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第１０４回

『適正な栄養管理の普及には臨床栄養教育の充実が基本、
特に医師！』
今日は 7 月 30 日。鹿児島県鹿屋市のホテルでこの原稿を
書き始めました。池田病院での PICC セミナーを終えたとこ
ろです。PICC の講演＋IP エコーを用いたハンズオンセミナ
ー（シミュレータ 4 台を使って、IP エコーを用いた静脈穿
刺の実践）でした。みなさん興味深そうに実践していまし
た。残念ながらこういうセミナーも、医師の参加が少ない！
医師こそ、こういうセミナーで学んで欲しいのです。学ば
なくても自分でできる？わかっている？そういう方もたく
さんおられますけど。
7 月の初めは母の三回忌のために愛媛へ帰省。早いもの
です。コロナのため親戚も呼ばずに、お寺で和尚さんの念
仏をいただきました。暑い日で、本来は和尚さんに墓まで

↑久しぶりに栄養寺に参拝しました。山門が新しくなっていま
した。景観重要建造物に指定されていました。いつものように、
山門と佐伯矩の漢字「栄養」記念碑の前で写真を撮りました。
タイマー撮影です。

来てもらうのですが、高齢の和尚さんには無理。というこ
とで卒塔婆を私がお墓に持って行きました。昨年の夏に火
事で焼失した伊方町の温泉、亀ケ池温泉が、営業を再開し
ていました。建物はまだ再建中ですが温泉には入れました。
温泉の所だけは燃えなかったのです。久しぶりの亀ケ池温
泉、いい湯で、のんびりできました。町営日帰り温泉は経
営が大変なんだそうです。時間があったので、栄養寺へ参
拝し、大洲城へ行きました。
7 月の最初の仕事は外科代謝栄養学会参加。茨城県つく
ば市での開催。会長は筑波大学小児外科の増本教授。ハイ
ブリッド開催なので会場参加者は 30 人くらい？私は 2 日目
だけ参加、それなりに勉強になりました。この学会のプロ

↑大洲城です。もちろん、再建されたものですが、きれいな城
です。滋賀県出身の中江藤樹の座像があります。城まで登った
ので汗だくになりました。天気がよくて、日差しが強くて、暑
い日でしたから。

グラムに「NST 医師・歯科医師教育セミナー」があり、ど
んなスケジュールかと見ていたら、
「静脈栄養概論－適応か
ら合併症まで」の講義時間がわずか 40 分であることに気付
き、愕然としました。NST のディレクターを想定している
医師に対する静脈栄養の講義時間が 40 分？ワークショッ
プで「静脈栄養の未来」があり、オンデマンド配信で聴講
しました。結論は「暗い未来しかない」でした。教育の中
で静脈栄養をこれだけ軽視していたら未来は暗いでしょう。
それから JSPEN が「新規入会キャンペーン」をしています。
「2023 年度の年会費 9000 円が無料！」とのことで、ビッ
クリ！余計なことを言うなと言われるでしょうが、スポー

↑大洲城から見た、肱川と大洲富士です。冨士山と書いて「と
みすやま」と読みます。いい景色です。鵜飼も有名です。大洲
城は、渥美清の「男はつらいよ、第 19 作：寅次郎と殿様」の舞
台となりました。昭和 52 年のことです。

ツクラブの入会キャンペーンと同じレベル？2 万人を超える巨大学会の品格を落とすと思ってしまったのですが・・・。
7 月 8 日、奈良県で参議院議員選挙の応援演説をしていた安倍元総理が銃撃されて死亡。大ニュースになりました。日
本でこんな事件が起こる？驚きでした。狙撃者は統一教会（現・世界平和統一家庭連合）に恨みがあったことが判明。現
在、統一教会と政治家との関連が大問題となっています。相当根深いものがあるとのこと。さらに、安倍元総理を国葬に
すると自民党が閣議決定したことも問題になっています。私、政治的なことはあまり問題にしたくないのですが、この国
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

1

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

↑久しぶりに、かつての自分の家へ行きました。そこからの景
色です。やっぱり、いい！愛媛のここまでの往復は車で約
800km。公共交通機関がほぼないので、車は絶対に必要です。7
月 21 日には運転免許の更新。3 年前に更新したばかりなのに。
でも、次回の更新は 5 年後。あれ？昨年の 1 月、帰省する途中、
高松市の高速道路でスピード違反で捕まったのに、5 年後？う
れしい。道路交通法で決まっているのでしょう。とにかく、次
回の更新が 5 年後なのが本当にうれしい。次回は認知症のチェ
ックを受けなくてはなりません。

