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

第５７回

『先人の研究成果に基づいて、今の臨床栄養の繁栄があるのだ、
これを理解しないと正しい進歩はない！』
暑い熱い 8 月でした。7 月とほぼ同じレベルの暑さでし
た。「暑い」と「熱い」はどっちがこの夏の気温を表して
いる？ニュアンスは違いますが、「暑い」よりも「熱い」
のほうが日なたを歩いている時のことを表現しているよ
うに思います。その暑い夏は第 100 回夏の甲子園で盛り上
がっていました。やはり故郷の愛媛県代表だから済美高校
を応援したいし、宅島くんの息子さんが野球部でがんばっ
ているから報徳学園を応援したいし。しかも報徳学園は今
の私の地元です。横浜高校は星薬科の亀井先生一家が応援
しているから応援したいし（息子さんがブラスバンドで応
援したことが新聞に載っていました）、地方の県立高校で
地元出身の選手ばかりだから金足農業を応援したいし、東
宝塚さとう病院の外来患者に大阪桐蔭高校の関係者がい
るから応援したいし、ということでしたが、私の気持ちな
んてどうでもいいことで、大阪桐蔭高校が強すぎました。
でも、済美高校のサヨナラ満塁逆転ホームランは劇的だっ
たし、金足農業の 9 回裏の 2 ランスクイズはすごかったけ

↑第 100 回 全国高等学校野球大会、甲子園。横浜高校の応援席、
吹奏楽部の中に、星薬科大学の亀井教授の御曹司の写真が掲載さ
れておりました。地方紙だそうですが、なんか、いいなあ、とう
らやましくて、この記事を出します。実は、私、中学・高校とブ
ラスバンドでトランペットを吹いておりました。高校野球、愛媛
県大会では演奏していましたが、写真が手元にありません。これ
は吹奏楽コンクールに出た時の写真です。一応、１st トランペッ
ト奏者でした。1 年後輩の織田くんがトランペットで東京音楽大学
へ進学しましたので、私も結構うまかったのではないかと思いま
すが。

ど、近江高校のキャッチャーがずっとうずくまっていたシ
ーンも胸をうちました。すごい大会でした。甲子園球場へ
行こうと思ったのですが、毎日が満席だったので入れなか
ったでしょう。入れても熱中症で倒れていたのではないか
と思います。
8 月はちまちまとした研究室内での生活が中心でした。
第 2 回 Medical Nutritionist セミナーで外付けのハード
ディスクが壊れたことが結構気持ちに影響していて、気持
ちが盛り上がらなかったような感じでした。データを回復
させるのに、部分的にでもかなりのお金がかかることも知
りました。いつもバックアップを取っておく必要があるこ
とも知りました。いい勉強をしました。
8 月 3 日には愛知県の春日井市民病院へ講演に行きまし
た。PICC の講演で、後藤くんの話では医師がたくさん聞き

↑春日井市民病院での講演会です。佐々木先生は御不幸があり、
参加していただけませんでした。ちょうどこの日は名古屋の気温
が 40℃を超えておりまして、暑い、熱い、でした。春日井市は愛
知県のもっとも岐阜県寄りにあり、あの暑い多治見市の隣だとの
ことです。汗だくで会場に着きました。さすがに、JR 名古屋駅で
きしめんを食べる気力はありませんでした。

