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『低栄養の分類としては、マラスムスとクワシオルコルでは
『低栄養の分類としては、マラスムスとクワシオルコルでは
もう古い！』
このゼン先生の栄養管理講座の第 1 回を私の研究室のホー

療の方々が、ちょっとでも栄養管理が重要だということに

ムページに掲載したのですが、あまり、読んでくれる方が

気づいていただけたら、講演の目的は十分に達成できたと

いないようです。お知らせの手段が十分ではないようです。

思います。

でも、私の力ではどうすることもできないので、噂が噂を

次の仕事は福山市民病院での講演。特に内視鏡外科手術

呼んで読者が増えることを祈るのみです。よろしくお願い

で有名な井谷先生に呼んでいただきました。昨年に引き続

します。

いての 2 回目。昨年、病院は増築中でしたが、今回は完成

さて、12 月は比較的穏やかに過ごしました。照林社の

したばかりで、1 階の外来のりっぱな絵が飾られた日だっ

Expert Nurse Forum の 3 回目を博多で開催しました。今回

たとのこと。講演内容は周術期の栄養管理について。その

は、石橋、栗山、井上。私はいつものパターンでしたが、

夜は福山市民病院の NST の方々と楽しい時間を過ごさせて

石橋くんも栗山さんもいい講演をしておられました。ここ

いただきましたが、写真を撮るのを忘れました、残念。宿

で困ったのは、コクヨの黒曜石という、スライドを送る器

泊はニューキャッスルホテル。昨年も書きましたが、朝食

具が壊れてしまったこと。前回、片多くんが非常に上手に

の卵かけごはんがうまい！

使っておられたのですけど、私のは、ほんの数回使っただ

12 月 10 日には、この原稿の取材のため、大阪大学の豊

けで壊れました。理由？私の扱い方が粗雑だと言われるで

中キャンパスへ出かけました。目的は「阪大の大阪王将」
「阪大の大阪王将」

しょうけど、きっと、そうではありません。本質的に問題

で食事をするため。吹田キャンパスと豊中キャンパスの間

があるような気がします。栗山先生は 1 回しか使えなかっ

には無料の送迎バスが走っています。11 時頃、早めに昼飯

たのでは？ま、仕方ないです。そう、その前に、緩和医療

を食べようということにして、当研究室の 3 人でバスに乗

の研究会での講演のため、かつての勤務病院、懐かしの日

って豊中キャンパスへ。ところが急な雨。豊中キャンパス

生病院へ。8 年ぶり？懐かしくいろんなことを思いながら

でバスを降りてすぐに生協で傘を買いました。豊中キャン

行きましたが、建物の外観は全く変わらず。講演した講堂

パスへ行ったのは 40 年ぶりくらいだったはず。すっかり

も同じでした。地下鉄の駅から病院への行き方は、全く覚

様変わりして大学らしくなっていて、驚きました。大阪王

えていませんでした。病院の前の中華料理屋は思い出しま

将で食べたのは「ラーメン、チャーハン、餃子」。白鳥池

した。あまり知っている人がいない研究会でしたが、いつ

に突き出したベランダも素敵でした。最近の阪大生は幸せ

ものようにしゃべりました。日生病院の知り合いも、主催

だな、と思いました。私、一応、大阪大学の剣道部だった

の川原先生だけでしたね、知っていたのは。終わってから

のですが、学生時代、剣道部の練習前には、生協の食堂で

博多へ行かなければならなかったのですが、予定より遅れ

100 円で『卵かけごはん＋月見うどん』を食べて栄養分を

て、ちょっとイライラしたかな？講演内容は『癌患者の栄

加えようとしていたのですが、今は、全くの逆。あの頃、

養管理について』。私の研究テーマは癌患者の栄養管理で

大阪王将が阪大にあれば、もっと食生活は充実していたの

すし、在宅でもたくさんの患者さんを診ているので、その

では、なんて思ってみました。剣道部の合宿で、練習後、

話をさせていただきました。もっと、癌患者さんの栄養管

夜中に先輩と二人で毎晩 1 万メートルを走った運動場はそ

理の重要性に、日本中が目覚めないといけないでしょう。

のままでした。

自分が癌患者になったら、よくわかると思います。緩和医

↑大阪大学の吹田学舎（キャンパス）と豊中キャンパスの間には
無料バスが走っています。そのバスを利用して、豊中学舎にある
大阪王将へ昼飯を食べに行きました。もちろん、そのためにこの
無料バスが走っているのではないのですが。一度は大阪王将へ行
きたいということで、やっと実現させました。

↑これが、大阪大学豊中キャンパス内にある大阪王将です。手
作り餃子が阪大生の元気の源になるはず。これが大阪（じもと）
の味！という宣伝文句。私は、餃子、チャーハン、ラーメンを
食べました。いやあ、なかなかなものでした。でも、この組み
合わせの昼飯はダメです。過剰カロリーになりますから。以後
は、大阪王将へは行っていません。でも、
「ふわっ！とろーっ！」
と書いてある天津飯は食べてみたいです。もう、来年になりま
したし。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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12 月の当研究室にとっての最大のイベントは、やはり、

