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『栄養管理の経路として医学的に正しい時でも、
栄養管理の経路として医学的に正しい時でも、
胃瘻を造設してもいいですか？
と聞かなくてはならない？』
と聞かなくてはならない？』
今年最後の記事となりました。本当、１年を振り返ると、早かった、というのが実感です。本当に早かった。気づいた
ら、第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会まであと 2 ケ月とちょっとしかないのです。なんとかなるとは思いますが、い
ろいろ心配事もたくさんあります。でも、この話はさておき、いつもの雰囲気に戻らなくては。
11 月の最初のイベントは、当研究室の優秀な秘書、須見の結婚式があったことです。私は、新婦側の主賓として出席し、
祝辞を述べさせていただきました。いい結婚式でした。私は、結婚したんだから、もう『須見さん、須見さん』と呼んで
はいけないのだと思っていたのですが、とりあえず結婚しても須見さんと呼んでいいのだそうです。時代の流れですよね、
結婚してからも、須見という姓を使うと届け出をすればいい、ということになっているのだそうです。知らなかった。そ
の披露宴で祝辞を述べた後、すぐに伊丹空港へ行き、札幌へ。11 月 2 日の、エキスパートナースフォーラムでの講演のた
めです。さすがに札幌は寒く、天気も悪かったのですが、なんとか無事到着。今回は札幌医大の信岡先生に栄養アセスメ
ントの講演をしていただき、あとは、栗山先生の経腸栄養の話と、私の静脈栄養の話でした。ま、いつもの雰囲気でした。
夜は、信岡先生に本当においしい寿司屋に連れて行っていただきました。今回の観光は、千歳で『サケのふるさと館』へ
行き、サケの遡上を 2～3 匹、いや、4～5 匹、いや、6～7 匹？見たことだけでしたね。
その週の木曜日には『市立ひらかた病院』へ PICC の講演に。この 9 月 22 日に新病院がオープンしたのだそうで、講堂
を使った講演は私のこの講演が最初で、レストランでの懇親会もこれが初めてだ、ということで、記念すべき講演会だっ
たのだそうです。そんなこととは露知らず、のんびりといつものように出かけて講演させていただきました。病院の看板
は『ひらかた』とひらがなになっていて、なぜ？と聞いたら、『枚方』を読めない方が多いから、とのことでした。院長、
副院長、を始め、大勢の方が聴きに来てくれ、ハンズオンセミナーも盛り上がっていました。その土日には沖縄でのエキ
スパートナースフォーラム。今回は宜野湾記念病院の湧上院長に栄養アセスメントの講演をしていただきました。沖縄料

↑沖縄でのエキスパートナースフォーラム。すべてが終了した後、参加者全
員で記念撮影をしました。何人かは帰られたようですが。湧上先生は、さす
がに、『かりゆしウェア』でした。私も、かりゆしを持っているのに、持っ
てくればよかった。そうなんですよ、暑かったのです。さすがに沖縄です。
持って行った上着は１回も着ませんでした。湧上先生の右は、戸畑共立病院
の木村先生。11 月 21 日の北部福岡 NST 研究会の当番世話人で、私を特別講
演に呼んだ、ということで、わざわざ私の話を聞きに来てくださったのです。
ありがとうございます。

↑当研究室の秘書、須見さんの結婚式の写真です。こ
れはいい！スポットライトが当たっている、その構図
もすばらしい。さすがにプロのカメラマンは違いま
す。でも、お似合いのカップルで、幸せそう。幸せと
は、『仕合せ』とも書くとのこと。仕え合って仕合せ
になろう、という意味だとのことです。