第１０４回

↑昨年の 8 月に焼失した、伊方町の亀ケ池温泉です。ここまで
復活して、仮営業が開始されています。相変わらずいい温泉で
した。しかし、全部を再建するのには、まだ時間がかかるそう
です。

葬はもっと議論をしてから決定すべきだと思います。安倍
元総理については、評価もいろいろです。政治家としての
貢献度は私にはわかりませんが、森友問題、加計学園問題、
桜を見る会問題など、虚偽発言をしていること、うそがま
かり通る雰囲気を作ってしまったことは問題だと思ってい
ますから。

↑日本外科代謝栄養学会です。会場はガラガラでしたが、コロ
ナなので仕方ないでしょう。

7 月 18 日には、海の日なのに、千里金蘭大学の食物栄養
学科の学生さんに「臨床医学」の前期試験。しっかり勉強
していた学生もいたし、もう少しがんばって欲しい学生も。
いろいろ悩んで合格？不合格？を決めました。優しいんで
すよ、私は。でも、本当の優しさではないかもしれません、
などと思わせぶりな表現ですが。
そうして、昨日 29 日から鹿児島へ来ています。念願の？
坊津にある鑑真記念館に行きました。3 年前に近くまで行
ったのですが、鑑真記念館には時間の関係で行けなかった
のです。鑑真についての説明ビデオを見て、鑑真をある程
度理解できました。6 度目の渡航（753 年）として日本に来

↑つくばまでは、秋葉原から「つくばエキスプレス」で行きま
した。田園風景が広がっていました。秋葉原の駅って、地下何
メートルの深さにあるんでしょうか。

てくれた鑑真のおかげで、日本の仏教が活性化し、政治的
にも落ち着いたのだそうです。日本での戒律を確立し、彫刻や薬草の知識も伝えたとのこと。知らなかった。鑑真記念館
の近くには映画「007」の撮影記念碑。どのシーンだったのかはわかりませんが、ミーハーなので、へええ、007 の撮影を
したのがここなのか、と喜んで、いろいろ写真を撮りました。
7 月にはコロナの第 7 波。日本は世界で最もコロナ陽性者が多いのだそうです。感染の広がりが止まりません。これか
らどうなる？もっと有効なワクチン、治療薬が欲しい！それから、ロシアのウクライナ侵攻が止まらない。本当、どうや
って解決するんだろう。世界中に影響が広がっている。信じられないことが起こっている。ロシアが日本を攻撃して来る
可能性もある？腹立たしい思いでニュースを見ています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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第１０４回

ゼン先生：コロナですが、6 月はずっと感染者数が少なかったの

もありますし。

に、7 月になってから急に増えて、まだピークに達していませ

小越先生：本当だ。小さなことに拘っている場合ではないかも

ん。6 月には「このまま、少ないままで、年末にはマスクも不要

しれないな。

になるのでは」と思っていたのに。今は毎日 20 万人以上の感染

ゼン先生：いやあ、小さなこと、その小ささも問題ですが、やっ

者です。全国どの都道府県も最多記録更新。少ない県でも 1000

ぱり、我々のような小さな存在は、小さな問題にも拘っていく

人以上。どこにいたら安心、なんてことはなくなりました。

必要があると思います。

小越先生：ものすごい数だなあ。毎日 20 万人が感染？もう、大
都市も地方も同じようなものだな。
ゼン先生：そうです。政府も行動制限はしません。経済を考える
必要があるとのことです。
小越先生：君は 4 回目のワクチンを打ったんだよな。
ゼン先生：はい。高齢者ですから。政府は今になって医療従事者
に 4 回目のワクチン接種をすると動いていますが、遅い！なん
で高齢者に 4 回目のワクチン接種をする時に医療従事者にもし
なかったんでしょう。
小越先生：オレもそう思う。
ゼン先生：もはや、自分で感染対策をしなさい、なんです。感染
かもしれないと思ったら、自分で抗原検査キットを買って検査
し、陽性なら自分で判断して自宅待機しなさい、となってきて