に来ていたそうです。栄養の講演に出かけても、とにかく医師の参加が少ないのは、どこへ行ってもそうなんですが、今
回は医師の参加が多かったとのこと。終わってからは NST の方々との懇親会。いい時間を過ごしました。この日の名古屋
市の気温は 40.3℃。この日、孫が腕を骨折して緊急手術を受けたので、翌朝、横浜の病院へ孫の見舞いに行きました。名
古屋と横浜は近いですね。
今年も特別、夏休みという休みはとらず、土日を使って愛媛に帰省しました。土曜日とお盆の 8 月 13 日だから高速料金
が半額だと思っていたら、なんと、混雑緩和のために、休日割引を 8 月 9 日と 10 日に変更していたのです。なんと！知ら
なかった！混雑緩和するのだったら、土日の 11 日と 12 日に加えて、9 日と 10 日を休日割引にしなさいよ。かつて、人気
取りだけが目的でどこまで行っても高速料金 1000 円、という政策をやったでしょう？あのばかな政策のせいでフェリーが
大打撃を受けたのですよ。そんなことをやっているくせに、お盆の休日割引の日程を変更？何を考えてるんや！と言いた
い。日本の政治はどうなっているんだ。自民党の総裁選挙で「正直・公平」をスローガンにすると、それは個人攻撃にな
るからやめたほうがいい？個人攻撃？その個人は「正直・公平」ではないことを認めていることになるのにも気づかない
のでしょう。困ったことです。高速料金割引の変更などは知らず、いつものように淡路島を経由して四国の鳴門にわたり、
高松、松山を経由して伊方町へと走りました。ふと、愛媛県西条市に「栄養の父

佐伯矩」の墓があるのに行ったことが
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ないなあ、と思いつき、行くことにしました。ナビでなん
とかなるだろうと思って調べましたが、岡林墓地という場
所がナビにない。そんな安っぽいナビではないのに。近く
まで行って聞きましたが、よくわからない。派出所へ行く
と、見回り中。仕方ないので、とにかく近くまで、という
ことで走り、一番近いところで地元の人に教えてもらって
到着しました。ところが、そのあたりは一面、墓。本当に
たくさんの墓があり、山の上のほうまで墓、墓、墓。案内
板なんてない。墓地に入るとすぐに道が右と左に分かれ、
わからないからとりあえず左へ。お盆なので墓掃除をして
いる方、何人かに聞きましたが、知らないという。仕方な
い、この道に沿って探して、なかったらあきらめよう、こ
の暑さだ、熱中症になってしまう、と思って歩いていると、

↑佐伯矩の墓がある、岡林墓地です。どれほどの数の墓があるの
でしょう。もちろん、写真に写っている墓は一部に過ぎません。
誰に聞いても「知らない」の返事だったので、とにかく、歩いて
探そうと思って歩いていると、見つけたのです。本当に偶然とし
か表現のしようがありません。後で考えると、矢印（↓）付近だ
ったと思います。

その道沿いに英語の名前が書かれた墓石が！読むと
「TADASU」と書いてある。その傍の白い木に「栄養学の父
佐伯矩博士の墓」と書いてあるではありませんか。発見！
これは佐伯先生のお導きだ、と思いながら、お参りさせて
いただきました。その後、96 歳の母を見舞い、汗だくにな
ってお墓掃除をして帰省しました。やっぱり故郷の海を見
ると落ち着きます。三崎半島の真ん中あたりにある、伊方
原子力発電所 PR センターへ行き、父が作った『打瀬船』
の模型を見に行ったのですが、なくなっていました。え？
ない？ということで係りの方に聞くと移転したとのこと。
これも探して町見郷土館へ行くと、りっぱな打瀬船があり
ました。13 日には大阪へ戻ったのですが、高知経由で。桂
浜の坂本龍馬記念館がリニューアルしたということで行
ったのですが、大渋滞。暑いし、車は動かないし。とりあ

↑佐伯矩博士の墓です。アルファベットの「TADASU」という文字
が目に入りました。そのすぐ横に「西條史談会」の杭があったの
で分かったのです。この頃はすでに汗だくになっていました。で
も、本当に見つけることができてよかったです。栄養 100 年のイ
ベントに向けての神様のお導きとして思えません。

えず新しい展示物は見ました。高知からの帰りも、高速道路が 7 月の大雨の影響で土砂崩れ。一方通行で大渋滞。淡路島
へ着いても阪神高速が大渋滞。疲れました。
ほとんどイベントのない 8 月でしたが、26 日には高木先生の家へお邪魔し、楽しい時間を過ごしました。8 月 30 日には
佐伯栄養専門学校へ行って佐伯矩の歴史を勉強し、8 月 31 日と 9 月 1 日、前橋市で開催されたリザーバー研究会で勉強し
てきました。高崎の小川先生、田中先生、前橋の伊東さんと高坂さんに会いました。思い出作りと思って、レンタサイク
ルで利根川サイクリングロードを走ったのはよかったのですが、自転車の鍵を亡くして大変でした。雨は降るし・・・。
でも、いろんな意味で思い出深い前橋になりました。