↑沖縄の海です。きれい。私の田舎の愛媛の海もきれいですが、根本的に
景色としては違います。沖縄の海・・・若い頃来ていたら、泳いでいたか
な？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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理を満喫しました。さすがに、地元の湧上先生が案内してくださるところは本物でした。受講者は 50 人足らずだったので、
終わってから、みんなで記念撮影をしました。よくぞセミナーに参加していただきました、ありがとう、という感じ。翌
日は、昨年、沖縄に来たときに案内していただいた、翁長さんというタクシー運転手さんにお願いして観光させていただ
きました。沖縄の『テンプラ』は、安いし、うまいし。これは、本当に『ケンミンショー』効果です。
11 月 14 日には JSPEN 理事会。ま、いろいろありすぎて、話すのもいやなのですが、私、TNT から降りました。手続きな
ど、いろいろ問題があるのですが、理事会で議論にならないことも問題だと思いながら、ここらへんで 15 年間もやってき
た TNT から引退することにしました。しかし、理事会で何が起こっているのか、何が議論されているのか、代議員の方々
がほとんど知らない、ということは、結構問題なのではないかと思ったりもしているのですけどね。もっと開かれた理事
会にならなくてはならないし、それが、法人化した、ということの意味合いではないかと思ったりもしています。代議員
の方々や学術評議員の方々が、知りたいという意思表示をすることも大事ではないかと思います。何のための理事？何の
ための代議員？何のための学術評議員？それを考えるべきではないでしょうかね。
翌日は第 18 回関西栄養管理技術研究会が千里ライフサイエンスセンターで開催されました。いやあ、もう 18 回ですか。
私が 1997 年に大阪府立病院から大阪大学に移動した時、当時、兵庫医科大学附属病院の山田繁代看護部長と一緒に始めた
研究会なのですが、代表も矢吹さんに代わり、アドバイザーも高木先生から西口先生に代わり、ということです。研究会
名も『看護領域における栄養管理技術勉強会』から変わっていますけど。今回のタイトルは『NST って！？わたし、がん
ばっているのに・・・』ということで、NST における各職種の役割がテーマでした。いい発表が多かったな、という感じ。
看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士が発表しました。がんばっているんです、みんな、でも・・・。
それについて、特別講演の西口先生が同じタイトルの講演でまとめていました。がんばっているんですよ。それを、誰が
認めてくれるの？なかなか NST 活動がうまくいかないこと
も、寂しい・・・そんな感じでした。本当、いい研究会で
した。来年も楽しみです。

↑沖縄、普天間基地のオスプレイです。タクシーの運転手さんが、
ものすごく近くで見えるところへ連れて行ってくれました。こん
だけ近くでオスプレイを見るって、なかなかできないはずです。
米国海兵隊施設の、金網の外でした。こんな所へ連れて行ってく
れるタクシーの運転手さんはいないでしょうね。それにしても、
オスプレイがたくさんいましたよ。

↑首里城へ行きましたが、修学旅行生でいっぱい。にぎやかでした。
沖縄の光の部分と影の部分を、どう感じるか、非常にむずかしいと
思います。影の部分も、しっかり感じて欲しいな、私もそう思いま
した。太平洋戦争の悲惨な沖縄戦のことだけでなく、それまでの長
い歴史の中で、沖縄の方々は本当に苦労しておられるということ
を、翁長さんが連れて行ってくれた土地土地で、感じさせていただ
きました。

↑沖縄のてんぷらです。ケンミンショーで教えてもらって、これ
は、食べなくては、と思っていたのです。結構有名な、なかよし
食堂へ連れて行っていただきました。それにしても、安い！うま
いし。もずくとちくわが絶品だと思いました。あげパンを食べた
かった！実は、愛媛出身の私にとりましても、『天麩羅』は、違
う意味があるのです。私は、愛媛の『じゃこ天』を『てんぷら』
と呼ぶのです。だから、大阪へ出てきた時、『天麩羅を食べる』
ということになった時、理解できなかったのです。沖縄の方がこ
ちらへこられた時も同じように感じられたと思います。本当、土
地土地で呼び方が違うんですよね。

