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『もっと胃瘻を用いるべきです、
大事なのはその使用方法と中身です』
大事なのはその使用方法と中身です』
あと数日で 2017 年も半分が終わる、と思うと、毎年毎年
のことなのですが、この半年、何をしたのだろうと反省し
ながら、ちょっとあせる、これの繰り返しです。そうこう
しているうちに年を取って・・・です。
6 月の最初の行事は福井県小浜での「釣り」でしたが、
あまりに釣れなかったので、
「秋にリベンジする」とだけお
伝えすることで話題からはずすことにします。写真も、出
しません。
6 月 6 日には星薬科大学で実習。ニプロ株式会社の協力
をえて、約 200 名の学生に輸液ラインの接続、末梢ルート
の作成（シミュレーターを使う）、CV ポートへのヒューバ
ー針の刺入、ドレッシング貼付などの実践をしてもらいま
した。いい勉強をしたと思います。こういうことを知らず
に現場に入るというのは、やはり、薬剤師のみならず、臨
床栄養教育として片手落ちではないかと思います。
その次の週には宮崎へ。宮崎 NST 研究会での講演のため
でした。早めに宮崎へ入り、青島へ行きました。
「鬼の洗濯
板」といわれる岩盤を見ながら橋を渡り、青島神社へ。暑
い日でしたので、他の観光客はほぼ夏の格好。ちょっと場
違いかなと思いながら、写真を撮りながら歩きました。青
島は歩いて一周することができるのですが、そこまでの時
間と心の余裕はなかったので、神社へ行って、45 円のお賽
銭を入れてお参りしました。45 円は、もちろん、シジュウ
ゴエン（始終御縁）がありますように、という意味です。

↑星薬科大学での、静脈栄養器材の使用法に関する実習です。熱
心にやっていました。実際の患者に留置針やヒューバー針を刺す
ことはないのですが、こういう経験は重要です。現場に出たら、
思い出してください。役に立つはずですから。

その後、日向神話館へ。入ると、長嶋茂雄のロウ人
形が。もちろん、一緒に写真を撮りました。神話館
では海幸彦、山幸彦の物語を学び、山幸彦の孫が神
武天皇（カムヤマトイワレビコノミコト：神日本磐
余彦尊）であることを思い出しました。3 月に橿原
神宮で「（漫画）神武天皇御一代記」を購入して、
読んでいましたから（ただし、名前がややこしくて、
本当には理解できていないのが正直なところ）。昼
飯は「網元」で食べました。海鮮丼はりっぱでした
し、私が食べた天丼もなかなかなものでした。当然、
チキン南蛮は食べましたが、満腹で、これでどうや

↑青島と青島神社と、鬼の洗濯板です。宮崎へ行ったら、やっぱり、青島
です。いい天気でよかったです。

↑青島の「網元」で食べた海鮮丼と天丼です。これにチキン南蛮
を加えたのですから、食べ過ぎです。右は串間の「ぶりプリ丼」
です。これもお薦めです。宮崎県人の白尾先生と吉田さんからの
直々のお薦めです。「ぶり」が「プリッとしている」ということ
だと理解しました。

↑平和台公園と平和の塔です。整備されたいい公園です。広い公
園です。私は平和の塔だけしか見ていませんが。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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って講演するのだ、という感じ。その後、平和台公園へ。
「紀元 2600 年記念事業」としてつくられた「平和の塔」
は、すごく重厚で立派！もっと全国にアピールする必要が
あると思いました。ここに書かれている「八紘一宇」につ
いては、いろいろな考え方がありますので、何も言いませ
ん。平和のための考え方であるべきです。宮崎 NST 研究会
の会場はメディキット県民文化センター。高木兼寛の銅像
をみつけ、もちろん記念写真を撮影しました。高木兼寛に
挨拶せずに宮崎で栄養の講演をすることなんてできませ
ん。「臨床栄養学の父」です。ポーツマス条約の小村寿太
郎の銅像もあったのだそうですが、知らず、見逃しました。

↑高木兼寛の像です。ビタミンの父ですが、日本の臨床栄養学の
父でもあると思うのです。ということは、宮崎も臨床栄養の原点
ですね。右は若山牧水の像です。雰囲気がいいですね。