↑つくば駅の周辺は、こんな感じ。自転車ロード、そんな感じ。
走りやすいのでしょうね、自転車が高速で走っていました。ちょ
っと怖いくらいのスピードで走る自転車もいました。でも、雰囲
気はいいですね。

います。
小越先生：そうか。これからどうなるんだろうな。
ゼン先生：ウクライナ問題も解決しません。物価も上がり続け、
エネルギー問題も大変なことになってきています。猛暑だし、
熱中症予防が必要。エアコンを使うと電気代が大変。電気代も
値上がり。石油の値上がりが影響している。ウクライナ問題で
小麦などが世界中で不足。それに対して、ロシアは、欧米の経
済制裁が原因だと主張しています。ロシアがウクライナに侵攻
したからこうなっているのに、その反省はなくて、欧米の経済
制裁が問題だと言う、本当、どういう思考回路なんでしょう。
ひどい国です。

↑せっかくつくばに来たのだから、何か観光もしなくては。ホテ
ルのすぐそば？に「つくばエキスポセンター」があったので、学
会場へ行く前にロケットを見に行きました。まあ、散歩です。大
きなロケットがありました。

小越先生：理解不能だ。インドや中国など、ロシアの味方をす
る国もたくさんあるし。
ゼン先生：どう対応すればいいんでしょう。がまん、がまん、な
んですかねえ。
小越先生：オレも何とも言えない。
ゼン先生：そうですよね。我慢、がまんか。仕方ないですね。
小越先生：そうそう、サル痘なんていう病気も増えているらし
いな。
ゼン先生：そうなんです。ついに、日本にも入ってきました。感
染者が二人です。
小越先生：人類は最終的にはウイルスに負けるのか？
ゼン先生：原子爆弾によって地球が破滅する、なんていう予言

↑つくばエキスポセンターへ行く途中、星などについての説明
の碑がありました。つくば科学万博って 1985 年に開催されたの
ですね。ほとんど知りませんでした。名称は聞いたことがあった
ような・・・。この説明の碑の字も読みにくくなっていました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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第１０４回

小越先生：そうだな。オレ達が拘っている、日本に適正な栄養

養を避けて、経口でがんばる、そんな流れです。

管理を、も小さな問題かもな。

小越先生：オレ達はな、食べられない患者に対する栄養管理を

ゼン先生：そうかもしれませんが、目の前の患者さんにとって

どうするか、でがんばったんだぞ。ダドリックの論文を読むと、

は、大問題だという認識が必要です。

TPN の開発について、そう書いているだろう？（Rhoads Lecture

小越先生：ヒトの命は地球より重いなんて言っているのに、栄

ローズ博士記念講演

養障害で苦しんで亡くなる患者さんがいることを、もっと真剣

Passionate Pursuit of Optimal Nutrition Support: Puppies, Pediatrics,

に考える必要がある。

Surgery, Geriatrics, Home TPN, A.S.P.E.N., Et Cetera. JPEN

ゼン先生：本当に。純粋な意味で、そう願っています。栄養なん

29(4):272-287,2005 私、全文を日本語に翻訳しています。読みた

て大きな問題ではない、と思っている医師が多くなりました。

い方にはプレゼントしますよ。貴重な論文ですから、是非、読

小越先生：何十年も前と同じだな。

んでください。）

ゼン先生：そうです。1974 年に Butterworth が論文「the skeleton

ゼン先生：ダドリック先生がレジデントの時、3 人の受け持ち患

in the hospital closet」で発表したように、病院の秘密、病院内に

者が亡くなった。その時、指導者のローズ Rhoads 教授が「経口

Dudrick SJ: A 45-Year Obsession and

は栄養障害患者だらけ、という状況になっている医療施設もた
くさんあるようです。
小越先生：50 年前と同じ状況か。
ゼン先生：あの時はこの論文がきっかけとなって栄養管理が大
事！となったんですよね。
小越先生：人間って、そういう意味では進歩しないなあ。
ゼン先生：いろいろ技術なんかは進歩しているのに、考え方は
進歩しない、ですね。
小越先生：静脈栄養もそういう状況になっているんじゃない
か？
ゼン先生：ダドリック先生が嘆き悲しんでいると思います。
小越先生：適切な静脈栄養が実施できないくせに、静脈栄養は
ダメ、となってしまっているんだからな。