↑関西栄養管理技術研究会です。西口くんが特別講演で、『NST っ
て！？～私、がんばっているのに・・・～』がタイトルなのです
が、このセリフ、実は、世話人会の時に私がさりげなく言った、
そのものなのです。その時、西口くんが、そのタイトルいただき
ます、ということで特別講演のタイトルになったのです。今回は、
いろんな職種の方が発表されて、非常にいい内容だったと思いま
す。言語聴覚士、歯科衛生士、いろんな職種の方々ががんばって
おられる、ということがわかり、よかったです。参加者は、これ
までで最も多かったとのことです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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その研究会が終わったらそのまま淡路島へ。恒例の年 2 回のイベント、秋の釣り。翌朝は 4 時半に起きて、太刀魚釣り。
淡路島を船出したのに、釣り場は神戸沖。ものすごい数の釣り船で、赤珊瑚の密漁をしている中国漁船の数より多かった
ような感じ。釣師の当研究室の博さん、自信満々の西口先生よりも、私の方が大きい太刀魚（116cm）を釣り（ドラゴン級
といいます）
、数も一番多かったのです、エヘン、エヘン。今は都会人になっているけれども、もともとは漁師の息子とい
う、私が ダントツの釣果だったので ございます。我々の活躍は 、淡路島の釣り船、『まるかつ』の ホームページ
（http://marukatu.nomaki.jp/）に掲載されています。釣果というバナーをクリックしてみてください。我々の釣果に驚
くでしょう。是非ご覧あれ。一匹目を釣ったのが一番遅かった、西口くんに昼メシをご馳走してもらいました。うまかっ
た！次回は、ブリ、メジロ、ハマチを釣りたいと思っています。
そして、その翌週の 18 日には札幌医大へ。夕方着いて、翌朝、帰阪という、札幌滞在時間は 24 時間より短いという、
もったいない札幌行き。第 102 回の NST 講演会のためです。NST の方々をはじめ、平田先生、信岡先生に大歓迎していた
だきました。懇親会も、本当に楽しかった。ありがとうございました。また、行けますよ、何度でも。平日でも行けます
よ。やっぱり、北海道は食べるものもうまいし・・・。そうして、その金曜日には北九州へ行き、北部福岡 NST 研究会で
講演。海塚くんが代表世話人ですが、今回は戸畑共立病院の木村英一先生が当番。またまた好きなことをしゃべったので
すが、懇親会では戸畑共立病院の方々に大歓迎していただきました。そうそう、社会保険田川病院の青木さんが聴きに来
てくれていて、黒田官兵衛ゆかりのお酒をいただきました。わざわざ持って来てくださっていたのですよね、ありがとう
ございます。その木村先生は、沖縄でのエキスパートナースフォーラムにも来ていただいていたのです。ありがとうござ
います。そして、翌朝は午前 7 時の新幹線に乗って新神戸駅経由で家に帰り、そのまま愛媛まで 400km をドライブ。翌日
の父の七回忌のためでした。お墓も建て替えました。これでいつ死んでもいい、ということになりましたよ。叔父、叔母、
従兄弟、たくさん集まり、いい会でした。本当、忙しい。還暦を過ぎているのに、愛媛と兵庫の往復を含めて 2 泊 3 日で
1200km も運転するかな、という感じ。

↑太刀魚釣りです。私が一番たくさん、一番大きいのを釣りました。一番
大きいのを釣った時の写真ではないのですが。右は黙々と釣っている西口
くんです。いやあ、楽しい釣りでした。次は、来年の春です。

↑楽しい楽しい釣りを終えて、港へ戻る途中です。船頭さ
んが、明石大橋をバックに撮りましょうと、わざわざ船を
停めて撮ってくれました。なかなかいい写真でしょう？こ
れと似た写真は、『まるかつ』のホームページでも見るこ
とができますよ。