また、宮崎へ行かなくてはなりません。
研究会は、JCHO 宮崎江南病院の白尾先生が代表で、今回
の当番世話人は都城医療センター、消化器病センターの駒
田直人先生。駒田先生は神戸の出身だとのこと。私はいつ
ものように講演しました。タイトルは「感染対策と栄養：
どちらが大事？～適正な静脈栄養とその管理～」でした。
いつもの講演ですよ、本当に。
翌日は、宮崎を満喫しました。大雨の中、都井岬へ。野
生の馬について、いろいろ勉強しました。馬にも骨粗鬆症

↑宮崎 NST 研究会の様子です。右は質問している白尾先生、真ん
中は私の講演の司会をしてくださった駒田先生です。

がある、一日に 1 頭の馬が食べる草は約 40kg、馬に番号を
つけていて、DNA 鑑定をしている。近親相姦はないことを
確認している。1 頭だけ、近親相姦があったことがわかっ
ている、DNA 鑑定の結果、だそうです。人間よりきちんと
管理している？新鮮な糞で作った「馬糞紙」を販売してい
ました。もちろん買いました。1 枚 500 円でした。もとも
との「バフン紙」は「藁などを原料とした黄色く硬いボー
ル紙」ですが、この「馬糞紙」は「洒落」？でしょう。白
尾先生も吉田さんも都井岬は初めてだったとのことで、次

↑都井岬のパンフレットの写真です。あいにくの雨でしたが、晴
れた日はこういう雰囲気だ、ということです。

は家族で行くと言っておられました。帰りの串間市で食べ
た「ぶりプリ丼」は絶品でした。サンメッセ日南では、イ
ースター島のモアイ像を模したモアイ像を見ました。道の
駅フェニックスでマンゴーソフトクリームを食べ、青島が
見える高台へ立ち寄り、宮崎空港まで送っていただきまし
た。白尾先生、吉田さん、本当にお世話になりました。本
当、心からありがとう、です。また呼んでください。
17 日は第 23 回「関西 PEG・栄養とリハビリ研究会」で

↑左は骨粗鬆症の、老衰の馬です。歯がなくなっています。骨が
軽い！右は交通事故で死んだ若い馬です。歯はもちろんそろって
いますし、骨が重い！明らかに違っていました。

した。アイワ病院の三好先生が当番会長。参加者は 185 名
と少な目でしたが、質疑応答が活発で、非常に充実した内
容でした。胃瘻バッシングに対してどうする？医療従事者
が、胃瘻を用いた経腸栄養が適応の症例に対する熱意を失
いつつあるのではないか？という意見があり、ここはどう
しても改善しなければ、という思いを新たにしました。特
別講演は沖縄の宜野湾記念病院の湧上先生。経腸栄養にお
ける微量元素代謝について、ご自分の研究の歴史を中心に
話され、非常に地道な、重みのある講演だったと思います。

↑モアイ像の前で。白尾くん、吉田さん、二人ともピースして写
真を撮れるなんて、若い。私？できません。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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懇親会も盛況でした。
翌 18 日は東京へ。星薬科大学の「認定薬剤
師研修」での教育講演。90 分×2、という長丁
場でした。今回は、最初の 15 分で栄養管理に
関する試験をして、残りの時間でその解説をす
る、という内容にしました。常識的知識が不足
しているのでは？ということで試験をしてみ
ました。まだ採点は完了していませんが、常識
的な知識が不足していることを確認？してし
まったという感じですね。薬剤師も臨床栄養の
知識が必要だと思います。学生時代に私の講義
を受講した薬剤師の成績はよかったのです。
24 日には、またまた東京へ。日本慢性期医療
協会の PICC トレーニングセミナーでの講師。
こういう組織があるのを知らなかったのです
が、「看護師の特定行為研修」を開始する、そ
の中で PICC を教育しなければならない、とい
うことで私が呼ばれたのです。慢性期医療協会
学術部部長の井川誠一郎先生は第一外科の後
輩です。参加者は 30 名で、国立呉病院時代の
大先輩、加藤寛先生も来ておられました。みな
さん、非常に熱心にハンズオンセミナーで実践
しておられました。要するに、血管穿刺専用エ
コーを購入すべきなのですが、その価格と、1