り、看護師部会、栄養士部会、薬剤師部会は、それぞれが

大阪大学 IVH 研の忘年会をやったことでしょう。岡田先生

自分達の教育セミナーをやるのですから。理事会は、法人

が元気な頃は、毎年、盛大な忘年会をやっていました。朝

化の話で終始しているので、学会の中身や臨床栄養のレベ

日新聞ビルの「本みやけ」という料亭でしたね、確か。す

ルアップを図ることについての議論は、できません。これ

き焼きやしゃぶしゃぶ食べ放題だったような記憶があり

からこの学会がどこへ行くのか、私にはわかりません。と

ます。ほぼ 10 年ぶり？急に思いついて、忘年会を開催す

言いながら、第 30 回の日本静脈経腸栄養学会の当番会長

ることにして、案内をさせていただいたところ、総勢 24

は私なのですからね、大変だ！2015 年 2 月 26 日、27 日、

人という大忘年会になりました。HPN と微量元素の高木先

京都国際会館で開催しますので、よろしくお願いします。

生、亜鉛欠乏症発見の笠原先生、身体計測の金先生、あの

たくさんの方に来ていただきたいけど、参加者が多すぎる

Dudrick に『bad boy』と言わしめた山下先生、天理の松末

と落ち着いて学会で勉強することができないし、少なすぎ

先生、兵庫医大の山田さんにも参加していただき、いい会

るのは寂しいし、そんな感じ。でも、いい思い出になった、

になりました。急な案内だったので、都合がつかなかった

ためになった、そう言ってもらえる学会にしたい、それは

方もおられましたが、来年は、もっと早くから準備するこ

強く思っています。やっぱり、お誘い合わせの上、みなさ

とにします。アメリカ留学以来、久しぶりの方もおられま

ん、京都国際会館へお越し下さい。来年の 2 月 26 日です。

した。20 年ぶり以上でした。阪大の薬剤部の橋本さんは、

前回の『ゼン先生の栄養管理講座』が長すぎたので、今

私がラットの実験をしている時に実験薬剤を出してもら

回から普通に戻ろうと思います。11 月は講演などでの出張

う時に喧嘩した仲。20 数年ぶりに会いました。当時、森下

回数がものすごく多かったし、話題も多かったのが一つの

ルセルから研究員として来ておられた駒沢さんは、留学以

理由です。でも、2014 年になりましたので、とにかく、新

来でした。みなさん歳をとられて・・・でも、なつかしさ

しい年を迎えて、栄養管理の領域にも新しい風を吹かそう

でいっぱいになり、何年も会ってなかった？そんな雰囲気

か、でも、もう私も年だし、そんな感じですかね。全然面

でしたね。岡田先生の息子さんにも参加していただき、い

白くなかった紅白歌合戦と同じように、私の栄養管理講座

い会になりました。これから、毎年、開催させていただく

も大きな転換の時期なのかもしれません。あまり形式にこ

ことにしました。

だわらず、読むことによって、少しは栄養管理のレベルア

12 月 14 日 15 日には近畿地区研修医対象 TNT。94 人が参
加してくれました。とにかく、臨床栄養に興味のある医師

ップが図れるよう、そんな気持ちで続けたいと思っていま
す。

を育てなくてはなりませんから。でも、受講者よりも講師
陣の方が熱心なのですよね。セミナー開始前にやった試験
の結果がひどすぎて・・・。星薬科大学の学生さんの点数
の方がはるかによかったので・・・がんばって教育しよう！
年末年始は、孫の世話＋帰省。2 人の孫のじいさんにな
っていますので、がんばらなくては、という感じ。愛媛で
はお墓掃除をしたり、近くの温泉に行ったり。ちょっと足
を伸ばして町内にある、太平洋戦争の記念碑を見に行きま
した。三机湾がハワイの真珠湾に似ているからと、真珠湾
攻撃を目指して訓練したのだそうです。こんなところで練
習したのか、そんなことを思いました。9 人が人間魚雷で
亡くなって、軍神として奉られています。でも、生き残っ
た一人は大変だっただろうな、なんて思ったり。いずれに
せよ、戦争はよくないですよね。松山市にある伊丹十三記
念館にも立ち寄りました。おみやげに『十三まんじゅう』
を買ったのですが。大阪の方は、『じゅうそう』と読んで
しまいますが、伊丹十三は『いたみじゅうぞう』です。大
阪以外の方は『じゅうさん』と読むでしょう。非常にむず
かしい漢字の読み方の典型ですね。
12 月には JSPEN の教育委員会、理事会がありました。教
育委員会は、いろいろ話はしたのですが、教育委員会自体
の役割が非常に縮小されていて、コメディカルセミナーを
いつ、どこで開催するか、それだけになりましたね。LLL
は国際委員会に行き、資格認定委員会で更新セミナーをや