↑鹿児島空港からすぐの桜島パーキングエリア。あいにく、桜島
は見えませんでした。こんな鹿児島ゆかりの方々の像が。顔を入
れて写真を撮りなさい、ですね。なんか、大久保利通の像だけが
離れた位置に置かれていたような気がしたのですが・・・。

ゼン先生：それなのに、困ったら静脈栄養です。
小越先生：それって、君が 30 年ほど前から講演しているストー
リーじゃないのか？
ゼン先生：そうです。消化器外科の術後、いろいろ合併症が起こ
ってにっちもさっちもいかなくなった時、「ちゃんと栄養管理
しているのか？」と上司が主治医に言うというストーリーでし
た。最後の最後に「栄養」なんです。

↑日本三大砂丘の吹上浜へ行きました。砂丘の写真を、と思った
のですが、よく考えると、吹上浜の広さは総延長 47km なので、
どこで撮るのか、非常に難しい。私、吹上浜に行ったのは 2 回目
でした。初めての時、どこへ行ったのか？わかりません。三大砂
丘とは、鳥取砂丘と、静岡県の南遠大砂丘と吹上浜です。

小越先生：方法は静脈栄養だけでなくて経腸栄養でもいいんだ
けど。とにかく、食べられない患者には適正な栄養管理をやら
なくてはならないと活動してきたのになあ。本当に進歩してい
ないな。
ゼン先生：先生達が適正な栄養管理の普及のためにがんばった、
その活動はすっかり忘れ去られたんでしょうか。
小越先生：すっかり過去の歴史になっているんだろう。しかし、
経口栄養の世界というか、サプリメントなどの製品は進歩して
いるんだろう？
ゼン先生：進歩というか、まあ、そうですね。静脈栄養や経腸栄

↑坊津の鑑真記念館です。池田病院の池田院長が「何もない」と
言っておられたのですが、
「何もない」ことはない、と思いまし
た。展示品は大したものはなかったのですが、鑑真の説明ビデオ
はよかったです。鑑真については何も知らなかったと反省！
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