↑第 23 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会です。発表もよかったし、質疑応答
もよかったし。

年間にどれだけの症例に対して PICC を挿入す
ればその価格を取り返せるのか、そこが問題だ
ということでした。医療経済は厳しい！ことを
実感しました。
28 日には「愛知医科大学 NST&ICT 合同勉強会」
で「静脈栄養とカテーテル感染」というお題で
講演しました。臨床感染症学の三鴨先生が私を
指名してくださったとのこと。持論を展開しま
したが、どう、受け止められたのでしょうか。

↑慢性期医療協会での PICC トレーニングセミナーです。ハンズオンの様子で
す。みなさん、熱心に実践しておられました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：前回、旧第一外科の赤ネクタイの話をしましたよね。

ですよ。

小越先生：川島先生と一緒に赤ネクタイで写真を撮った、とい
小越先生：川島先生と一緒に赤ネクタイで写真を撮った、とい

小越先生：そうなのか、いろいろつながりがあるもんだ。
小越先生：そうなのか、いろいろつながりがあるもんだ。

う話だな。

ゼン先生：山田さんは阪大で勤めておられたのですが、無理や
ゼン先生：山田さんは阪大で勤めておられたのですが、無理や

ゼン先生：そうです。その写真を撮った時、兵庫医大名誉教授
ゼン先生：そうです。その写真を撮った時、兵庫医大名誉教授

り兵庫医大に引っ張られて、いやでたまらなかったんだ、と言

の岡本英三先生に「その赤ネクタイをオレに送れ」と言われま

っておられました。

した。岡本先生と川島先生は阪大の同級生で、同じ第一外科で

小越先生：そうなのか？でも、おかげで活躍できたんじゃない
小越先生：そうなのか？でも、おかげで活躍できたんじゃない

すから。実は、阪大の呼吸器外科に第一外科のネクタイが残っ

か？

ていましてね。それを送ったんです。

ゼン先生：実は、山田さんも、兵庫医大へ行ってよかった、っ
ゼン先生：実は、山田さんも、兵庫医大へ行ってよかった、っ

小越先生：それは
20 年前のネクタイだって言っていたんじゃ
小越先生

て言っておられました。

ないか？

小越先生：だろうな。ここんとこ、第一外科の話ばかりだな。
小越先生：だろうな。ここんとこ、第一外科の話ばかりだな。

ゼン先生：そうです。でも、残っているんです。
ゼン先生：そうです。でも、残っているんです。

ゼン先生：やっぱり、そういうつながりって大事ですよね。
ゼン先生：やっぱり、そういうつながりって大事ですよね。

小越先生：捨てるわけにはいかないな。
小越先生

小越先生：本当にそうだな。オレもやっぱり、千葉大二外科の
小越先生：本当にそうだな。オレもやっぱり、千葉大二外科の

ゼン先生：そしたら、岡本先生から、丁寧な手紙と、昭和
ゼン先生：そしたら、岡本先生から、丁寧な手紙と、昭和 62

出身だということをいつも思っていたよ。

年に「日本医師会医学賞」を受賞された時の記念品を送っ
年に「日本医師会医学賞」を受賞された時の記念品を送ってい

ゼン先生：講座が再編成されて、第一外科とか第二外科とかの
ゼン先生：講座が再編成されて、第一外科とか第二外科とかの

ただきまして、感動したんです。本当に喜んでいただいたよう

名前がなくなっても、なつかしい世界ですよね。

です。

小越先生：本当にそうだ。
小越先生

小越先生：またまた、いい話だな。
小越先生

ゼン先生：その第一外科の後輩なんですが、最近、特に薬剤師
ゼン先生：その第一外科の後輩なんですが、最近、特に薬剤師

ゼン先生：本当に。
ゼン先生

さん達の間で有名な狭間研至くんが理事長をしている思恩病

小越先生：岡本英三先生というと、
小越先生：岡本英三先生というと、肝切除術のパイオニアだな。

院へ見学に行ってきたんです。

有名だよ。

小越先生：君よりずいぶん若いんだろう？
小越先生：君よりずいぶん若いんだろう？

ゼン先生：
Hirschsprung 病の病態を病理学的に解明されたこ
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。アメリカ留学から帰国して、大阪府立
ゼン先生：そうですね。アメリカ留学から帰国して、大阪府立