↑第 47 回近畿地区 TNT 研修会。今回は研修医対象。奈良医大の
松村教授、東近江総合医療センターの辻川教授、大阪市立総合
医療センターの西口部長、神戸中央市民病院の西岡部長、草津
総合病院の伊藤部長との 6 人で実施しました。今回の受講者は
94 人。ま、ちょっとは臨床栄養に興味が出た？出る？医師が増
えたかな、という感じ。研修医対象の TNT は、もっともっと開
催するべきだと思います。研修医全員が受講する、という義務
化をしたいのですよね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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今回は、1 月 18 日から参加したアメリカ静脈栄養学会、
CNW2014(clinical nutrition week)での話題を取り上げる
ことにしました。
今回も、小越先生とゼン先生の会話にしようと思ってい
るのですが、なんか、ゼン先生と『先生』をつけるのは、
自分を先生と呼ぶことになっておかしい、と思ったりして、
困っています。ゼン医師というのも、ちょっとおかしい
し・・・。とりあえず、ということになりますが、『ゼン
先生』という愛称なんだ、と理解していただくこととして、
今回の会話を始めようと思います。

↑愛媛県西宇和郡伊方町三机地区にある、大東亜戦争九軍神慰霊
碑です。真珠湾攻撃の際の人間魚雷の訓練をここ、三机の値で実
施したとのことです。この柱も 9 本です。ま、こんな若い、将来
ある青年を、爆弾と共に空母にぶつけた、日本の戦争のやり方は
間違っている、もちろん、戦争自体、やってはいけないのです。
誰もがそう思っているのに、日本はどう動く？自分が戦争に行か
ない人たちが戦争をやりたがっている、これが真実でしょう。

↑愛媛県西宇和郡伊方町は、もともとの三崎町、瀬戸町を吸収
合併して大きくなりました。これは、すべて、原発効果だとの
ことです。この景色は、三崎半島の先端を向いた景色です。非
常にきれいです。かつては、ここを走る国道は 197 号線は、イ
(1)ク(9)ナ(7)道路と呼ばれていたのですが、原発効果でもの
すごくいい道路ができて、三崎町まで 2 時間以上かかっていた
のに、今は 1 時間もかかりません。是非、一度、お越し下さい。
愛媛旅行をする方々は、松山、大洲、宇和島しか行かないので
すが、それでは不十分です。是非、九州へと伸びる細い半島、
三崎半島にもお越しください。

↑愛媛県西宇和郡伊方町には四国電力の伊方原子力発電所が
あります。現在は発電は停止しています。今後、どうなるので
しょうか。ま、そのためではないと思いますが。三崎半島の山
の上には風力発電機がたくさんあります。本当、何機あるので
しょうか、という感じ。道を間違えて、風力発電機の下をずっ
と走ってみましたが、すごいですね。これで原子力発電は不要
になる？私にはわかりませんが。

↑愛媛県八幡浜市の道の駅「みなっと」に出現した「みかんオブ
ジェ」です。直径 7m、高さ 2.8m で、本物のみかん 2 万個で作ら
れています。骨組みにメッシュの金網を被せ、輪ゴムでみかんを
挟み込んでとりつけています。JA 西宇和から加工用みかんを無償
供与されたものだそうです。終了後は、炭化装置で炭の肥料にし
て、みかん山で再利用するのだそうです。しかし、なかなかなも
のでした。2 万個ですよ。平成 25 年 12 月 7 日から 25 日までの 2
週間でしたので、見ることができた私はラッキーだったと思いま
す。

↑「八幡浜みなっと」の垂れ幕。じゃこ天、ちゃんぽんが名物で
す。最近はじゃこカツが有名になっています。どれもうまいです。
二宮のじゃこ天の「頑固一徹の味」は、私の高校時代の先輩、二
宮昭芳さんです。確かに「頑固一徹」の先輩でした。高校時代、
先輩の家に遊びにいくと、おやじさんが、揚げたてのじゃこ天を
食べさせてくれました。右は八幡浜ちゃんぽんです。どうしても、
ごはんと一緒に食べたくなります。ちゃんぽんライスなのです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、ASPEN
でサバンナへ行ってきました。
ゼン先生：

