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『胃瘻バッシングは、今は、医療者側に問題がある！？』
今回の原稿は、
「みんなの栄養管理講座」として 2001 年 7 月に連載を始めてから、200 回となります。200 回も？毎月？
そんな感じですが、読んでくださっている方々に、本当に感謝、感謝です。ありがとうございます。
もう 2018 年 1 月が終わるのか、という感じ。早いなあ、と思いながら、振り返ってみる 1 月。何か、建設的なことがで
きたのかなあ、と反省。本当、反省することばかりです。
愛媛に帰省したのは年末でしたので、年が明けるとすぐに仕事を始めました。といっても、研究室でいろいろ仕事をす
るだけですが。一つ目は、12 月 16 日の血管内留置カテーテル管理研究会で撮影した写真を仕分けして、それぞれの方に
送ること。博さんが撮影した約 800 枚の写真の処理は大変でしたが、この研究会に参加していただいたこと、自分の研究
成果を発表したこと、質問したり意見発表したりしたこと、などの記念になりますから。その後は、約 600 通のメール。
リーダーズの案内、演題募集などについてのメールを送りました。一斉メールにしたら楽なのに、と言われるのですが、
不器用な人間ですから、一人ひとりに送るという方法しか知らないのです。時間もかかるし、腰も痛くなるし、目も疲れ
る、のですが、私の気持ちを理解していただけたらと思いながらやっています。今回は、2 日がかりでした。この仕事量
を考えると、もう、無理かな、限界かな、と思いながらです。
最初の仕事？は、大阪大学外科学講座同窓会新年会でした。偉い方々の長い長い挨拶の後、立食パーディーがあるので
す。久しぶりに会える方も多くて、非常に楽しい会だと思っています。今回は、同窓会会長の奥山教授の挨拶に続いて、
同窓会副幹事長の谷口先生の挨拶（幹事長の左近先生は体調不良で欠席）
、現職の教授 5 人と前教授の福沢先生の挨拶があ
りました。前教授の門田先生と松田先生は欠席でしたので、残念でしたが、挨拶の時間が短くてよかった、という意見も
あったか、なかったか。乾杯の音頭はいつものように川島先生でした。食事はおいしかったのですが、ちょっと量は少な
めだったかもしれません。消化器外科の森教授が外科学会の理事長になり、土岐教授は来年の外科学会会頭、奥村教授は
呼吸器外科学会の理事長を終えて来年はその会長、澤教授は循環器学会の会長、みなさん、大活躍です。外科専門医制度
も始まるようですが、阪大の外科志望者数は全国 1 多いの
だそうです。
9 日には大阪薬科大学の後期試験があり、その答案が送
られてきました。約 300 人分。これを 1 週間以内に採点し
てくれ、とのこと。11 日には千里金蘭大学の講義が始まり
ました。12 日には岡山ろうさい病院で講演し、13 日には京
都で病態栄養学会、14 日は大阪府薬剤師会で講演、15 日は
愛知の春日井市民病院で講演。いつ、採点する？宿泊ホテ
ルに答案用紙を持って行って、夜、採点するしかありませ
ん。しかも、よく考えたら、この仕事は無報酬。あまりに
奉仕的な仕事になりすぎていない？なんて思いました。大
学の非常勤講師の待遇が悪すぎますね。講義料も安いし、
採点には無報酬。これは、改善してもらうべきでしょう？

↑2018 年 1 月 5 日、大阪大学外科学講座同窓会新年会。上左から、
奥山教授（小児外科）、谷口先生（市立東大阪医療センター理事
長）、土岐教授（消化器外科）、森教授（消化器外科）、野口教
授（乳腺内分泌外科）、下左から、澤教授（心臓血管外科）、奥
村教授（呼吸器外科）、福澤前小児外科教授、川島先生（国立循
環器病センター名誉総長）です。

とにかく、約 300 枚の採点、延べ 10 時間以上かかりました
が、期限内に採点しました。記述式問題なんかにするから、
余計時間がかかるのですけどね。でも、やることはやりま
す。だから、偉そうな？ことも言わせていただくのです。
12 日の岡山ろうさい病院での講演が今年最初の講演。院
長の三好先生は、八幡浜高校の先輩、大阪大学の先輩、ク
ラブ（剣道部）の先輩、第一外科の先輩ですから、頭が上
がりません。いろいろ、岡山大学での教授という立場での
自慢？話を聞かせていただきました。講演会は、いつもよ
りもはるかに多い参加者だったとのこと。講演が終わって
から、三好先生ご夫妻に、岡山一の料亭で豪華な料理を食
べさせていただきました。ありがとうございました。
13 日は京都での病態栄養学会。教育講演で「周術期栄養