とでも有名ですよね。

病院に勤めていた時の研修医ですからね。

小越先生：消化器外科医や小児外科医で岡本英三という名前を
小越先生：消化器外科医や小児外科医で岡本英三という名前を

小越先生：病院の見学？何のために？
？何のために？
小越先生

知らなければ、それは、
「もぐり」だぞ。

ゼン先生：中小規模の病院でどんなふうに栄養管理が行われて
ゼン先生：中小規模の病院でどんなふうに栄養管理が行われて

ゼン先生：Duke
大学に留学していた時、Grand
Grand round で
ゼン先生

いるのか、現状を見たいと思いまして。

Hirschsprung 病の講義があり、岡本先生の名前が出ていました。

小越先生：へええ。で、どうだった？
小越先生：へええ。で、どうだった？NST 回診は。

その時、
「ヒルシュシュプルングディジーズ」という発音では

ゼン先生：NST
回診というわけではなくて、もちろん、NST
回診というわけではなくて、もちろん、
加算
ゼン先生

なく、
「ハーシュパンディジーズ」という発音だったのを非常

をとっているのではないんですが、狭間くんを中心に、病棟の

に印象深く覚えているんですよ。

看護師はもちろん、管理栄養士、薬剤師、理学療法士が一緒に

小越先生：なるほど、ハーシュパンか。岡本先生は岡田先生の
小越先生：なるほど、ハーシュパンか。岡本先生は岡田先生の

回診していました。なかなか有意義な回診をしているな、と思

師匠だな。

いました。

ゼン先生：そうです。岡田先生は消化管の壁内神経の研究目的
ゼン先生：そうです。岡田先生は消化管の壁内神経の研究目的

小越先生：その体制って、NST
NST そのものじゃないか。
小越先生

に留学されたんです、確か。でも、留学中に Dudrick 先生の TPN

ゼン先生：もちろん、そうです。
ゼン先生：もちろん、そうです。NST 加算をとっていないだけ

の方に興味をもたれて、帰国後は臨床栄養の研究
に力を入れられた、ということですよね。
小越先生：なるほど。君は孫弟子って、ことにな
小越先生：なるほど。君は孫弟子って、ことにな
るんじゃないか？
ゼン先生：確かに。
ゼン先生：確かに。どこの学会か、忘れましたが、
岡田先生と一緒に食事をしている時、岡本先生が
岡田先生に声をかけられて、結局、食事をおごっ
てもらったのを覚えています。
小越先生：相変わらず、メシをおごってもらった
小越先生：相変わらず、メシをおごってもらった
とかいうことは、よく覚えているな。
ゼン先生：はい。看護領域の臨床栄養のボスって、
ご存じですよね。
小越先生：当たり前だろう。JSPEN
を学会にする
小越先生
時にどれだけ一緒に話をしたか。山田繁代さんだ
よ。
ゼン先生：そうなんですよ。その山田さんは兵庫
ゼン先生：そうなんですよ。その山田さんは兵庫
医大で看護部長として活躍されたのですが、山田
さんを兵庫医大に引っ張ったのが岡本先生なん
のが岡本先生なん
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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です。そこらへんの NST 加算をとっている施設よりも、よっぽ

造設して、栄養管理を期間を決めて実施して、意識レベルも改

ど有効な NST 回診だと思いますよ。

善しない、活動性も上がらない、という見極めができたら、経

小越先生：ハハハ、またまた、やばい発言をしてしまったな。
小越先生

腸栄養の投与量を減らす、あるいは止める、という判断ができ

ゼン先生：そうですか？本当のことを言っただけですが。
ゼン先生

るようにしないといけませんね。

小越先生：まあいいよ。どんな栄養管理だったんだ？
小越先生

小越先生：そこが大事だな。
小越先生

ゼン先生：一人ひとり、経口栄養、経鼻や胃瘻を用いた経腸栄
ゼン先生

ゼン先生：そうそう、もう一つ大事なことは、胃瘻を造設する
ゼン先生

養、PPN、TPN、それぞれについて、適応や投与量も検討してい

ということは、経腸栄養をやる、と同義なんです。

ました。私もいろいろアドバイスしたんですが。

小越先生：同義じゃないのか？
小越先生

小越先生：ちゃんと、栄養管理の中身も検討しているんだな。
小越先生

ゼン先生：同義ではないでしょう。水分投与や薬剤投与のため
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。回診しながら思ったんですが。もちろ
ゼン先生