↑たくさんの、太刀魚釣りの船です。本当、100 隻どころではなかったように思います。移動す
る時は、他の船にぶつからないように、注意しなければならないくらいの混雑でした。こんな
世界もあるんだ、ある意味、驚きでもありました。でも、楽しかった、特に今回は。そりゃあ、
一番大きいのを、一番たくさん釣ったのですから。西口くんは、内心、相当悔しかったと思い
ます。『井上先生、何も考えずに釣ってるのに、なぜ、一番たくさん、一番大きい太刀魚を釣
れた？』そう思っていたはずです。でも、結果がすべてですよ、ハハハ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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26 日には、麻生飯塚病院へ行き、筑豊臨床栄養研究会で講演。病院が新築されていて、いつもとは違う雰囲気の会場で
講演。これで 10 年連続の講演。毎回、違うネタ、違う前振り。１週間前に北部福岡 NST 研究会があり、そこに麻生飯塚病
院の林くんも来ていて、麻生飯塚の講演では、北部福岡での講演で使ったスライドを何枚くらい使うのだろうかと思って
いたそうですが、すべて、全く違うスライドで講演しました。どうや、林くん、一枚も同じスライドはなかっただろう？
という感じ。終わってからの懇親会は、いつものように。鮎川くん、渡辺さん、田中さん、合谷さん、林くんはいつもの
ように、でした。NST 活動が滞っている？なかなかうまくいかないようになっている？NST 加算がかえって活動をやりにく
くしている？そんな感じがしました。でも、いつものように、我々は盛り上がったのでした。もうすっかりお馴染みのお
友達、という感じですからね。
28 日の夕方には、血管内留置カテーテル管理研究会の世話人会。函館から目黒くんが、福島から木暮くんが、長野から
渡部くんが、福井から栗山さんが、京都から井川くんが、奈良から福原さんが、姫路から松末さんが、近くからは野呂く
んと吉川くんが来てくれ、いい議論をすることができました。第 2 回の研究会は来年の 4 月 11 日に大阪大学で開催します
ので、是非、お越し下さい。演題募集もしますので、よろしく。研究会名は、Japanese association of Nutrition & Venous
Access & Infusion & Care として JAN-VIC 研究会としました。記念写真を撮っておけばよかったな、と反省。その翌日に
は、阪大の同級生、堺市清恵会病院の副院長、中室誠くんにお招きいただき、堺市外科医会で講演。残念ながら、いろん
な会と重なっていたようで、10 人ほどしか集まっていただけなかったのですが、日本で最初に出産した、短腸症候群の患
者さん（堺市民病院）の主治医だった、酒井英雄先生と話ができ、意義ある講演会だったように思います。
第 30 回 JSPEN も、いよいよそこまで来ました。事前登録、情報交換会、ランチョンセミナー、プログラム、企業展示な
ど、いろいろ問題はありますが、一つ一つ解決しながら、準備しています。本当、大変ですが、縁の下の力持ち的雰囲気
で、準備中です。会長って、大変なんですよ。たくさんの方の参加をお願いします。よろしくお願いします。

↑札幌医大の平田先生、信岡先生、NST の方々との写真です。う
まい北海道料理を味わうことができました。みなさん、本当に熱
心に NST 活動をしておられますよね。井上って、思ったより気楽
な人間だったでしょう？また呼んでください。春？夏？秋？冬？
いつでもいいですから。私のネクタイは、NHK の朝のドラマ、『ま
っさん』の、余市のニッカウイスキーに行った時に買ったネクタ
イです。ちゃんと、T.P.O.をわきまえてネクタイを選択している
のですよ。

↑戸畑中央病院の方々との写真です。懇親会の時の写真です。た
くさん撮ったのですが、これが一番多くの方が写っていましたの
で。でも、送ってもらうと画質が落ちますね。ということで、次
回からは、私自身のカメラで撮影させてもらおうと思います。な
んか、めんどくさくなって、送ってもらえばいい、と思ったりし
ていたのですが、そうすると、送ってもらう時には画質を落とし
て容量を小さくしなくてはなりませんので。

↑麻生飯塚病院の方々との写真です。もう 10 回目ですから。最
初に講演させてもらった時は、まだ、50 歳でした。変わらない？
そんなことはありません。かなり変わっています、容貌も。でも、
確かに、私から見ると、鮎川くんを始め、この方々はあまり変わ
っていないように思えます。合谷さんだって、もう 70 歳を超え
ているんですよ。お元気です。鮎川くんと私は同い年なんですよ。