↑京都で開催された病態栄養学会の展示会場です。食の祭典、と
いう感じもありますね。静脈栄養や経腸栄養関連の展示は、ほと
んどありませんでしたから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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管理の現状と問題点」について話しました。結構、盛り上
がったようです。面白かった、という感想をたくさんいた
だきました。ためになったはず、と思っているのですが・・・。
その後は、いろいろな講演や発表を聞かせていただきまし
た。ニュートリ―のランチョンセミナー（矢吹さんが司会
で真壁くんが講演）を拝聴しました。看護師のセッション、
シンポジウム 12［栄養療法における看護師の専門性と他職
種との協調］がありました。看護師のセッションは初めて
だとのこと。今後、病態栄養学会は看護師の認定を始める

↑非常にすばらしい雪景色でした。

とのこと、理事長講演で発表されていました。その夜の京
都は雪。朝の京都国際会議場は、きれいな雪景色でした。
14 日の午前には「コントラバシー：胃瘻栄養にはミキサー
食か？既成濃厚流動食か？」がありました。
「栄養指導には
コーチングか？ティーチングか？」も聞きました。栄養指
導には話術が必要ですね。AI の特別講演は、ちょっとだけ
理解できました。昼まで学会に参加し、大阪へ戻りました。
大阪市中央公会堂での講演のためでした。早めに着いて、
中央公会堂のレストランへ。有名だというオムライスを食
べました。オムライスというより、オムライスシチューと
いう感じでしょうか。講演は薬剤師さん約 1000 人が対象で
「在宅栄養管理に必要な知識」。医療安全・在宅医療推進の

↑彩の国東大宮総合医療センターの管理栄養士、山本さんと一緒
に写真を撮ったのですが、顔が暗くてほとんどわかりません。雪
が明るすぎたのでしょう。それにしても、雪の京都はきれいでし
た。

ための研修会（健康介護まちかど相談薬局研修会）でした。

↑大阪市中央公会堂です。赤レンガの建物としては、西の横綱と
評価されています。確かに、趣のある建物です。

↑大阪市中央公会堂の大ホール。1000 人収容だとのことです。み
なさん、まじめに聞いておられましたが・・・。

↑名物、オムライスです。たしか、昨年はシーフードカレーを食
べました。このオムライス、1500kcal くらいあるのではないでし
ょうか。うまかったのは間違いありません。

↑入口でうろうろしていたら、守衛のおじさんに、何か用です
か？と聞かれました。私、ここで今日講演するのです、と言って、
記念に写真を撮ってもらいました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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15 日には愛知県の春日井市民病院での講演会。春日井市って、何か有名なものはあるの？いろいろ調べると、書道で有
名だとのこと。小野道風が生まれた町だそうです。柳の枝に飛びつこうとしているカエルの姿から、やる気を奮い起こし
たという逸話があります。花札の「柳」は、そう、小野道風だったことを思い出しました。講演は大盛況だったとのこと。
副院長の佐々木先生、後藤くんと食事をして、いろ
いろな話をしました。NST 活動がなかなかうまくいか
ないけど、これから、一念発起して NST 活動を再出
発させる、ということでした。
24 日の夜、関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の世
話人会がありました。6 月 16 日の第 24 回の研究会の
打ち合わせもしたのですが、面白い研究会を実現で
きそうです。いや、しなければならないのです。世
話人会が終わってからは、近くのお店で新年会。初
めての試みでしたが、22 人が集まり、楽しい時間を
過ごしました。25 日には千里金蘭大学での最後の講
義と試験。28 日は東京で teleflex 社の PICC セミナ
ーの講演。営業の方々が熱心にハンズオンをやって
いました。PICC の激しい販売競争が始まりますよ、
今年は、きっと。

↑春日井市民病院の NST の方々との写真です。後藤くんが、みんなの栄
養管理講座の第 1 巻を持ってきて、サインをしました。しかし、みんな
の栄養管理講座は第 4 巻まであるし、ゼン先生の栄養管理講座Ⅰも出し
たんだけどな、と思いながら、でも、買ってくれてありがとうございま
した、でした。右は、書のまち春日井のイメージキャラクタ、とうふう
くん（道風）です。