第１０４回

栄養以外で適正な栄養補給をしてやれなかったから亡くなった

小越先生：JSPEN はどうなんだ？

んだ。」とダドリック先生を慰めました。経口栄養以外で適正

ゼン先生：名称から「静脈経腸栄養」を外しましたからね。静脈

な栄養管理ができるように研究しなさい、とローズ教授に言わ

栄養や経腸栄養の重要性のランクを低くした、と判断するしか

れて、ダドリック先生は研究を開始、TPN を開発したんです。

ないでしょう。

小越先生：そうだったな。食べられない患者に対する栄養管理

小越先生：そうか。それは残念なことだ。

として TPN が開発されたんだ。

ゼン先生：この間、日本臨床栄養代謝学会と改名した JSPEN と

ゼン先生：今は、TPN や PPN の器材も製剤もものすごく発達し

日本外科代謝栄養学会が合同で開催している「NST 医師・歯科

ているのに、それを適正に使えない医師が増えている、どうし

医師教育セミナー」のプログラムを、外科代謝栄養学会の抄録

たらいいんでしょう。

集で見ました。

小越先生：本当にそうだ。食べられない患者の栄養管理は誰が

小越先生：そのセミナーは 2 日間だろう？何か、問題があった

やるんだ？

のか？

ゼン先生：そうですよね。誰がやるんでしょうね。

ゼン先生：問題？ほとんどの方は問題だと思っていないでしょ

小越先生：誰がやるんだ？それは医師だぞ、本来は。当たり前

うけど、私は問題だと思っています。

だけど、そうなっていないんだな。

小越先生：君だけが問題だと思っている？

ゼン先生：実はそこが問題です。

ゼン先生：多分。

小越先生：ところで、今回は何を話題にするんだ？

小越先生：何が問題なんだ？

ゼン先生：もう話題に入っています。医師の栄養管理に対する

ゼン先生：静脈栄養については「静脈栄養概論－適応から合併

考え方です。

症まで」だけなんですが、講義時間は 40 分です。

小越先生：なるほど。そうだな。医師の栄養管理教育が、実は、

小越先生：40 分だけ？静脈栄養の適応から合併症まで、という

現在の日本における栄養管理の根本的問題だな。

内容で 40 分？それはすごい！40 分で静脈栄養のすべてを説明

ゼン先生：そうです。先生が成分栄養剤のエレンタールを開発

するのか。40 分で NST の医師・歯科医師が静脈栄養を理解し

した時の話だって、そうでしょう？

て、NST のディレクターとして仕事をするのか。すごい！

小越先生：あの時のことか。1970 年代だ。Elemental diet だ。Diet
だから「食」となるんだけど、あの頃、医師も栄養管理に興味
を示すようになっていたから、エレンタールは「食」ではなく
て「医薬品」として開発して欲しいと、食品会社だった「味の
素株式会社」にお願いしたんだ。Elemental diet の日本語は、本
来は「成分栄養食」なんだけど「成分栄養剤」にしたんだ。結
構、大事な話だったと思っているよ。
ゼン先生：もちろんです。先生の先見の明というか、すごい考え
方をしておられたな、と思います。
小越先生：今の医師達は、栄養管理について、どう考えている

↑鑑真記念館のすぐそばに「007 撮影記念碑」がありました。1967
年に公開された「007 は二度死ぬ（You only live twice」の撮
影。ショーンコネリー、丹波哲郎、浜美枝がここに来て撮影した
とのこと。ここ南さつま市坊津町秋目は、当時と景色は変わって
いないそうです。ショーンコネリーと丹波哲郎のサインが刻ま
れています。

んだろう。
ゼン先生：ある研修医が「栄養管理って栄養士の仕事ですね。医
師の仕事ではないですね。」と指導者に聞いてきたそうです。
小越先生：嘆かわしいことだ。
ゼン先生：でも、現在、指導的立場にある医師が、その栄養管理
の重要性を認識していないんだと思います。
小越先生：静脈栄養や経腸栄養の重要性を認識して活動してい
る学会はあるのか？
ゼン先生：もちろん、我々のリーダーズはそうです。名称も「静
脈経腸栄養管理指導者協議会」ですから。

↑鑑真記念館から約 15km、枕崎方向へと走ると輝津館（きしん
かん）展望所があります。ここも 2 回目。前回来た時、鑑真記念
館へ行きたかったのですが、時間の関係で断念して、ここに立ち
寄りました。
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：先生、皮肉ですか？

しました。脂肪乳剤について、だけで、本当は 2 時間、3 時間は

小越先生：ああそうだよ。静脈栄養を馬鹿にし過ぎだ。

欲しいんです。

ゼン先生：まあ、静脈栄養って、このくらいの評価になってしま

小越先生：40 分でエッセンスをしゃべって、今度出版する「脂

ったんですよ。40 分ですべてを教えることができる、その程度

肪乳剤ナビゲータ」で知識を広げてもらうんだな。

なんです。

ゼン先生：そうですね。そうして欲しいです。

小越先生：嘆かわしい！君だったら 40 分で何をしゃべる？

小越先生：微量元素の話もあるんだな。

ゼン先生：ダドリック先生の TPN 開発の歴史でもしゃべりまし
ょうか。40 分でも語れない内容です。
小越先生：それも面白いんじゃないか？
ゼン先生：ダドリック先生の名前も知らない医療者も多いです
からね。
小越先生：ほとんどの医療者が知らないんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。栄養管理の専門家と自負して
おられる方でも、ダドリック先生を知らない人が多いと思いま
す。
小越先生：8 月 6 日、7 日でリーダーズの Medical Nutritionist セ
ミナーを開催するんだろう？
ゼン先生：コロナで中断していましたが、第 4 回、3 年ぶりで

↑桜島が大噴火？7 月 24 日に噴火警戒レベルがレベル 5 になっ
ていたので、桜島フェリーもお休みかと思っていたのですが、出
港してくれました。わずか 15 分ほどの所要時間の間に、うどん
を食べました。500 円也。なんか、ちょっと味が落ちているんじ
ゃない？そんな感じでした。船尾で食べましたが、鹿児島の景色
がよく見えてよかったです。

す。
小越先生：参加者はたくさん集まったのか？
ゼン先生：100 人以上です。うれしいですね。他の学会の、何等
かの資格のための参加でなくて、純粋に勉強したいという人が
100 人以上参加してくれるんです。
小越先生：本当だな。うれしいことだ。ところで静脈栄養関連
の講義は、何時間あるんだ？
ゼン先生：プログラムを見ていただくとわかりますが、1 日目は
ほぼすべて静脈栄養関連です。もちろん、輸液の内容、カテー
テル挿入方法、管理方法、カテーテル敗血症予防、などなどな
ので、これくらいの時間は必要です。実は、もっと欲しいんで