の胃瘻もありますから。それは、中心静脈カテーテルを挿入す

ん、高齢者医療なんですが、やっぱり、栄養管理の方針を決定

ることと TPN を実施することが同義だといっているのと同じで

する上で大事なのは、近い将来の方針ですね。

しょう？カテーテルを入れて、電解質輸液だけを投与すること

小越先生：近い将来？
小越先生

もありますから。

ゼン先生：表現がよくないですね。今後、この患者は、良くな
ゼン先生

小越先生：確かに、そうだな。
小越先生

るのか？もう何をやっても良くならないのか？良くして退院

ゼン先生：TPN
の組成や投与量を考慮することがなくなってい
ゼン先生

させるのか？退院するとしたら家へ帰るのか？他の施設へ行

るんです。経腸栄養だって、同じです。組成や投与量に対する

くのか？ということですね。

配慮がないんです。

小越先生：確かにそうだな。
小越先生

小越先生：なるほど、今回はそういうことが言いたいのか。
小越先生

ゼン先生：その方針が決まらないと、どういう栄養管理をすべ
ゼン先生

ゼン先生：そうは思われませんか？病態に応じて、患者それぞ
ゼン先生

きか、決められませんから。

れにとっての適正な組成、投与量があるから、それを考えるべ

小越先生：もう何をやっても良くならない、という予想がたつ
小越先生

きだということで栄養管理のレベルが上がってきたのではあ

患者さんも多いんだろう？

りませんか？

ゼン先生：そうですね。ご家族も納得しておられる患者さんも
ゼン先生

小越先生：その通りだ。なのに、そうではなくなってしまって
小越先生

いますね。そういう患者さんには、すべての輸液や経腸栄養も

いる、ということなんだな。

中止してもいいと思います。

ゼン先生：そう思っています。投与量だって、積極的に栄養管
ゼン先生

小越先生：その判断が難しいんだろうが。要は、意識レベルだ
小越先生

理をやるのか、引き気味にするのか、それを決める必要があり

ろう？

ますよね。

ゼン先生：そこが大事だと思います。やっぱり、呼びかけても
ゼン先生

小越先生：そこを考えずに栄養管理をやるから、中途半端にな
小越先生

反応のない患者さんに対する栄養管理は、引き気味にするべき

ってしまっているということなんだな。

でしょうね。

ゼン先生：そうです。そこで大事なのが、やっぱり、今後の方
ゼン先生

小越先生：そういう患者に胃瘻を
小越先生
造設するな、という傾向になって
いるんだろう？
ゼン先生：そうですね。でも、い
ゼン先生
つも言っていますが、栄養状態が
悪いから反応がないのかもしれ
ませんよね。
小越先生：可能性は低いけど、完
小越先生
全に否定することはできないだ
ろうな。
ゼン先生：そういう患者の栄養管
ゼン先生
理をどうするか、なんですが。胃
瘻は造設するな、みたいな流れが
あって。でも、栄養管理はやめら
れない、だから経鼻胃管で経腸栄
養をやる、ということになってし
まっているんですね。
小越先生：経鼻胃管で経腸栄養を
小越先生
続けるのなら、胃瘻にしてやるほ
うが患者は楽だけどな。
ゼン先生：その通りです。胃瘻を
ゼン先生

↑共催の、アボット、ニプロには商品紹介をしてもらいました。二人ともプレゼンが上手です。湧上先生の
講演は、よかった。お呼びしてよかったです。下の写真は、懇親会での写真です。もっと大勢だったのです
が。来年は奈良の中井先生が当番です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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針を決める、ということになりますよね。