小越先生：ノーコメントだ。ところで
小越先生：ノーコメントだ。ところで ASPEN の学会自体は

小越先生：サバンナ？アフリカか？そんなわけないよな
小越先生：サバンナ？アフリカか？そんなわけないよな

どうだったんだ？

ASPEN だから。アメリカのどこだ？行ったことがないよう

ゼン先生：参加費がむちゃくちゃ高額でした。当日だった
ゼン先生：参加費がむちゃくちゃ高額でした。当日だった

に思うな。

ら、会員でも 775 ドルですよ。非会員の医師は 985 ドルで

ゼン先生：そうかもしれませんね。
ゼン先生：そうかもしれませんね。特に日本人にとっては、

す。高すぎますよね。参加費が 10 万円ですよ。

全然知られていない町なんじゃないでしょうか。ジョージ

小越先生：それは高いな。
小越先生：

ア州の東海岸です。ちなみに、私は留学中に行ったことが

ゼン先生：ま、いろいろ事情はあるんでしょうけど。日本
ゼン先生：ま、いろいろ事情はあるんでしょうけど。日本

ある、と思っていたんですが、サバンナのちょっと北、サ

でこんな高額な参加費にしたら、誰も参加してくれません

ウスキャロライナのチャールストンと誤解していました。

よね。

小越先生：またか。君は、最近ちょっとぼけてきたんじゃ
小越先生：またか。君は、最近ちょっとぼけてきたんじゃ

小越先生：もちろんだ。JSPEN
JSPEN の参加費はいくらだったか
小越先生：

ないか？なんか、そういう話が多いよ。

な？

ゼン先生：確かに、そうなんです、すみません。サバンナ
ゼン先生：確かに、そうなんです、すみません。サバンナ

ゼン先生：13000
円です。これでも高い、という意見もあ
ゼン先生：

で空母を見たし、その中に戦艦大和の模型があったな、と

りますから。

思ったりしたんですけどね。それはチャールストンだった

小越先生：ところで参加者は多かったのか？
は多かったのか？
小越先生：

んですよね。

ゼン先生：
ゼン先生：1700 人くらいだったそうです。減っていますね。

↑Clinical Nutrition Week 2014 が開催された、ジョージア州のサバンナ（
が開催された、ジョージア州のサバンナ（Savannah）がどこにあるのか、知らない方が多いと思いま
）がどこにあるのか、知らない方が多いと思いま
して、アメリカの地図を用意しました。左の地図の A 点です。アトランタが州都のジョージア州で、いわゆる東海岸です。右の地図の B
点が、私が間違っていたチャールストンで、CC 点が私が留学していた Duke 大学のある Durham という町です。ちなみに、左の地図の D 点
は、私が留学していたフロリダ大学のある Gainesville という町で、ディズニーワールドのあるオーランドから車で 2 時間くらいの距離
です。サバンナは、それほど遠い距離ではないのですが（
距離ではないのですが（400～500km くらいでしょうか）、なぜか、立ち寄ることはありませんでした
ね。「ちきゅうの歩き方」を持って行っていなかったからでしょう。

↑CNW2014 の会場となった Savannah International Trade & Convention Center。サバンナ川を挟んでいて、船で渡るようになってい
。サバンナ川を挟んでいて、船で渡るようになってい
ます。バスでもいけますが。私はずっと船でした。その船のエンジンの音？がうるさくて。会場の横に Westin ホテルがありましたが、
あっこは高いだろうな、という感じ。一応、会場の外周は歩きました。気温は低かったのですが、太陽の光は強く、日陰と日向の体感
温度の差が大きいな、という感じでした。雨が降らず、ずっといい天気でした。夕焼けもきれいでした。夜景もなかなかなものでした。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第２回
小越先生：ま、いろいろ考えるところはあるな。
小越先生：

小越先生：そうだよ、そこが問題だよ。まあ、がんばって
小越先生：

ゼン先生：でも、プログラム自体は、悪くないと思いまし
ゼン先生：

くれよ、第 30 回の JSPEN 会長さん。

た。なんといっても、学会に参加しているんだ、という意

ゼン先生：いろいろ考えてはいるんですが。でも、早く行
ゼン先生：

識が強いですね。朝の 8 時からのセッションは、表彰式や

動に移さないと。まだまだ先の話だと思っていたけど、目

記念講演があるんですが、我関せずといった雰囲気の傍観

の前に来ましたからね。

者が多い日本に比べると、自分たちの学会なんだ、という

小越先生：あせらずにがんばれ。
ところで、ASPEN で何か、
小越先生：

雰囲気があるように思いました。

いい情報は得られたのか？

小越先生：昔の日本の
JSPEN だって、研究会の頃はそうだ
小越先生：

ゼン先生：一番衝撃的だったのは、以前にも話題に取り上
ゼン先生：

ったような気がするぞ。

げたかもしれませんが、Keynote address の、Drug shortage

ゼン先生：確かに、大きくなりすぎたんでしょうね。だか
ゼン先生：

tales from the front line-keeping patients safe during

ら、みんながまとまって、ということができなくなってい

the daily scramble という講演でしたね。

るんでしょうね。でも、なんとかしないと、JSPEN の、臨

小越先生：要するに、Drug
shortage、日々の臨床の中で
小越先生：

床栄養のレベルアップと普及を、という本来の目的が霞ん

薬剤が不足している、という問題だな。

でしまうというリスクもありますよね。

ゼン先生：そうなんですよ。いろんな静脈内投与薬剤が不
ゼン先生：
足してるんですよ。驚きです。アミノ酸、デキストロース、
脂肪乳剤の三大栄養素も不足しているということです。ビ
タミン、微量元素、電解質、これが不足していて、十分な
静脈栄養ができないということです。
小越先生：本当か。それは大変困ったことだなあ。
小越先生：
ゼン先生：それらが手に入らないから、脂肪乳剤の投与を
ゼン先生：
どこまで節約できるか、とか、必須脂肪酸欠乏症やビタミ
ン B1 欠乏症の報告がポスターセッションでもありました
から。セレン欠乏症の報告もありましたね。製剤としては
あるんだけど、それが入手できない、ということです。大
変なことです。栄養管理レベルを上げようとしても、実施