↑大阪大学にも雪が降りました。池は凍っていました。池の向こ
うに見える、私がいる研究部門の建物は外装工事中です。壊れて
もいないのに、なぜ？と思うのですが、年度末だからでしょう、
きっと。

↑1 月 26 日の夜、駐車場へ行ったら、雪で車がおおわれていま
した。注意しながら、というか、不安の中で運転しました。左は、
1 月 27 日の朝の阪大です。雪が数 cm 積もっていました。このく
らいの雪でも、大阪はパニックになります。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、この連載、今回で 200 回になります。

小越先生：なるほど。ハードルが高い、そのほうが直接的でわ

小越先生：へええ、飽きもせず、よくも書き続けたもんだな。

かりやすい表現だな。

16 年以上になるんだな。

ゼン先生：でしょう？恥ずかしい間違いです。

ゼン先生：そうなんですよ。たぶん、全部読んでいただいてい

小越先生：しかしな、その「敷居が高い」の本来の意味でリー

る方もいると思います。ありがたいことです。

ダーズに参加しない連中もいるかもしれないぞ。

小越先生：しかし、何人の方が読んでくれているのかなんて、

ゼン先生：いやあ、それはないでしょう？ある？かもしれませ

わからないんだろう？

んが。

ゼン先生：そうですね、わかりません。想像することもできま

小越先生：あるんだったら、ここで誤用であることを正直に認

せん。

めたことをきっかけに、どんどんリーダーズに参加してもらい

小越先生：そりゃそうだろう。こういうことは、自己満足みた

たいもんだな。

いなもんだからな。

ゼン先生：そうですね。
「敷居は高くありません」から。とにか

ゼン先生：はい。根津先生は、いつも「井上のこの栄養管理講

く、学術レベルという点での高いハードルを越えて、リーダー

座は妄想だ」と言います。

ズに参加してください、そう、素直に表現することにします。

小越先生：ははは、それは的を得た表現だな。

小越先生：それがいい、それがいい。嘘や見栄はよくないから

ゼン先生：半分は当たっているかな、と思いますが。先生、そ

な。ところで、今月は、何か、面白い話はなかったのか？

れは、的を「射た」表現というべきです。

ゼン先生：面白い話ですか？ありませんでしたね。明るい話題

小越先生：「的を得た」じゃないのか？

がなかなかありませんよ。とにかく、異例の寒さでしたから。

ゼン先生：的は「得る」ものではなく、
「射る」ものなんだとい

小越先生：確かに、寒かったな。

うことです。

ゼン先生：風邪もひきましたし・・・鼻水で鼻の下が赤くなり

小越先生：そうなのか。誤解していたな。

ました。

ゼン先生：結構、こういう間違いが多いようです。汚名挽回な

小越先生：鬼の霍乱だな。

んかも、本当は汚名返上なんですよね。

ゼン先生：いやあ、鬼のように強くて丈夫な人間ではありませ

小越先生：汚名挽回と言っていたかもしれないな。

んから。

ゼン先生：いろいろ、間違った日本があるようです。

小越先生：そうか？ま、君も年取ったし、な。

小越先生：また、なぜ、こんな話題になったんだ？

ゼン先生：関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の世話人会があり

ゼン先生：今朝、ラジオを聞きながら研究室に来たんですが、

ましてね、その後、新年会をやったんですよ。

docomo の CM が、こんな内容だったんです。
小越先生：へええ、それはなかなか面白いな。

朝、聴いたラジオ CM

ゼン先生：そうなんです。それで、ちょこっと勉強

夫「ちょっとドコモショップ行ってくるわ」

したんですが・・・。困ったというか、恥ずかし

妻「なんで？」

いことに気づきました。

夫「いや、俺のスマホ、今の料金プランが一番ええか、シュミレーション

小越先生：困ったこと？恥ずかしいこと？

してくるわ」

ゼン先生：そうなんです。私、リーダーズへの参加

妻「そんなんしてくれるん？」

を呼び掛ける時、「敷居が高いかもしれませんが」

夫「うん、してくれるらしいわ。シュミレーション」

って言ってましたよね。

妻「へえ～。でな、シミュレーションやで」

小越先生：言っていたな。その「敷居」を超える

夫「え？」

と、栄養管理に関してレベルアップする、って言

妻「シミュレーションな、アンタさっきからシュミレーション言うてるで」

っていた。

夫「言うてるで、シュミレーション」

ゼン先生：その表現は、間違いだったんです。

妻「だから違うって、シミュレーション（simulation）」

小越先生：へええ。そうなのか？

夫「どっちでもええって、だいたいふいんきで分かるがな」

ゼン先生：はい、今朝、気づきました。本当にお恥

妻「ふんいき（雰囲気）や、ふいんきちゃうねん、ふんいき」