↑研究会の催しとして、ぐんまくんが出てきました。前橋市長、
商工会議所会頭が挨拶に出てこられました。

↑前橋市での第 43 回リザーバー研究会でした。街中に垂れ幕が飾
っていました。ランチョンセミナーは、登利平の鳥めし弁当と、
八重垣の和豚もちぶた弁当でした。どちらがうまい？どちらもう
まい。鳥めし弁当は 710 円です。非常にリーズナブルです。最近
の駅弁って、高すぎませんか？
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ゼン先生：8 月が過ぎました。やっと、という感じもあります。

小越先生：しかし、そうやって資料が残っているというのはす

小越先生：暑かったな、とにかく。
「お暑うございます」という

ばらしいな。

挨拶に対して「夏は暑いものです」と答えていたのは、大村益

ゼン先生：本当です。私は、岡田正先生の資料というか、使っ

次郎だったな。

ておられたスライドは、奥様からいただいてデジタル化して残

ゼン先生：ここで大村益次郎が出てきましたか。

しています。

小越先生：今年は明治維新 150 年だからな。

小越先生：そうか、それはいいことをしているな。

ゼン先生：日本全国で、そういうイベントが開催されています
ね。鹿児島、高知、萩、横浜、いろいろあります。福井も京都
も、だったと思います。
小越先生：大河ドラマの西郷どんは盛り上がっているのか？
ゼン先生：史実とはかなりずれているように思うんですが、深
く考えなければ、ドラマとしては面白いと思います。
小越先生：そうか。これから大村益次郎は出てくるのだろうか。
ゼン先生：どうなんでしょう。西郷隆盛とはあまり仲が良くな
かったようです。大村益次郎は西南戦争を予想していたようで、
だから、大阪に鎮台を置いたのだそうです。
小越先生：なるほど。しかし、世の中には西郷隆盛のシンパの
ほうが多いからな。大村益次郎は出てこないんじゃないか？
ゼン先生：たぶん、そうでしょう。
小越先生：ところで、明治維新 150 年に対して、「栄養 100 年」

↑佐伯栄養専門学校の入り口です。左上は、先代の建物の時のもの、
右端の「佐伯栄養学校」は大正時代のものです。山崎校長が「今年は、
栄養 100 年」ということで盛り上げてくださっています。

はどうなんだ？
ゼン先生：そのイベントは着々と準備しています。できるだけ
早く詳細を決めて、広報します。
小越先生：そうだな、それは大事なことだ。佐伯矩だったな、
栄養 100 年の源は。
ゼン先生：そうです。愛媛へ帰省した時、佐伯矩の墓参りをし
てきました。
小越先生：探すのが大変だったんだって？
ゼン先生：いやあ、カンカン照りだし、どこにあるのか全くわ
からないし、案内板もないし、どうしようかと思いました。見
つけることができたのは、佐伯先生のお導きだとしか思えませ
んでしたよ。
小越先生：そうか、それはよかったな。
ゼン先生：東京の、佐伯栄養専門学校にも行ってきました。山

↑佐伯先生が提唱した「栄養の本義」です。食べることだけではない、
経済、社会、生理学、これらすべてが栄養に通じる、という意味です。
右は佐伯先生の胸像です。

崎校長に案内していただきました。すごい量の資料が残ってい
ます。佐伯先生の本をもらいました。
小越先生：そうか、それはよかったな。
ゼン先生：「栄養」という本です。
小越先生：へええ、宝物だ。
ゼン先生：本当ですね。これで佐伯矩ゆかりの地は、すべて行
ったことになると思います。いや、西条市医師会館が残ってい
ますね。今度行きます。
小越先生：西条市医師会館？どう関係しているんだ？
ゼン先生：佐伯矩が生まれた町です。
小越先生：愛媛県伊予市じゃないのか？
ゼン先生：そこは育った町です。
小越先生：佐伯矩の歴史で本が書けそうだな。
ゼン先生：もちろん、伝記は読みましたし、いろいろな資料も
見ていますが、資料が膨大すぎます。学校の佐伯矩資料室を見