↑サバンナは、非常に古い町で、アメリカでも有数の「ゴースト
に出会う町」だとのこと。例えばある家は、昔の奴隷墓地の上に
建てられていて、下には 400 とも 600 ともいわれる奴隷たちが眠
っているという話もあるそうです。この公園の柳のような木が、
なんとも気味が悪いように思いました。魔女狩りが行われ、何百
人もの魔女がこの木に吊るされた、なんていう話もあるそうです。
でも、昼間は、なんとなく雰囲気のある公園でした。

自体ができない、ということですから。静脈栄養関連の薬
剤だけでなく、化学療法剤の方がもっと深刻だそうで、社
会問題となっているようです。

←サバンナ川には船が
たくさん往来していま
した。すぐ海につなが
っていますので、潮の
満ち引きで水面の高さ
が変わるので、流れも
大きく変わります。船
のデザインがなかなか
のもので、たくさんの
写真を撮りました。↖
↖上
の写真の大型貨物船の
向こうに見える橋はな
かなかのものでした。
船の雰囲気がいいです
ね、確かに。↘
↘右下は、
学会場へ行くのに何度
も乗った船。なんか、
趣のある船ですよね。
かわいい！というこ
と？

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：そうなのか。それは大変なことだな。ところで
小越先生：

小越先生：そうだってな。
小越先生：

Dudrick ダドリックシンポジウムはどうだった？

ゼン先生：あと、今回の
Rhoads レクチャーでは、ASPEN
ゼン先生：

ゼン先生：ダドリック先生はお元気でした。奥さんのテリ
ゼン先生：

の会長経験者の Gordon Jensen が受賞講演をしました。

ーさんにも会いましたし。

小越先生：あの
Jensen が Jonathan E. Rhoads の賞をもら
小越先生：

小越先生：そうじゃなくて、ダドリックシンポジウムの内
小越先生：

ったのか、すばらしいことだな。受賞した研究テーマは何

容だよ。

だった？

ゼン先生：あ、すみません。シンポジウムは、短腸症候群
ゼン先生：

ゼン先生：malnutrition
and inflammation でした。栄養
ゼン先生：

に対する腸管の再生医療についてでした。私の理解を超え

評価って、既に確立されたかのような感じですが、奥深い

た内容でしたが、相当進んでいるようですね。

内容でした。この話は前回もちょっと触れたように思いま

小越先生：小腸まで再生するのか？
小越先生：

すが、malnutrition を炎症との関連で 3 つに分類すると理

ゼン先生：腸管の粘膜の再生は、かなり進んでいますが、
ゼン先生：

解しやすい、ということなんですよね。

腸管全体となると、まだまだ問題は多いんだと理解しまし

小越先生：ま、そういう話は昔から言われていたことだけ
小越先生：

た。しかし、短腸症候群に対しては HPN を人工腸管という

どな。

意味合いで岡田先生や高木先生が発表されてから 30 年以

ゼン先生：そうなんですが。その分類の一つ目が炎症と関
ゼン先生：

上が経過して、今度は小腸自体を作ってやろう、というこ

係がない、starvation-related malnutrition：飢餓関連

とになってるんですよね。すごいですね、感心しました。

低栄養。二つ目が chronic disease-related malnutrition：

小越先生：小腸移植という方法もあるし、な。
小越先生：

慢性疾患関連低栄養で、慢性的な疾患に、軽度から中等度

ゼン先生：阪大でも小腸移植で
HPN から離脱できた患者さ
ゼン先生：

の炎症が関連している。三つ目が acute disease-あるいは

んがいます。

injury-related malnutrition：急性疾患あるいは傷害関
連低栄養で、急性で高度の炎症が関わっている、という意
味なんです。
小越先生：なるほど、うまく分類しているじゃないか？
小越先生：
ゼン先生：確かにそう思いますね。外国って、こういう風
ゼン先生：
に分類するのがうまいですよね。
小越先生：確かに。でも、それを日本に持ってくるとどう
小越先生：
すべきなんだろうな。
ゼン先生：直訳して、飢餓関連低栄養、慢性疾患関連低栄
ゼン先生：
養、急性疾患関連低栄養としましたが、なかなか受け入れ
にくいでしょうね。
小越先生：そうだよ、やっぱり、英語の略語にしないとむ
小越先生：
ずかしいと思うぞ。