ずかしい。

夫「うるさいな、そんな細かいとこ突かれたらコミニケーションでけへん

小越先生：どう間違いなんだ？

ねん」

ゼン先生：「敷居が高い」の本来の意味は「相手に

妻「コミュニケーション（communication）や、コミュニ」

不義理をしたり、面目ないことがあって、その人

夫「え？コミュニなんや。うる覚えやったわあ、的を得た指摘ありがとう」

の家に行きにくくなること、相手に会わせる顔が

妻「的を射たね！ほんで、うろ覚え」

ないこと」なんだそうです。

夫「うるさいな、しゃーないやん、俺ミス多いんや、ちょっちょこおおい

小越先生：へええ、そうなのか。なるほどなあ。
オレも間違っていたかもしれない。

やから」
妻「おっちょこちょいね、なんやねんちょっちょこおおいって」

ゼン先生：だから、ハードルが高い、そういう表現
にすべきだったんです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：それは楽しい会だったんじゃないか？

ゼン先生：それはそうなんですが。でも、減り具合が減ってい

ゼン先生：22 人でしたか。大阪、奈良、和歌山、滋賀、兵庫、

るという話は聞いています。

の集まりという感じですね。そういえば、京都は新年会にはい

小越先生：まあな、ここまで減ったら、これ以上は減りにくい

ませんでした。

よな。

小越先生：いろんな施設の人が集まって、いい雰囲気だな。

ゼン先生：そうかもしれません。でも、実感として、増えつつ

ゼン先生：そうですね。以前、東京から鈴木裕先生を特別講演

あるという施設も多くなっているようです。

に呼んで、二次会でいろいろ話したことがあるんですよ。もう

小越先生：へええ。家族が受け入れるようになってきたのか？

相当前のことですが。東京は、出身大学が違う人たちが集まっ

ゼン先生：実は、そういう傾向があるようです。胃瘻問題を忘

て、こういういい雰囲気で宴会なんかをやることは絶対にない、

れている、というか、胃瘻はよくないという考えの家族が減っ

って言っていました。

ているという意見もありました。

小越先生：へええ、東京はそんなのか？

小越先生：そうか。それはいい傾向だな。

ゼン先生：はい。うちは、私は阪大ですし、西口くんは大阪市

ゼン先生：逆に、家族は胃瘻を造設してくれと頼んでも、主治

立大学です。和歌山医大、滋賀医大、奈良医大、神戸大学、兵

医が反対するケースが多くなっているという話も聞きます。

庫医大、いろんな大学出身の連中が集まっていますからね。み

小越先生：それはおかしいだろう。

な、仲良くしていますよ。

ゼン先生：そうなんですが。でも、現実のようです。胃瘻を造

小越先生：それはふつうなんじゃないか？

設するとこんな問題がある、とか、CV ポートのほうが有効だ、

ゼン先生：他の地域の方のことはわかりませんけど。とにかく、

みたいな説明もあるようです。

関西 PEG の連中は、仲良しです。

小越先生：それは困った話だな。医療者のほうが理解度が低い

小越先生：そうか、それはいいことだと、オレは思う。

んじゃないか？

ゼン先生：PEG の研究会なので、いろいろ、PEG に関する話もし

ゼン先生：説明しても家族が拒否するという状況に疲れてしま

たんですが。

ったのかもしれません。

小越先生：いつもの話題なんじゃないか？PEG バッシングにど

小越先生：マスコミも、胃瘻問題は取り上げなくなったな。

う対応したらいいのか、なんていう愚痴ばかりだろう？

ゼン先生：そうですね。NHK も、胃瘻問題を取り上げることは、

ゼン先生：確かに、PEG、PEG って、そういう話が中心になりや

ここ 1 年ほどはなかったように思います。

すいんですが。

小越先生：ははあん。あのニュースウォッチ９で取り上げた胃

小越先生：だろう？オレは、そういう話題には飽きた。面白く

瘻問題に、いろいろ投書みたいなのがあったんじゃないか？

ない。

ゼン先生：そうかもしれません。私もメールを出しましたし。

ゼン先生：そうでしょうね。飽きられましたか。

もちろん返事は来ませんでしたが。

小越先生：そりゃあそうだろう。長期間の経腸栄養を行うには、

小越先生：家族が、胃瘻問題の本質を理解するようになったの

PEG が一番いいのに、バッシングのおかげで、PEG の件数が減

かな。

って、経鼻胃管の患者が増えて、CV ポートの患者が増えている。

ゼン先生：胃瘻を作ると食事ができなくなる、という誤解が解

これでいいのか？よくないだろう、という話だろう。

けてきたのかもしれません。

ゼン先生：そうなんですが、状況は、少し、変わ
ってきているような雰囲気もあるんです。
小越先生：どうせ、大きな変化ではないだろうけ
ど。どんな変化なんだ？
ゼン先生：まずですね、私が 2010 年からの胃瘻