↑山﨑先生に佐伯矩資料室を案内していただきました。この米の模型は
1m くらいの大きなものです。私、佐伯栄養専門学校は JR 蒲田駅の近く
なのに、間違えて京急蒲田駅で下車。汗だくで歩いて学校に行きました。
京急蒲田駅を歩きながら、来たことがある、首都圏の勉強会（林先生の
お招き）で、2 年ほど前でしたね。

ましたが、とても全部は見ることもできません。
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ゼン先生：先日、高木洋治先生の家に遊びに行ったのですが、

ゼン先生：はい。すばらしい講演でした。やっぱり、そういう

高木先生のスライドももらってきて、デジタル化しているとこ

歴史の上で現在があることは、臨床栄養のプロは知っておくべ

ろです。

きだと思います。

小越先生：もう使うことがなくなっても、苦労して作ったスラ

小越先生：それは当然のことだけど、なんか、最近、軽視され

イドだから、捨てにくいんだよ。

ている感じがするな。

ゼン先生：そう思います。だから、岡田先生の奥様も高木先生

ゼン先生：そうですね。一つの例ですが、数年前から、栄養評

も喜んでおられました。

価指標として RTP が有効だということに注目が集まっています

小越先生：オレの資料もなんとかしたいんだけどな。

が、RTP の研究って、何十年も前にしっかり行われているんで

ゼン先生：先生の「朝倉書店出版の『経腸栄養』の本」は持っ

す。それなのに、新しい指標だ認識されているようです。

ています。これも宝物です。

小越先生：新しい指標？RTP が？RTP って、君も研究していたん

小越先生：そうか、それはうれしい。姉妹書の、岡田先生の『静

だろう？

脈栄養』ももちろん、持っているんだろうな。

ゼン先生：岡田先生の研究テーマの一つで、最初の論文は池田

ゼン先生：もちろんです。なんか、この 2 冊を読むと、これこ

先生が昭和 57 年（1982 年）に発表しています。

そが本だな、と思います。信頼できる内容ですから。最近の、

小越先生：だろう？40 年ほど前のことじゃないか。

雨後の竹の子のごとく出版されている本って、軽い内容の物が

ゼン先生：実は、私の初めての全国学会のワークショップでの

多すぎます。

発表は昭和 60 年の札幌での消化器外科学会で、「消化器外科と

小越先生：本当にたくさんの本が出版されているな。

栄養アセスメント：RTP の栄養指標としての意義」です。

ゼン先生：正しいことが書かれているのだろうか、信頼できる

小越先生：あの頃、確かに RTP がいろんな施設で研究されてい

ものだろうか、そういう視点で見るべきだと、本当、最近、強

たな。

く思います。

ゼン先生：初めて書いた依頼原稿は、岡田先生に依頼されたも

小越先生：そこが大事なんだけど、ある意味、出版社の経営戦

のを書かせていただいたんですが、
「栄養評価の新しいパラメー

略の中でこういう問題が生じている可能性があるな。

ター：血漿蛋白値（RTP）」でした。学位論文も RTP に関する、

ゼン先生：そう思います。でも、責任は、執筆依頼を受けて書

がん患者の栄養管理だったんですよ。