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：小越先生、早いものですね、もう今年が終わり
ゼン先生

ゼン先生：いいんです、一人でも二人でもいてくれたら。
ゼン先生

ますよ。今年、何をしたのかな、と振り返ってみると、つ

小越先生：ははは、そう拗ねるな。俺は、一応、わかって
小越先生

らいものがありますよ。

いるつもりだからな。

小越先生：毎年、同じことを言っているよな、君は。
『み
小越先生

ゼン先生：先生は繊細な人間ではないでしょう？
ゼン先生

んなの栄養管理講座』と『ゼン先生の栄養管理講座』を全

小越先生：何を言ってるんだ、俺ほど繊細な人間はいない
小越先生

部読んでご覧よ、きっと、毎年、12 月には同じことを言っ

ぞ。

ているから。

ゼン先生：ほら、
先生、僕と同じことを言ってるでしょう？
ゼン先生

ゼン先生：そうですよね、きっと。本当、最近、同じこと
ゼン先生

小越先生：ははは、そうかもな。ところで、今回の会話の
小越先生

を繰り返して言うようになって、ちょっと気恥ずかしいで

ネタは何なんだ？

す。

ゼン先生：無理やり会話のネタへと話題を変えていただい
ゼン先生

小越先生：そうだろう、そうだろう。認知症に近くなって
小越先生

てありがとうございます。今回は、胃瘻問題ですね。

いないか？

小越先生：まあた胃瘻か。ほかにネタはないのか、という
小越先生

ゼン先生：可能性は『大』です。この間、札幌で、札幌医
ゼン先生

感じだな。

大の信岡くん達と食事していた時なんですが。

ゼン先生：そうですよね。でも、間違った胃瘻問題がまか
ゼン先生

小越先生：どうした。どんな寿司を食べたのか、覚えてい
小越先生

り通っていて、そのために苦労しているのは患者なのに、

ない、なんてことか？

そこがわかっていない人が多いんですよ。

ゼン先生：それより、もっと恐ろしいことです。味噌汁が
ゼン先生

小越先生：確かに、そういう間違ったことの被害を蒙るの
小越先生

出ましてね。それを飲んだ後、お椀に蓋をしていたんです

は、いつも患者だからな。それで、どういうことなんだ？

よ。寿司を食べている時、お椀を見たら蓋しているじゃな

ゼン先生：この間、毎週行って、いわゆる栄養回診をやっ
ゼン先生

いですか。飲んだのかな、なんて思って、蓋を開けて確認

ている東宝塚さとう病院で気づいたんですけどね。胃瘻を

したんです。その時、
『あぶないな。認知症予備軍だ。
』な

造設するかどうか考えている時、最近は、家族に聞くんで

んて思いました。

すよ。
『胃瘻を作っていいですか？』という感じで。

小越先生：それは本当にあぶないな。
小越先生

小越先生：それって、当たり前なんじゃないか？それがイ
小越先生

ゼン先生：でしょう？自分でもドキッとしましたから。
ゼン先生

ンフォームドコンセントだろう？

小越先生：おれも君くらいの年の時、そう思うこともあっ
小越先生

ゼン先生：でもね、先生、静脈栄養をする時、鎖骨下穿刺
ゼン先生

たから、それほど心配しなくていいんじゃないか。ところ