んだったら、胃瘻を造設して経腸栄養をやりながら、食事を進

小越先生：そこに意識レベルが大きな要因になる、と言いたい
小越先生

めるのが医療として正しいと思うんです。

んだな。

小越先生：胃瘻って、食べられるようになればチューブを抜け
小越先生

ゼン先生：食べられなくても、意識がそれなりにはっきりして
ゼン先生

ばすぐに閉鎖するんだし、だろう？

いる人には、ちゃんとした栄養管理が必要だと思います。

ゼン先生：そうです。それから、ある程度食べられる時、経鼻
ゼン先生

小越先生：そういう患者さんには胃瘻だろう？
小越先生

胃管で経腸栄養をやりながら食べる量が増えるのを待つ、これ

ゼン先生：もちろん、そうすべきだと思います。でも、そうい
ゼン先生

も私はいい管理ではないと思っています。

う患者にも胃瘻はよくない、ということになっているんです。

小越先生：それも胃瘻え経腸栄養をするのがいいのか？
小越先生

胃瘻バッシングの引き金になった、石飛先生の「平穏死」です

ゼン先生：いえ、そういう場合は、静脈栄養を併用するのもい
ゼン先生

が、胃瘻がよくないんじゃないでしょう？胃瘻から経腸栄養の

いと思います。いわゆる SPN ですが。

内容を考えずに実施していることが問題なんでしょう？そこ

小越先生：しかし、SPN
でも感染という問題があるだろう？
小越先生

がわかっていないから、こういうことになっているんだと思う

ゼン先生：もちろんです。TPN
をやると感染するからできるだ
ゼン先生

んです。胃瘻を造設することと経腸栄養をやることは同義では

けやらないほうがいい、ということですが、これは、間違って

ないし、経腸栄養の量、組成、そして、水分だけを投与する、

いると思います。感染するのではなくて、管理が悪いから感染

ということもあるんですから。

するのに、管理が悪いということがわからないんですよ。カテ

小越先生：胃瘻がダメだから、ということで経鼻胃管でずっと
小越先生

ーテル感染って、感染した、のではなくて、感染させた、とい

管理するなんて、患者がかわいそうだな。

う意味合いの方が強いのではないかと思っています。

ゼン先生：本当にそうです。胃瘻が普及した原点は、経鼻胃管
ゼン先生

小越先生：感染させた、という表現は強すぎるだろう。
小越先生

がかわいそうだ、というところにあったはずです。

ゼン先生：表現として強すぎるかもしれませんが、結果的には、

小越先生：経鼻胃管で経腸栄養をやる、それは、胃瘻で経腸栄
小越先生

そうですよね。

養をやるのと、栄養管理をしているという意味では同じだから

小越先生：いつも君が言っている、カテーテル管理の勉強もし
小越先生

な。

なさい、だろう。

ゼン先生：そうです。お国の方針で、高齢者に対する延命治療
ゼン先生

ゼン先生：そうです。とりあえずは、7
月 30 日の Medical
ゼン先生

はするな、は、間違って解釈されています。胃瘻の診療報酬を

Nutritionist セミナーに参加してしっかり勉強してください、

減らせば胃瘻造設件数が減って、それに伴って高齢者に対する

です。

延命治療が減る、なんていう単純な考え方は完全に間違ってい

小越先生：大勢、参加してくれることを期待しよう。
小越先生

ますよ。

ゼン先生：胃瘻の話に戻りますが、細い経鼻胃管が入っている
ゼン先生

小越先生：胃瘻の代わりに経鼻胃管で経腸栄養をやるし、それ
小越先生

症例がいましてね。脳幹出血の患者なんですが。経腸栄養を開

よりも診療報酬が高くなる CVC を使った TPN がどんどん実施さ

始すると喉がゴロゴロいうようになったから経腸栄養を中止

れているんだからな。

した、ということだったんです。

ゼン先生：確かにそうなんですよ。TPN
症例が増えて、医療費
ゼン先生

小越先生：誤嚥しているのか？胃食道逆流で経腸栄養剤が上が
小越先生

としては高くなっているはずです。

ってきているのか？

小越先生：できるだけ食事をさせよう、という方針は採用され
小越先生

ゼン先生：そうではないようです。経腸栄養剤の投与をやめた
ゼン先生

ているんだろう？

ら、そのゴロゴロはなくなったということです。

ゼン先生：もちろんです。でも、経鼻胃管のままで食事摂取を
ゼン先生

小越先生：胃食道逆流ではなさそうだな。
小越先生

させようというのは、無理があるんじゃないかと思うんです。

ゼン先生：経腸栄養剤を投与することによって、唾液の分泌が