く人でしょう。それと、編集責任者でしょうね。執筆者を選ぶ

小越先生：ある意味、古い仕事だ。

だけで、その内容には関与しない編集者が多いと聞いています。

ゼン先生：そうです。今の若い人達が、こういう過去の仕事を

名前だけ、ということだと思います。その本全体に責任がある

きちんと理解した上で、現在、研究をしているのか、そこが大

はずです。

事だと思います。突然、急に出てきた新しい指標みたいな雰囲

小越先生：そうだな。そういうことも考えなくなっているので

気があります。そこは問題だと思います。

はないか？

小越先生：確かに、オレもそう思うよ。

ゼン先生：そう思います。私は編集責任者になった時は、必ず、

ゼン先生：今、医歯薬出版の雑誌、「臨床栄養」に「Medical

全部の原稿に目を通して、チェックすることにしています。大

Nutritionist 養成講座」を連載させてもらっているんです。ど

変ですが、それが編集責任者の役割です。

ういう内容にしようか、と思いながら書いているんですが、な

小越先生：本当だ。がんばってやるべきだ。話が飛んでしまっ

んとなく、臨床栄養の領域の歴史みたいな内容になっています。

たけど、栄養 100 年のイベントはどうなっているんだ？

小越先生：なっている？しているんだろう？

ゼン先生：栄養 100 年のイベントには、神奈川県立保健福祉大

ゼン先生：まあそうなんです。ダドリック先生の TPN の開発だ

学学長の中村丁次先生、佐伯栄養専門学校の山崎校長、佐伯矩

って、ダドリック先生が突然思いついて、アイデアが湧いてき

の最後の弟子の原正俊先生も来てくれます。もちろん、栄
養寺の高橋住職も、です。私が考えているこの領域のレジ
ェンドも来てくれます。それから、栄養関連の企業に、ど
ういうふうに臨床栄養の領域に貢献してきたのか、そうい
う歴史を紹介して欲しいと依頼しています。
小越先生：なるほど。栄養関連企業の貢献というか、それ
がなかったら静脈栄養や経腸栄養はここまで進歩しなか
ったはずだ。
ゼン先生：その通りです。製剤や器材の開発が大事な役割
を果たしていることは間違いありません。先日、ダドリッ
ク先生の論文を読みましたが、輸液組成、器材、それまで
存在しなかった製品を一つ一つ作りながら TPN を実現した
ことが書かれています。そのダドリック先生の TPN 開発の
歴史を知って、改めてすごいなあと感動しました。

↑高木先生の家へ行きました。私が阪大の IVH 研で活動していた頃、森下製薬、
扶桑薬品から来ていただいていた研究員の方々です。あの頃、20 歳台だったの
で、みなさん、もう 50 歳台です。高木先生は大病を患われましたが、元気に復
活。こんなにたくさんの、豪華な食事を準備していただきました。食べ過ぎまし
た。ありがとうございました。

小越先生：神戸での JSPEN でも話してくれたな。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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て、TPN を成功させた、と思っている人が多いと思うんです。