をしてもいいですか？なんて聞きますか？

で 11 月も相変わらず忙しく動いていたな。

小越先生：
小越先生 『鎖骨下穿刺をやりますよ。それに際しては、

ゼン先生：そうですね。
札幌には 2 回行きましたし、沖縄、
ゼン先生

こんな合併症が起こる可能性がありますよ、いいですね』

北九州、飯塚、東京、それに、釣りにも行きましたからね。

という感じだな。鎖骨下穿刺をしていいですか？とは聞か

小越先生：元気だな、相変わらず。
小越先生

ないな、確かに。

ゼン先生：そうでもないですよ。釣りの時は午前
4 時過ぎ
ゼン先生

ゼン先生：もう、ダメだな、この患者は。栄養管理をして
ゼン先生

に起きたので、その夜はむちゃ眠かったし、北九州に行っ

も、元気にはならないだろう。でも、何もせずに死なすわ

た時も、飯塚に行った時も、やっぱり早く起きると、むち

けにはいかない、どうするか？ということになれば、胃瘻

ゃ眠いです。仕事にならないくらいです。

にしていいですか？という感じの説明になるかもしれま

小越先生：それは当然だ。
小越先生

せんが。例えば手術をしたら、元気になるように管理しな

ゼン先生：たまには、
朝の 10 時くらいまで寝てみたいもん
ゼン先生

ければならないでしょう？治療の一環としての胃瘻なん

ですが、起きてしまいます。眠れる人がうらやましい時も

です。この患者は、絶対に元気にしなければならない、ち

ありますよ。

ゃんと治療をやれば元気になる、と考えて、栄養管理の方

小越先生：そうだな。それは、海外に行く時の飛行機の中
小越先生

法としては胃瘻がベストだと判断したら、胃瘻にしてもい

でも思うだろう？

いですか？という説明にはならないでしょう。胃瘻を造設

ゼン先生：それは、よく思います。なかなか眠れないし、
ゼン先生

しますよ、合併症としてはこんなことが起こる可能性があ

海外に着いても、時差ボケがひどいですからね。

りますよ、というのが説明内容でしょう。

小越先生：意外と繊細なんだな。
小越先生

小越先生：なるほど、そういう考え方もあるか。
小越先生

ゼン先生：意外とではなく、本当に繊細な人間ですよ。
ゼン先生

ゼン先生：というか、治療の内容まで、いちいち、こうい
ゼン先生

小越先生：そうか？誰もそうは思っていないと思うぞ。
小越先生

う治療をやってもいいですか？こういう治療をさせてく

ゼン先生：ま、いいです、わかってくれる人もいると思い
ゼン先生

ださい、みたいな雰囲気の説明をしなくてはならないので

ますので。

しょうか。説明して、胃瘻はやめてください、となった時、

小越先生：そうか？あまりいないかもしれないぞ。いや、
小越先生

仕方ないから経鼻胃管で栄養管理をする、それによって、

君が繊細な人間だと思っている人なんて、ほとんどいない

治療効果があがらない、患者に苦痛を伴う、となるのを、

ぞ。
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仕方ないとしていいのかな、ということを思っているんで