ゼン先生

小越先生：オレもそう思う。
小越先生
ゼン先生：経腸栄養を実施する、これは大事なことなんですが、
でも、経鼻胃管で経腸栄養をやりながら食事摂取を進めるって、
本当に正しい選択なんでしょうか。
小越先生：オレは経鼻胃管が入っている状態では食べる気にな
小越先生
らないと思っている。
ゼン先生：もちろん、そうでしょう。経鼻胃管って、どんなに
ゼン先生
細くっても苦痛でしょう？
小越先生：そう思う。
小越先生
ゼン先生：鼻くそがたまっているだけで鼻がこそばゆくて、い
ゼン先生
やですよね。
小越先生：鼻くそ？そうだな。
小越先生
ゼン先生：どのくらい食べられるのか、その予測はむずかしい
ゼン先生
と思うんですが。食べられるようにしたい、方針としてそうな

↑モアイ像は、イースター島以外では世界でここにだけあるのだそう
です。仕事運、健康運、恋愛運、全体運、結婚運、金運、学力アップ、
の願いをかなえてくれるのだそうですが。怠惰な人間なので、全体を
かなえてくれるということで真ん中だけ、お祈りしました。このモア
イ像の前では中国からの旅行者がおおはしゃぎで写真を撮っていて、
なかなかどいてくれないので、待たされました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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増えたんじゃないかと思うんですけどね。

ゼン先生：それは仕方ないんでしょうか。でも、逆に、胃瘻を
ゼン先生

小越先生：そうか。経腸栄養を開始すると唾液分泌が増えて、
小越先生

造設してから栄養管理をする、というほうがいいと思うんです

唾液誤嚥が起こるという話があったな。

よね。胃瘻は栄養管理をするために造設するんですから。

ゼン先生：そうなんです。でも、経腸栄養を開始すると、全員
ゼン先生

小越先生：しかし、栄養状態が悪いと胃瘻造設に伴う合併症発
小越先生

が唾液分泌が増えるのではないようにも思います。いろいろ調

生率が高くなるんだからな。

べましたが、ちゃんと証明されてはいないんです。

ゼン先生：この話は、外科系と内科系の医師で根本的に考え方
ゼン先生

小越先生：そうなのか？とっくに調べられていると思っていた
小越先生

が違います。外科医は、胃瘻？作ると決めたら即、作ればいい、

けど。

です。

ゼン先生：胃と脳の関係で、唾液分泌が増える人と増えない人
ゼン先生

小越先生：リーダーズでの議論でそういうのがあったな。
小越先生

がいるんじゃないかと思うんですよ。胃に経腸栄養剤が入った

ゼン先生：そうです。でも、大事なことは、栄養状態が悪くな
ゼン先生

ら、それを認識して唾液分泌が増える人と、認識できずに唾液

る前に手をうつことです。

分泌に何の変化もない人がいるんじゃないかと思っているん

小越先生：まあそうだけど。
小越先生

です。

ゼン先生：それから、経鼻胃管で経腸栄養をやって反応をみて
ゼン先生

小越先生：この問題は、クリアにしないと方針が立たないな。
小越先生

から胃瘻に変更するとか、ガイドラインではまずは経鼻胃管で

ゼン先生：滋賀の西山くんが強調しているけど、唾液誤嚥があ
ゼン先生

経腸栄養をやる、4 週間程度、ということになっていますが、

る症例には胃瘻を作っても駄目だ、ということなんですよね。

それは、必ずしも正しくないと思っています。

そういう症例には TPN だ、と西山くんは言っています。

小越先生：ガイドラインだろう？
小越先生

小越先生：唾液誤嚥には
TPN？そういう患者は、意識レベルが
小越先生

ゼン先生：もちろんです。でも、そのガイドラインを理解した
ゼン先生

低いんじゃないか？

上でなら、4 週間も待たずに胃瘻を造設することもありだと思

ゼン先生：経腸栄養をやって唾液分泌が増えるんだから、意識
ゼン先生

います。先が読めるんだったら、早く胃瘻を造設すればいいと

レベルはましなんじゃないでしょうか？

思っています。

小越先生：唾液分泌が増えるのと、唾液誤嚥をするのとは、直
小越先生

小越先生：その患者の状態をよく観察して、どうなるかを予測
小越先生

接はつながらないんじゃないか？

しろ、ということなんだな。

ゼン先生：確かに、そうですね。直接はつながらない、かもし
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。とにかく、大事なのは、胃瘻の適応で
ゼン先生

