあると思っています。今回は、胃瘻関連のプレゼン
もありました。胃瘻も、医療技術として非常に大事なのに、ないがし
ろにされるという傾向がある、それは寂しいことですから。クリエー
トとオリンパスが協力してくれました。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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←↑企業展示の様子（第 4 回リーダーズ学術集会）。
回リーダーズ学術集会）

【今回のまとめ】
1. 京都での第 4 回リーダーズは有意義な学術集会にすることができました。当番会長の栗山先生、
ご苦労様でした。300
ご苦労様でした。300 名を超える方に集まっていただき、本当によかったです。
2. でも、もっと議論のレベルを上げなくてはなりません。自分の言いたいことだけを言う、では
ダメですから。参加者全員でレベルアップしましょう。
3. テーマごとに、ある程度の結論を出すようにしたいと思います。今回の反省として、まずは、
経腸栄養の管理についてアンケート調査を行いますから、ご協力もお願いします。次回、第 5
回は 9 月 30 日に東京の星薬科大学で開催します
（当番会長：高崎総合医療センター 小川哲史）
。
4. 絵里さんが亡くなりました。哀しいし、寂しいし。でも、この 17 年間のおつきあいで、絵里さ
んにいろいろ教えてもらいました。私自身も医師として成長させてもらいました。ありがとう。
5. 現在の静脈栄養の製品は、もう、完成していると思っていませんか？それは、明らかに
現在の静脈栄養の製品は、もう、完成していると思っていませんか？それは、明らかに間違い
間違い
です。もっと完成度
です。もっと完成度を高めなければなりません。そうして、今できることは、現在実施できる
最高の静脈栄養を実現することだと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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