そこまで患者家族の思惑を考える必要はない、それも、一

すよ。

つの考え方なのではないでしょうかね。医療の主体性とい

小越先生：現実的には、どんな場合なんだ？
小越先生

うか、それも、もっと考えるべきですよ。

ゼン先生：85
歳でしたかね。男性です。大動脈瘤の手術を
ゼン先生

小越先生：インフォームドコンセントが大事だということ
小越先生

受けて、もともとあった栄養障害が、さらに悪化して、廃

になった頃、いわゆるパターナリズムではダメ、みたいな

用性だと思いますが、誤嚥するようになったんです。そこ

ことになったな、そういえば。

で、栄養管理が必要だ、どうする？ということになったん

ゼン先生：そうです。医師が患者に、何も説明はいらんだ
ゼン先生

ですよね。意識はしっかりしています。しゃべることもで

ろう。わしの言う通りの治療を受けたらいいんだ、患者と

きます。

いうものは、という感じで無理やり自分の考え方を押し付

小越先生：訓練すれば食べられるようになりそうだ、とい
小越先生

ける、という意味もあったと思います。患者、家族がすべ

うんだな。

てを理解する必要はない、十分な説明もせずに私にまかせ

ゼン先生：そうですね。私の印象では、必ず食べることが
ゼン先生

なさい、という考え方はおかしい、ということで、すべて

できるようになります。時間はかかると思います。その間

を説明して方針などを決めてもらうべきだ、ということに

にきちんと栄養管理をして、栄養状態が回復するまでの間

なったのですよね。

に嚥下訓練もするべきなんです。

小越先生：確かに、現在のインフォームドコンセントは、
小越先生

小越先生：その栄養管理の方法として、胃瘻がいい、と君
小越先生

逆に、患者や家族に判断しなさい、と言い過ぎかもしれな

は思っている、ということだな。

いな。医学的に正しい方法だと思ったら、こちらの意見を

ゼン先生：そうなんです。でも、主治医が胃瘻を作った方
ゼン先生

きちんと説明して、納得させる、ある意味、説得する、と

がいい、と説明したら、家族に拒否されて、経鼻胃管で経

いう考え方も必要なのかもしれないな。

腸栄養をやっている、ということなんです。

ゼン先生：でしょう？そうだと思います。ま、そうするに
ゼン先生

小越先生：なるほど、
今の社会的風潮の犠牲になっている、
小越先生

は、こちら側が、きちんとした考え方をもっておくこと、

と言いたいんだな。

しっかりと勉強しておくこと、患者のことを心から考えて

ゼン先生：そうです。胃瘻を作って、きっちりと経腸栄養
ゼン先生

あげるようにする、ということが大事だということは間違

をやり、その間にきっちりと嚥下訓練をする、それがいい、

いないのですけどね。

と思ってるんですが、そうできないんですよね。だから、

小越先生：そうだな。患者の立場に立って考えてやる、と
小越先生

その時の説明の仕方が、胃瘻を作っていいですか？となっ

いうことだな。

ていることにも問題があるのではないか、と思いましてね。

ゼン先生：そう思います。私ならこうする、そういう説明
ゼン先生

小越先生：そういう時は、胃瘻を作っていいですか？と聞
小越先生

もあっていいと思います。もちろん、それは、患者や家族

くのではなく、胃瘻を作りますよ、この方法にはこういう

との間で強い信頼関係があってのことですが。

合併症が起こる可能性はありますが、という説明で十分だ、

小越先生：今の医療は、むずかしいから、そういうことは
小越先生

と言いたいんだ。

できにくいかもしれないけどな。忙しいし。

ゼン先生：そうです。胃瘻を作って、経腸栄養をきっちり
ゼン先生

ゼン先生：私は、
自分で受け持ちをしている時は、夜中に、
ゼン先生

やって、嚥下訓練をすれば食事ができるようになります。

消灯時刻が過ぎてから、ベッドサイドで椅子に座って、患

経鼻胃管のままで嚥下訓練をやる？それは、方法としては

者とよく話をしていました。小さな声で。忙しいので、昼

正しくないと思います。鼻から管が入っていたら、しんど

間はゆっくりと話をすることはできないし、いろいろな手

いですよ。食事をするのに支障があります。訓練も、鼻か

続きなんかもありますから、夜中に話をしていましたね。

ら管が入っていない方がスムースにいきます。そういう意

小越先生：そういうことが大事なんだよな。
小越先生

見を、きちんと主張して説得する、納得させる、そういう

ゼン先生：昔の話ですが、私、医師として、というか、人
ゼン先生

考え方にならないと、本当に患者のための医療というか、

間として恥ずかしい、という経験をしたことがあります。

栄養管理はできないのではないかと思うんですよね。

グルタミン輸液の治験をしていた時ですが、胃全摘症例が

小越先生：なるほど、そうだよ。症例によっては、胃瘻に
小越先生