れませんね。

はなく、栄養管理の適応を先に判断することですよね。そうし

小越先生：言い過ぎたらすまない。そういう患者は、もう、栄
小越先生

て、その栄養管理の中身を考えることが大事ですよ。

養管理をすること自体の適応がない、ということなんじゃない
か？
ゼン先生：そこがむずかしいんだと思います。そこが判断でき
ゼン先生
ないんですよ。
小越先生：そうだろうな。
小越先生
ゼン先生：まあ、患者ひとりひとりで違うから、ということに
ゼン先生
しましょう。でも、そういう場合は、確かに、栄養管理をする
こと自体の適応がないと判断してもいいんじゃないかと、個人
的には思っています。
小越先生：そういう患者は、胃瘻を造設して、水を入れても唾
小越先生
液分泌は増えるんだろうか。空腸内に経腸栄養剤を入れても唾
液分泌は増えるんだろうか。
ゼン先生：そういう検討をしたいですね。大事な研究ですよね。
小越先生：本当にそうだな。
小越先生
ゼン先生：いずれにしても、胃瘻問題は、間違った方向へ進ん
ゼン先生

↑道の駅フェニックスから見た日南海岸です。手元の藤色の花はブーゲ
ンビリアです。宮崎空港は「ブーゲンビリア空港」です。ここで食べた
のはマンゴーソフトクリームです。

でいると思います。投与経路として、経鼻胃管より胃瘻のほう
がいいに決まっています。
小越先生：しかし、PEG
には合併症もあるだろう？
小越先生
ゼン先生：そりゃあゼロではありませんが、日本の
PEG の実施
ゼン先生
レベルや管理レベルは、たぶん、世界一ですよ。
小越先生：それはそうだろうけど。
小越先生
ゼン先生：あまり栄養状態が悪いと、瘻孔周囲炎などの発生率
ゼン先生
は高いでしょうけど。
小越先生：栄養状態を良くしてから
PEG を実施しようというこ
小越先生

↑青島の全景が見えます。青島へ行く途中の植物園、左の矢印の青い屋
根の建物ですが、吉田さんの御主人が建てたのだそうです。青島へ行っ
た時、立ち寄るべきでした。

とで、経鼻胃管での栄養管理をすることが多いんじゃないか？
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：胃瘻だから、経腸栄養だな。
小越先生

ゼン先生：そうです。病態によっては、いくら投与量を増やし
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。胃瘻を造設したが、栄養状態が良くな
ゼン先生

ても栄養状態が良くならないことは、なくはないですよね。原

らない、アルブミン値がよくならない、なんていう発表もあり

疾患の治療が必要だということですが。でも、そうでなければ、

ますが、それって、根本的な考え方が間違っていますよね。

やはり、投与量を真剣に計算してやることが大事だと思います。

小越先生：投与量や投与組成を考えていない、と言いたいんだ
小越先生

とにかく、胃瘻問題ではなく、栄養管理の適応を考える、それ

な。

が大事だということを今回は強調したいんです。

↗吉田さんにもらった「馬九（うまく）行く」です。研究室に飾っています。本当、何事も「馬九」いってほしいですね。

【今回のまとめ】
1. 栄養管理については、投与経路と内容を混同してしまって議論しているのが問題です。胃瘻を
造設しても経腸栄養を行わないことがあります。中心静脈カテーテルを挿入しても TPN を行わ
ないことがあります。
2. 栄養管理をどうするかを決めてから、投与経路を考える、この順番が大事です。
3. だから、間違った胃瘻の適応問題が起こっているのです。
4. 胃瘻がダメだから経鼻胃管。やっていることは同じ経腸栄養です。そこを区別する必要があり
ます。
5. 本質を見失っているとしかいいようがありません。その原因は、栄養管理に関する知識レベル、
考え方のレベルが低いからです・・・日本中の大部分が。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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