ゼン先生：明智光秀の子孫という方がいろいろ調べて書いてい

小越先生：突然？確かにそう思っている人が多いだろう。

る本も、なかなか興味深いものがあります。

ゼン先生：宇野良治先生が「胃瘻の歴史」という本を出版して

小越先生：「本能寺の変

427 年目の真実」だろう？

いるのですが、そこで「Gauderer と Ponsky が突然、PEG を開発

ゼン先生：もちろん読みました。その後「431 年目の真実」にな

したと思っている人が多いだろうが、そうではない。いろいろ

っていますが。

な人のアイデアが積み重なってできたものだ。」と書いておられ

小越先生：そうか、毎年タイトルを変更する必要があるな、確

ます。本当にそうなんですよね。

かに。

小越先生：もちろんだよ。オレのエレンタールだって、それま

ゼン先生：森鴎外の脚気論争も面白いですよ。

でいろいろ勉強し、臨床での疑問点なんかが頭の中にたくさん

小越先生：高木兼寛と森鴎外の脚気論争だろう？

あって、千葉大学での同門会の発表を聞いて、そこで開発のき

ゼン先生：吉村昭の小説「白い航跡」です。

っかけとなるアイデアが湧いたんだからな。

小越先生：陸軍の軍医のトップだった森鴎外が、海軍の軍医の

ゼン先生：歴史の上に成り立っているということですよね。

トップだった高木兼寛の「白米説」に反対したおかげで、日清

小越先生：もちろんだ。そのダドリックの実験なあ。

戦争や日露戦争で、陸軍では脚気で何万人もが亡くなったんだ、

ゼン先生：先生、ダドリックって呼び捨てにしていいんですか？

責任者は森鴎外だ、という説だろう？

小越先生：いいんだよ。オレとダドリックは同い年だし、ペン

ゼン先生：そうです。海軍では高木兼寛が食事内容を変更した

シルヴェニア大学での友達だからな。

ので脚気患者は出なかったんです。それが真実だと思うんです

ゼン先生：そうでしたね。留学中の話ですね。

が。森鴎外が食事内容を変更しようとしても陸軍の中での立場

小越先生：そうだよ。ダドリックが TPN の実験をしている時、
あの有名なビーグル犬を、同僚の Wilmore が散歩させているの
を知っているんだからな。
ゼン先生：先生の本に「トイレで会った」と書いてありました。
小越先生：よく覚えているな。
ゼン先生：何回も読みましたから。
小越先生：そうか、ありがとう。
ゼン先生：あの本を読まずに、臨床栄養がわかっていると言っ
てほしくありません。
小越先生：その通りだ、ハハハ。
ゼン先生：エレンタールのことですが、elemental diet を日本
語に訳す時、本来は「diet」ですから「成分栄養食」とすべき
ところを、「医師に処方させたい」「医薬品として開発したい」
という意図で「成分栄養剤」とした、なんて書かれていました。
本当にすべての医師に知って欲しい内容です。
小越先生：そうなんだよ。食品としてではなく医薬品として開
発したから、今でもたくさんの患者さんに使われているんだ。
非常に大事なことだと思っているよ。

↑折角の前橋だから、何か、思い出を、と思って、駅でレンタサイクル
を借りました。1 日 200 円。利根川サイクリングロードを走りましたが、
熱い、暑い。汗だくになり、疲れましたね。ホテルで鍵を紛失し、伊東
さんと小川先生にご迷惑をおかけしました。でも、拾ってくれた人がい
て助かりました。本当、大変なことになるところでした。雨も降ったり
しましたので・・・。

ゼン先生：エレンタールの発想も、1950 年頃の Greenstein らの
研究成果にさかのぼることになるんですよね。
小越先生：もっというと、アミノ酸の発見、各種アミノ酸の組
成と量、たんぱく質を投与しなくてもアミノ酸を投与すればい
い、という発想という歴史があって成り立っているんだよ。
ゼン先生：もっと歴史を大事にしなければなりませんね。
小越先生：そうだよ。しかも、正しい歴史だ。
ゼン先生：正しい、その判断が難しいと思います。特に、政治
的な問題は、いろいろな説がありますから。
小越先生：日本の歴史なんていうのは、本当に難しい。正しい
のか、真実なのか、わからないことだらけだ。だから、学問と
して成り立っているし、面白いし、いつまでも研究されている
んだろうな。
ゼン先生：本当ですね。本能寺の変はなぜ起きたのか？坂本龍
馬は誰に殺されたのか？謎だらけですね。

↑やはり、群馬に行ったら、県庁には行かなくてはならないでしょう。
32 階に上りました。景色は抜群でした。しかし、17 時を過ぎてはいた
のですが、エアコンが効いていなくて残念でした。景色はよかったので
すが、エアコンが・・・暑い、熱い群馬ですから、エアコンを効かせて
おいて欲しかったなあ。

小越先生：だから興味が尽きないんだよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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などから考えると不可能だったからだ、と弁護している記事も