↑今回の桜島噴火の影響でしょうね。桜島湯之平展望所の案内
板です。火山灰でこんなになっていました。望遠鏡もこんな感じ
なので、目をくっつけて見る気にはなりませんね。

す。スライドの枚数、かなり制限しました。
小越先生：1 日目のプログラムはほぼ静脈栄養か。確かに静脈
栄養にはそのくらいの時間が必要だ。
ゼン先生：受講者も大変だと思いますが。
小越先生：まあそうだな。セミナーが終わってからも勉強して
もらいたいもんだ。
ゼン先生：そうです。臨床の現場で活動しながら、復習すること
になるんでしょうが。
小越先生：脂肪乳剤の話もするんだろう？
ゼン先生：「脂肪乳剤について」で 40 分とっています。
小越先生：JSPEN と外科代謝のセミナーは 40 分で静脈栄養全
体なんだけど、君らのセミナーでは脂肪乳剤だけで 40 分か。
ゼン先生：そうです。これでもしゃべりたい内容を、相当、濃縮

↑桜島です。湯之平展望所からは桜島の山頂は見えませんでし
た。有村溶岩展望所へ行くと、ちょうど、噴火が見えました。も
くもくと上がる噴煙、タイミングばっちり、とビデオ撮影しまし
た。こんなにのんびりしていていいの？危険でしょう？でも、今
回の大噴火、池田病院の方々は、特別ではないと言っていまし
た。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：あります。静脈栄養と経腸栄養の両方について、40

少なくなっていることなんじゃないか？

分です。

ゼン先生：そう思います。それなりに、の医師はそれなりにいる

小越先生：これももっと時間が欲しいんだろう？

とは思いますが。

ゼン先生：もちろんです。でも、長い時間、しゃべればいいとい

小越先生：だから、NST の活動が、管理栄養士中心になって、

うものではありませんから。

経口栄養中心になるんだろうな。

小越先生：確かにそうだ。詰め込んでも、頭の中になかなか入

ゼン先生：そうだと思います。おそらく、管理栄養士は、現場で

らないし、残らないからな。2 日目は経腸栄養か？

働くようになってから静脈栄養・経腸栄養の勉強をするんじゃ

ゼン先生：そうですね。胃瘻、空腸瘻、経腸栄養剤、経腸栄養の

ないでしょうか。大学などでは、静脈栄養・経腸栄養について

管理、です。

は教えられてないと思います。

小越先生：こっちももっと時間が欲しいんだろう？

小越先生：管理栄養士の大学ではどんな教育をしているんだろ

ゼン先生：もちろんです。8 月 7 日は日曜日なので、みなさん、

うな。

家に帰ってもらわなくてはならないので、早めに終わらなくて

ゼン先生：どうなんでしょうね。わかりません。静脈栄養・経腸

はならないんです。
小越先生：全国から参加してくれるのか？
ゼン先生：100 人は超えています。うれしいことです。そうそう、
鹿児島の鹿屋の池田病院からは 6 人が参加してくれるそうです。
小越先生：鹿屋から 6 人？すごいな。
ゼン先生：田中先生のおかげでしょうね。そして、田中先生の活
動を認めてくれている池田院長のおかげですね。
小越先生：すばらしい！田中先生、池田院長、本当にすごいな。
ゼン先生：管理栄養士さんの数も半端じゃないです。それだけ、
栄養管理に力を入れていることの証明です。
小越先生：病院の管理者が、池田院長くらい、栄養に理解を示

↑池田病院での PICC セミナー。私が講演中です。ここのプロジ
ェクターと私のパソコンの相性が悪いのです。下がハンズオン
セミナー。シミュレーター4 台を使って、静脈穿刺実践中です。

してくれるといいんだがな。
ゼン先生：本当、そうです。そういえば、医師教育セミナーの
TNT を始める時、先生は院長や教授クラスに参加して欲しいん
だと言っておられましたよね。
小越先生：そうだよ。やっぱり、上に立つ人が栄養の重要性を
認識してくれると、その病院の栄養管理レベルは上がる。そん
なもんだ。
ゼン先生：大学の学生教育もそうですよね。先生達が活動して
おられた時は、各大学に栄養管理の猛者がおられ、いろいろ研
究しておられましたよね。