↑さあ、学会場へ行って勉強するぞ、という気合で渡船にのると
ころです。Susie King Taylor という船で、何回乗ったでしょうか。
これは、確か、朝です。いい雰囲気でしょう？

↗右は川沿いの公園の一角にある Waving Girl の像。この像は、
サバンナ沖のエルバ島で暮らしていた灯台守の少女が来る日も
来る日も、50 年もの間、通りかかる船に手を振り続けたという
エピソードをモチーフとしたもの。船員の間で話題となったロマ
ンチックな話、とのことです。↑
↑真ん中は、それとは似ても似つ
かない日本男児 2 人の写真。↖
↖左は全く関係ありませんが、学会
の展示会場にあった、アボットのエンシュアソフトクリーム。こ
れが・・・なかなかいい味でした。みかけは・・・あまりよくあ
りませんでしたが、味は、捨てたものではありませんでした。

ゼン先生：そしたら、
SRM、CDRM、ADRM ということですか？
ゼン先生：
小越先生：それもむずかしいな、理解不能だな。
小越先生：

↑上 3 枚は、世界の Dudrick 先生と日本人女性、それぞれのツー
ショット写真。ダドリック先生は、とにかく、大勢の方に写真を
一緒に撮ってくれと言われて忙しそうでした。私？もちろん、会
うたびに写真を一緒に撮ってもらってます。今回は、私の写真は
省略しました。下は、渡船 Susie に乗ってうれしそうな方々の写
真です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：disease
の D を省略して SRM、CRM、ARM でどう
ゼン先生：

ゼン先生：そうですね。でも、この
Jensen らが提唱して
ゼン先生：

ですか？

いる分類は、
ASPEN や ADA(American Dietetic Association)