小越先生：へええ、そうなのか。最初は NST とは呼ばれていな

あります。

かったのか。

小越先生：しかし、東大のエリート医師達がこぞって「脚気菌」

ゼン先生：Hyperalimentation unit とか hyperalimentation team

というものがいる、と主張したんだろう？

です。

ゼン先生：緒方正規が発見したということです。しかし、緒方

小越先生：それが NST という呼び方に変わっていった、という

正規にドイツ留学で世話になった北里柴三郎が、これを批判し

ことだな。

たんですよね、おかしい、と。

ゼン先生：そうです。これで NST の歴史の原点にたどり着くこ

小越先生：そうだ、ある意味、恩師の学説に反対した、という

とができたと思っています。

ことで有名な話だ。

小越先生：エビデンスというか、証拠となる論文があるんだか

ゼン先生：森鴎外は東大医学部です。そこで、森鴎外にどうい
う責任があるんだ、という話になるんですよね。
小越先生：そこのところがわからないのか？でも、森鴎外に責
任があると、一般的には思われているんだろう？
ゼン先生：そうです。しかし、森千里という、森鴎外の孫が「鴎
外と脚気」という本を書いていまして、そうじゃないんだ、と
主張しています。
小越先生：難しい問題だな。
ゼン先生：そうですね。
小越先生：どこから森鴎外の話になったのだったかな？
ゼン先生：ええっと、正しい歴史、ということでしたね。
小越先生：そうだ、正しい歴史だ。

↑私の故郷です。相変わらずでした。変わらないことがうれしいのです
が、だんだん人が減っています。小学生の頃、伝馬船を漕いで、この左
の岬の端まで遊びに行っていました。

ゼン先生：実は、NST の歴史なんですが、
「1970 年、米国・シカ
ゴで初のチーム医療として誕生した」という説が広く信じられ
ています。
小越先生：そうだな。いろいろな人がそう言っている。
ゼン先生：最初は、たぶん、医歯薬出版の「NST 実践マニュアル」
に書かれた内容か、講演内容だと思います。でも、その根拠と
なる論文がわからなかったんです。
小越先生：根拠となる論文？どこかにあるんだろうよ。
ゼン先生：いろいろ調べたんですが、わかりませんでした。
小越先生：いわゆる personal communication か？
ゼン先生：それではだめだと思うんですよ。
小越先生：ちゃんと調べたのか？
ゼン先生：もちろんです。引用している論文なども読みました。

↑故郷には伊予鉄バスが走っています。山の中腹にあります。人家の一
番上です。バスは、一日 2 本しかありません。7:20 の八幡浜行に乗り、
帰ってくるのは 19:02 の加周行です。

でも、そういう記載はありませんでした。
小越先生：いやな性格だな、君は。
ゼン先生：その通りです、いやな性格です。でも、納得できな
いものは納得できませんから。
小越先生：どうしろというんだ？
ゼン先生：Duke 大学のボス、John P. Grant 先生に聞きました。
そうすると、ダドリック先生の論文に書いてある、ということ
でしたので、その論文を読みました。
小越先生：そこに書かれていたのか？
ゼン先生：はい。1968 年に Rhoads 先生に Hyperalimentation team
の必要性を訴えて組織した、と記載されていました。
小越先生：そうか。ちゃんと記載されているんだな。そうする
と、1970 年より古いから、そこがいわゆる NST の起源というこ
とになるな。
ゼン先生：それが正しいと思います。でも、NST、nutrition
support team という記載が論文中に出てくるのは、実は、1980

↑私の父が作った「打瀬船」の 1/10 のものが置いてあります。場所は
変わっていました。父が亡くなって 10 年になりますが、父が作った打
瀬船が記念館に置かれているのは、本当うれしいです。

年の Nehme の論文が最初なんです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ら、それで決まり、としていいな、いいはずだ。