必要だったんです。その施設では立場が悪くて、自分が受

しますか？経鼻胃管にしますか？そんな説明の仕方をす

け持ちの胃全摘の患者さんがなかなかいなかったんです。

る必要はない。胃瘻を造設します、と、決めて、その内容

肝転移のある、胃噴門部癌の患者がいました。もう 20 年

について説明する、それでいい場合もある、ということだ

前の話ですが、通過障害はなくて、胃癌からの出血もある

な。

ので、胃全摘をすることは、外科的には適応外とは言い切

ゼン先生：もちろんですよ。もう予後は長くないな、もう
ゼン先生

れませんよね。

食べられるようにはならないだろうな、なんて、半分、諦

小越先生：ま、そうだな。
小越先生

めてのことだったら、そういう説明でもいいと思いますが、

ゼン先生：胃全摘症例が欲しかったから、患者さんに胃全
ゼン先生

元気にしてあげよう、元気になるはずだ、最もいい治療を

摘をしましょう、でも、予後を決めるのは、肝転移の方だ、

してあげようと思った時、胃瘻を造設すべきなんだったら、

どうする？というような説明をしたんですよ。
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小越先生：なるほど。君の気持ちもわかる。
小越先生

小越先生：なるほどな。それは、君が、患者といいコミュ
小越先生

ゼン先生：私の心の中には、肝転移の方が問題だから、化
ゼン先生

ニケーションがとれていたから、そういう会話ができたん

学療法をやってから、という気持ちもあったんですが、胃

だろうな。

全摘症例が欲しかったんです。

ゼン先生：そうだと思います。入院してから治療方針を説
ゼン先生

小越先生：その患者は、どう答えたんだ？
小越先生

明するまでの間にも、いろいろ世間話もしていましたから。

ゼン先生：いろいろ話をして、説得していたんですが、私
ゼン先生

小越先生：現在は、そういうコミュニケーションがとりに
小越先生

の説明のどこかに、本当は化学療法優先かな？という気持

くいようになっているから、胃瘻造設についても、こうい

ちがあることを見抜かれていたのではないでしょうか。

う、いろんな問題も起こるんだろうな。

『先生ならどうされるんですか？』そう聞かれましてね。

ゼン先生：そうです。こういう話は、胃瘻の問題ではない
ゼン先生

小越先生：なるほど、そう来たか。
小越先生

のですよね、本当は。もっと広く、医療における患者と医

ゼン先生：これは、やられたな、と思いまして。そうです
ゼン先生

療従事者の間のコミュニケーションという問題になるの

ね、迷うところですが、とにかく、化学療法をやってみま

かもしれませんよね。

しょう、ということにしました。当時は、今のような TS-1

小越先生：確かに。でも、一番大事なのは、患者の立場に
小越先生

を始めとする、よく効く抗がん剤はなかったんですが、も

立って考えることができるようになることだな。

のすごく効きまして、肝転移が画像上も消えたんですよ。

ゼン先生：そういう意味では、私は、自分が患者になった
ゼン先生

小越先生：ほおお、そういうことがあったのか。
小越先生

経験がありますから、よくわかります。

ゼン先生：そうなんですよ。
この時、患者の立場に立って、
ゼン先生

小越先生：そうだな。もちろん、俺もだけどな。
小越先生

考えなくてはならない、ということを教えられたな、とい
う気がしたんですよ。

【今回のまとめ】
1. 2015 JSPEN in 神戸まで 2 ケ月ちょっととなりました。本当、もうすぐです。約 4500 人が事
前登録してくれました。本当は、もっと多くの方に事前登録して欲しかったのですけどね。自
分のためではなく、学会全体のことを考えて、です。
2. 2015 年 4 月 11 日に、血管内留置カテーテル管理研究会の第 2 回を開催します。演題募集もし
ますので、よろしくお願いします。
3. 治療の一環として胃瘻を造設することが目的の場合でも、患者の家族に胃瘻を作ってもいいで
すか？と相談する必要があるのでしょうかね。治療の一環としての場合は、少し意味が違うの
では？
4. 鎖骨下穿刺をする時、鎖骨下穿刺をしてもいいですか？とは聞きません。胃瘻を作る時も、胃
瘻を作ってもいいですか？という説明ではなくてもいい場合があるはずです。それは、治療と
しての意味合いが強い場合です。
5. やはり、患者やその家族と、もっともっとコミュニケーションをとって、そして、主治医とし
ての考え方を提示することも大事でしょう。私ならこう考える、
私ならこう考える、という説明も重要だと思いま
す。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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