小越先生：体裁は整うかもしれないが、ちょっと無理があ
小越先生：

が一致した見解として出しているもののようです。

るんじゃないか？何のことか、全く想像できないだろう。

小越先生：なるほどな。ESPEN
はどうなんだ？
小越先生：

ゼン先生：そうですね。そしたら、S-Mal、CD-Mal、AD-Mal
ゼン先生：

ゼン先生：あ、ESPEN
も同じような見解のようです。
ゼン先生：

でどうでしょうか。

小越先生：そしたら、JSPEN
も立場を明確にする必要があ
小越先生：

小越先生：まだそっちの方がわかりやすいかもしれないな。
小越先生：

るんじゃないか？

Mal が Malnutrition だと想像することができたら、結構い

ゼン先生：確かにそうですね。今回のガイドライン第
3版
ゼン先生：

い分類の略語と言えるかもしれないな。

では、栄養アセスメントやスクリーニングの方法の意義に

ゼン先生：ま、もう少しいろんな方と相談してみます。で
ゼン先生：

ついては記載していますが、栄養不良や栄養障害の分類な

も、Jensen の論文を読むと、略語は使っていません、確か

どについては記載していませんね。クワシオルコルやマラ

に。そのまま説明していたようだし、論文でも略語につい

スムスという用語すら出ていませんから。

ては記載されていませんね。要するに、低栄養の診断をす

小越先生：ま、栄養療法を実施するためのガイドラインだ
小越先生：

るというか、低栄養状態に陥っている患者を検出する上で、

から、そういう定義は、ガイドラインには掲載する必要は

この分類が役立つ、という意図なんでしょうね。

ないのかもしれないな。

小越先生：しかしだな、もともと、クワシオルコル
小越先生：

ゼン先生：今度、今はセミナーのテキストとして使われて
ゼン先生：

Kwashiorkor とマラスムス Marasmus という分類があるだろ

いる「静脈経腸栄養ハンドブック」を改訂するそうなので、

う。あれとはどう整合性をつけることになるんだろうね。

その時に考えてもいい内容かもしれませんね。でも、確か

ゼン先生：Jensen
の論文の分類ではそれについては何も書
ゼン先生：

に、クワシオルコルとマラスムスという分類よりも、

かれていません。確かに、クワシオルコルとマラスムスと

Jensen らが提唱している分類の方が、クリアカットに理解

いう分類より、理論的だと思いますね。私自身は、クワシ

できるかもしれませんね。

オルコルは急性の栄養障害、マラスムスは慢性の栄養障害

小越先生：そうだな。考えたら、クワシオルコルとマラス
小越先生：

と理解していましたが、マラスミック－クワシオルコルと

ムスという名前だって、なかなか覚えられないだろうな。

いう分類も加えても、これらでは説明できない、炎症が加

ゼン先生：
ゼン先生：確かにそうです。そうそう、私がやっている試
先生：

わった状態が結構重要だと思っていました。

験で、PEM とは、という問題があるのですが、正解率は医

小越先生：講義では、マラスムスは慢性の栄養不良で、
小越先生：

師が 4.3%、薬剤師が 6.5%、栄養士が 26.6%、看護師が 2.1%

protein-energy malnutrition、タンパクとエネルギーの

という結果ですね。

両方が欠乏した状態。クワシオルコルは急性の栄養不良で、

小越先生：ひどい成績だな。ま、栄養士の成績はそこそこ
小越先生：

protein malnutrition、エネルギーは比較的保たれている

いいじゃないか。

がタンパクが欠乏した状態。マラスミッククワシオルコル

ゼン先生：いいといっても正解率は
4 分の 1 ですし、内容
ゼン先生：

が慢性飢餓状態に侵襲が加わった結果、という分類だった

は、
「栄養障害、低栄養、栄養不良」のどれかが記載され

な。

ていたら正解としたので、このくらいなんですよね。

↑当研究室の管理栄養士の須見がポスター発表をしました。外人
二人に質問され、「英語」で答えているところです。堂々として
いますよ。

↑左から、今回の President、Ainsley Malone, MS,RD,LD,CNSC
（称号をたくさん持っておられますが、略語が何を意味している
のか、よくわかりません。RD が registered dietitian であるこ
とはわかります。とにかく、今回の会長は栄養士さんでした）、
Daniel Taitelbaum MD（来年の会長さん）、Rhoads 賞を受けた
Gordon Jensen MD,PhD,FASPEN（今回話題にした malnutrition に
についての講演）、そして、ご存知 Stanley J. Dudrick です。
直接写真を撮ったのではなく、スクリーンに映し出された映像の
写真です。これで十分、きれいに撮れています。そうなんです、
CNW2014 では、メイン会場は講演者の映像を大きなスクリーンに
映し出すのです。日本でもやる？恥ずかしい？京都での第 30 回
JSPEN では、考えてみよう。

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：それでも
PEM(protein-energy malnutrition)
小越先生：