小越先生：その、佐伯矩の最後の弟子だという原先生はおいく

ゼン先生：1968 年というと、ダドリック先生が Surgery に論文

つなんだ？

を発表した年だから、そこが TPN の始まりだと理解されていま

ゼン先生：85 歳くらいだと思います。厚生労働省の日本におけ

すが、それも違います。ダドリック先生が初めて学会で TPN の

る栄養行政の中心におられた方だということです。

ことを発表したのは 1966 年のことです。

小越先生：日本における栄養行政か。詳しくは知らない内容だ。

小越先生：そうだな、確かに。オレがそのビーグル犬に出会っ

ゼン先生：私も知らないので、お聞きするのが楽しみです。な

たのは 1967 年のことだからな。

んでも小泉純一郎が厚生労働大臣だった時の、
「初代

ゼン先生：その発表の抄録は 1966 年です。

省栄養指導官」だったのだそうです。

小越先生：そうか、あの時は、もう TPN という方法が出来上が

小越先生：へええ、それは栄養行政の本質だけじゃなくて、裏

っていたんだ。

話なども聞かせてもらえそうだな。

ゼン先生：だから、ダドリック先生の論文を読むと、1968 年に

ゼン先生：本当にそうです。栄養 100 年のイベントは 11 月 25

は院内で TPN の実施方法はほぼ確立していたということです。

日なんですが、24 日に伊予市の栄養寺へ行くと、高橋住職が案

だから、それを安全にシステムとして実施するために

内してくださいます。その夜は前夜祭をしたいと思っています。

Hyperalimentation team が必要だと判断したのでしょうね。

25 日の学術集会は、松山市の正岡子規記念館で開催します。

小越先生：なるほどな。すごいな、やっぱりダドリックは。

小越先生：栄養寺、正岡子規記念館、いい雰囲気だな。大勢に

ゼン先生：本当に。その論文、ちゃんと日本語訳で冊子を作ろ

参加して欲しいものだ。

うとしているんです。

ゼン先生：そう願っています。

小越先生：そうか。英語の原文で読めばいいだろう？

小越先生：しかしな、オレが思うに、これに参加する人は、相

ゼン先生：そうなんですが。日本語のほうが読みやすいでしょ

当な物好きだぞ。そして、本当に「栄養は大事だ」と思ってい

う？しかも、この論文、16 ページもあるので、相当英語力があ

る人だぞ。うれしいことだ。

る人じゃないと、途中で断念するのではないかと思います。

ゼン先生：本当、そうですよね。日本に大勢の「栄養の物好き」

小越先生：それは、どうやったら入手できるんだ？

がいて欲しいと願っています。

厚生労働

ゼン先生：販売したらダメでしょう？著作権の問題があります
から。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：勉強なので「栄養 100 年のイベント」に参加してい
ただいた方にはお渡ししようかな、と思っています。
小越先生：それはいいアイデアだ。よく考えると、「TPN 50 年
の歴史」だな。
ゼン先生：一般的に TPN が開発された年と考えられているのは
1968 年ですから、TPN:50 年でいいでしょう。
小越先生：今回は、歴史の話になってしまったけど、いいのか？
ゼン先生：書き初めはそういうつもりはなかったのですが、な
んとなく、こうなってしまいました。

↑栄養寺の最寄の駅、JR 伊予市駅です。ここから徒歩 5 分です。11 月
は、今のように暑くないので、いい散歩になると思います。「花かつお
通り」となっていますが、この近くに「削り節」メーカーの「ヤマキ」
と「マルトモ」の本社があります。「ヤマキ」は昨年が創業 100 年だっ
たということです。

↑栄養寺の山門です。りっぱな山門です。この手前に佐伯矩の碑があり
ます。11 月 24 日、高橋住職が案内してくれますので、どうぞ、お越し
ください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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【今回のまとめ】
1. 8 月になりましたので、日本静脈経腸栄養学会に退会届を提出しました。今後は非会員として学術集会に参
加することになります。来年の若芽の会？やる予定です。
2. 愛媛県の伊予市、松山市での栄養 100 年イベントを準備中です。「栄養の物好き」の方、お集まりくださ
い。11 月 24 日に栄養寺参拝と前夜祭、25 日が松山市子規記念館での学術集会です。
3. 歴史は、正しく解釈する必要があります。正しく解釈するためには、きちんと書かれたものを調べなくては
なりません。原著を紐解くことが重要です。
4. NST は 1970 年にアメリカのシカゴで誕生した、というのは、正しくないと思います。1968 年にペンシルヴ
ェニア大学でダドリック先生が Hyperalimentation team として活動を開始した、それが起源です。ちゃん
と論文に書かれています。
5. 正しく歴史を解釈し、それに基づいて次のステップへと進むべきです。これまでにどのような研究がなされ
て、どのような成果があるのか、それが理解できたら、新しい研究がスムースに進むのだと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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