↑ハンズオン実施中。みなさん熱心にやっていました。エコーの
台数も多いので、お互いに静脈や動脈を見ながら楽しんでいま
した。

小越先生：その通りだ。まあ、今は、栄養で学位をとるような
テーマが無くなっているんだろうけどな。
ゼン先生：それはその通りです。でも、目立たないけど、大事な
研究テーマはあるはずです。
小越先生：時代の流れかもしれない。
ゼン先生：でも、教育は必要です。医療の基本として、栄養管理
ができるようにならなくては、医師として十分な医療ができな
いと思います。
小越先生：問題は、現在、栄養管理について指導できる医師が

↑池田病院の NST のみなさんです。熱心に勉強して、熱心にハン
ズオンで練習して、NST としてのレベルアップ中です。病院のベ
ッド数あたりの管理栄養士さんの数も相当多いようです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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栄養に関する教育に割く時間は少ないんじゃないでしょうか。

とんど教えていないんだろうな。

小越先生：診療報酬で管理栄養士の重要性が強調されるように

ゼン先生：そうなんでしょう。

なっているよな。

小越先生：それじゃあ、食べられない患者さんに対する栄養管

ゼン先生：そうですね。

理は、本当、誰がやることになるんだ？学生のうちから教えて

小越先生：とすると、管理栄養士がもっと静脈栄養・経腸栄養

欲しいもんだ。

についてレベルアップする必要があるんじゃないか？

ゼン先生：特に、医学部での臨床栄養教育に力を入れて欲しい

ゼン先生：学生教育としても力を入れるべきだと思います。

ですよね。

小越先生：教育って難しいな。医学部教育でも栄養管理ってほ

↑今回の講演旅行で食べたもの。一日目の昼飯は「ちゃんぽん＋
黒豚丼」
。ふつうはどちらかしか食べないのでしょうが、特別な
ので。右上は 2 日目の昼飯の「鰻丼」で、鹿屋市の名産です。左
下は夜食べた「しゃぶしゃぶ」です。これが一人前です。下右は、
黒豚とんかつです。これは、今回は食べていないのですが、鹿児
島といえば黒豚とんかつなので、とりあえず紹介。これ、前回の
鹿児島で食べたのです。250g です。実は、昨年の 12 月から始ま
った歯の治療が終了。ずっと前歯が仮歯だったため、噛むのに支
障がありました。一口サイズにして食べるようにしていたので
すが、その食べ方が癖になっちゃって。治療が終了しても、なん
となく同じような食べ方をしています。そのうち慣れるでしょ
うけど。このトンカツ、前歯でガリっと噛み切ること、なんとな
く不安なんですよね。

↑東宝塚さとう病院の特定行為研修を終えた看護師さん（岡崎
さん）の「IP エコーを用いた動脈ライン作成」です。一発で穿
刺成功。
『触診で穿刺していましたが、エコーでやり始めると、
エコーでのほうが絶対確実です。大きなエコーだったらこうは
いかないと思います。IP エコーだから、すぐに使えるし、穿刺
部とモニター画面を同時に見ることができるので、まるで、動脈
』
を直接見ながら穿刺しているような感覚です。

【今回のまとめ】
1. コロナの第 7 波の真っ最中です。第 6 波で終わってくれるんじゃないか、終わって欲しいと思っていたの
ですが、甘かったのですね。
2. ウクライナ問題、旧統一教会と政治の問題、安倍元総理狙撃事件、物価高騰、エネルギー問題、猛暑、大
変な時代になっています。栄養管理って、小さな問題なんでしょうかねえ。
3. 栄養管理って、食べられない患者さんに対する栄養管理も大事なんですが、経口栄養に注目が集まり過ぎ
ているように思います。その意見はもう聞き飽きた？井上善文はそればかり言っている、と言われるかも
しれませんが。
4. 適正な栄養管理を実施するためには、適正な栄養管理教育が重要です。結局、自分で勉強して身に着ける
必要があるのですが。
5. 自分で勉強する、そのきっかけとしての意味が教育にはあります。第 4 回 Medical Nutritionist セミナ
ー、がんばってやります。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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