ゼン先生：ま、この分類をもう
1 回よく考えると、いまま
ゼン先生：

が栄養障害を意味することを知っていたら、それはそれで

で、マラスムスは、たとえば、胃全摘症例や食道癌症例で

意味があるだろう。

食事摂取量が少なくて、やせてるけど、活動性は高いよう

ゼン先生：確かにそうですね。他の職種の正解率が
1 割以
ゼン先生：

な雰囲気の人が典型だと説明していました。それから、ク

下なんですから。ちなみに、MR さんたちの正解率は 56%で

ワシオルコルの典型は、アフリカなどの食糧事情が悪い地

した。でも、医療専門職の正解率がこの程度とは、驚く程

域で、お腹がふくれた栄養障害患者と、急性期の重症疾患

低い知識レベルですよね。

患者が典型だと説明していたのですよね。これを、今回の

小越先生：確かにそうだけど、PEM
という用語自体、知ら
小越先生：

Jensen らの分類に当てはめると、マラスムスは

なくてもなんとかなるだろうしな。

starvation-related malnutrition で、クワシオルコルの

ゼン先生：ま、M
が malnutrition だってことを知らないで
ゼン先生：

急性期の重症疾患患者が acute disease-related

しょうし、栄養障害を意味するってことも知らないでしょ

malnutrition、マラスミッククワシオルコルが chronic

うから。

disease-related malnutrition に相当する、ということに

小越先生：まあな。
で、その malnutrition の分類だけど、
小越先生：

なるのでしょうか。でも、きっちりとマラスムス、クワシ

ASPEN だって、新しい分類を提唱するだけでは意味がない

オルコルとこれらを対比させることは無理ですね。

だろう？

小越先生：そういうことになるな。
小越先生：

ゼン先生：確かにそうです。講演で
Jensen が強調してい
ゼン先生：

ゼン先生：でも、
この分類を使うと、栄養指標を考えると、
ゼン先生：

たのは、栄養障害の定義をはっきりさせること、栄養アセ

starvation-related malnutrition は、いろんな栄養指標

スメントの指標の意義を理解しやすくすること、炎症と栄

がそれなりに信頼できる。たとえば、血清タンパク値など

養障害は表裏一体のものだということを理解して治療に

も、どれも信頼度が高い、ということになりますよね。

も生かすこと、それによって、栄養障害患者を見逃さない

小越先生：確かにそうだ。血清タンパク値は、炎症がある
小越先生：

ようにするべきだ、という内容だったと思います。おそら

と低値を示すということだけど、この問題がなくなるから、

く、アメリカでも栄養障害に対する認識が徐々に低くなっ

栄養アセスメント自体は、非常にやりやすい、ということ

ているのではないかと思うんですよね。

になるな。

小越先生：日本の連中が栄養管理は日本よりも進んでいる
小越先生：

ゼン先生：これに対して、acute
disease-related や
ゼン先生：

と思っているアメリカでもそうなのか？

chronic disease-related の場合は、CRP などの炎症所見

ゼン先生：そうなんでしょうね。ひとつは、ASPEN
の医師
ゼン先生：

を示すデータが異常値を示しているから、単純に、血清タ

の参加者が非常に少なくなっているということなんでし

ンパク値が低値だからというだけで判断してはいけない、

ょうね。それから、以前、カリフォルニアの栄養士さんと

いろんなデータを総合的に判断しなさい、ということにな

も話をしたんですが、医師の栄養管理に関する知識がもの

るんですよね。

すごく低くなっている、と言ってましたから、教育にも力

小越先生：そうだな。逆に、CRP
値や血清タンパク値をき
小越先生：

が入っていないんじゃないでしょうか。

ちんと判断すれば、病態も理解しやすい、ということにな

小越先生：そうなのか。
小越先生：

るんじゃないか？

↑実は、帰国が 1 日延期となり、第 2 回奈良県 NST 専門療法士会
での講演をキャンセルせざるをえなくなりました。申し訳ない。
帰国が延期となった理由は、このワシントン DC のダラス空港が
寒波のために閉鎖となったこと、ということですが、航空会社の
問題だった、という噂もあります。いずれにせよ、ダラス空港は、
凍っていました。アメリカに予定よりも長く居られてよかった？
困った？ま、人それぞれの受け止め方がありますが。

↑日本静脈経腸栄養学会の静脈経腸栄養ハンドブックの中の、低
栄養の分類。「実際には両者の中間型が大部分（マラスムス－ク
ワシオルコル型）」と記載されていて、よくわからない、という
ことになります。COPD の患者さんが、肺炎で入院してきた時など、
どこに分類する？わからないからマラスムスクワシオルコル型と
する？Jensen らの、chronic disease-related malnutrition に分
類できると思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第２回
ゼン先生：ということは、前回、アルブミン値が信頼でき
ゼン先生：
る指標か、という話もしましたけど、この Jensen らの分
類を理解すると、アルブミン値などが栄養指標として意義
があるか、という問題につながる、ということになります
ね。
小越先生：そういうことだよ。
小越先生：
ゼン先生：ということになると、なんだ、結局、僕らはこ
ゼン先生：
れらの分類をちゃんと理解して栄養評価をしてきている、
ということになるんじゃないですか？
小越先生：当たり前だろう。栄養障害の分類というか、名
小越先生：
称は新しくなっていても、もう長いこと、栄養評価や栄養
障害の分類についての仕事もやってきているんだぞ。間違
った内容のことをやってきているはずがないじゃないか。
ちゃんと、これらのことを理解してやってきているのに間
違いはないよ。当然だ。
ゼン先生：ということは、
この分類を、外国に先駆けて我々
ゼン先生：
が作ったらよかったんですよね。
小越先生：そうだよ、そこが大事だよ。
小越先生：
ゼン先生：そういう意味では、
ま、栄養評価の方法として、
ゼン先生：
現在、世界中で SGA がどこまで実施できているかはわかり
ませんが、その SGA に対して ODA という用語を作ったとい
うことは、結構意味があるんじゃないですか。

↑Jensen GL の論文、「Recognizing malnutrition in adults:
definitions and characteristics, screening, assessment, and
team approach」の中の、malnutrition の定義の図です。この分
類を、今後、日本でも使うべきかな、と思います。マラスムス、
クワシオルコル、こういう定義が不明瞭な用語を使うよりも、
Jensen らの分類を今後、日本でも使っていくべきでしょうね。
この話題、こんな、「ゼン先生の栄養管理講座」程度のレベル
のプライベートな記事で使うべきではないのかも。でも、「ゼ
ン先生の栄養管理講座」は、ためになる記事でもある、のでは
ないでしょうか。

小越先生：確かに。まだ、外国ではこの
ODA という用語は
小越先生：
使われていないんだものな。輸出したいもんだな。

【今回のまとめ】
1. もうすぐ第 29 回 JSPEN が横浜で開催されます。発表準備はできておられますか？来年の、私が会長を
務める第 30 回 JSPEN の準備も始めてください。京都国際会館で開催します。
2. CNW2014 年がアメリカ、ジョージア州サバンナで開催され、参加してきました。小さな町でしたが、そ
れなりに趣がある町で、いい思い出ができました。来年はカリフォルニアでの開催ですが、日程とし
ては、私は
ては、私は参加できないでしょう。
私は参加できないでしょう。
3. 栄養アセスメントが栄養管理の基本であるので、今回もその話題を取り上げました。少なくとも、
栄養アセスメントが栄養管理の基本であるので、今回もその話題を取り上げました。少なくとも、PEM
PEM
が proteinprotein-energy malnutrition の略である、程度の知識は持っていてください。
4. 欧米では、
欧米では、malnutrition
malnutrition を starvationstarvation-related、
related、chronic diseasedisease-related、
related、acute diseasedisease-related
の 3 つに分類しています。現在日本で使われている kwashiorkor、
kwashiorkor、marasmus、
marasmus、marasmic kwashiorkor
の 3 つに分類する方法より理論的だと思いますが。
つに分類する方法より理論的だと思いますが。
5. その前に、
その前に、malnutrition
malnutrition を低栄養、栄養不良、栄養障害、どれに訳すかも議論しないといけないでし
ょうね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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