第 6 回 栄養管理指導者協議会
PEN Leaders（リーダーズ）学術集会

造設件数の推移を論文に発表しているのはご存
じですよね。
小越先生：知ってるよ。2010 年に比べて、2015
年には半分くらいまで減った、というデータだろ
う？Medical Nutritionist of PEN Leaders の論
文で読んだよ。
ゼン先生：その続きで、2016 年のデータも集めて
みたんです。
小越先生：どうせ、さらに減っているというデー
タなんだろう？
ゼン先生：まだ発表してはいないんですが、横ば
いなんです。増えている施設もあります。
小越先生：でもな、PEG キットの販売数は、相変

2018 年 3 月 17-18 日、鹿児島県農協会館
当番会長 JCHO 宮崎江南病院 白尾一定

Medical NutritionistTM の育成
本物の栄養管理を考えている方々に参加してほしい

わらず減り続けなんだろう？
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：あれは大きな誤解だよな。胃瘻で経腸栄養をやりな

ゼン先生：それも表現が悪すぎますよ、先生。

がら食べたらいいんだからな。

小越先生：ま、そう言われるかもしれないけど、自然に弱って

ゼン先生：本当にそうですよ。あのニュースウォッチ９の患者

いくほうが、患者にとっても楽だ、と思っているんだろう？

さんは、胃瘻で経腸栄養をやりながら食べさせたら、もっと長

ゼン先生：看取りが近い、ということになるんでしょうか。

生きできたはずなんですから。

小越先生：そりゃあそうだろう。

小越先生：その、主治医が胃瘻造設に反対する、というのは、

ゼン先生：本当にいやな表現ですね。こんな会話はしたくない

本当か？

ですけど。

ゼン先生：そうですよね。胃瘻をちゃんと理解していたら、主

小越先生：それも仕方ないよ、現実だから。

治医が反対するというのは、どう考えてもおかしい。主治医が

ゼン先生：それから、胃瘻で経腸栄養をやるより、CV ポートで

ちゃんと病状を理解して、胃瘻を勧める、これが正しいと思う

静脈栄養をやるほうが儲かる、なんてことも考える必要があり

んですが。

ますよね。

小越先生：ということは、主治医の理解度が低くなっていると
いうことなのか？
ゼン先生：そうかもしれませんね。胃瘻バッシングの時に出て
きたいろいろな誤解などを、主治医というか、医療者の方が信
じてしまったのかもしれません。
小越先生：胃瘻が適応だと判断した患者の家族に胃瘻を勧める
ような説明をしても、どうせ、家族が反対するんだから、胃瘻
を勧める必要はない、みたいな雰囲気が出てきているとは聞い
たことがある。
ゼン先生：それは否定できません。アンケート調査の結果でも、
そういう施設があることはわかっています。
小越先生：しかし、家族の誤解が解けてきているというのは、
いい話だな。
ゼン先生：でも、医療者側が胃瘻を本当には理解できていない、
という問題は、由々しき問題ですよ。
小越先生：教育だな。
ゼン先生：在宅医のほうが問題だという話もありました。
小越先生：在宅医は、胃瘻で管理するほうが楽なんだろう？
ゼン先生：本質は、在宅医療とは何か、という問題になるよう
です。
小越先生：病院には長く居られないから、早く退院させて、家
で可能な限りの治療をする、ということだろう？
ゼン先生：家で可能な限りの治療をする、というところがポイ
ントでしょうね。
小越先生：可能な限りなんていう治療はしない、ということ
か？
ゼン先生：そういう傾向があるようです。胃瘻で経腸栄養をが
んばって、元気にする必要があるのか、という話もあります。
小越先生：胃瘻で経腸栄養をやって、長生きさせるのがよくな
い、ということか？
ゼン先生：端的に表現すると、そうなんだと思います。
小越先生：人の命は地球より重い、なんていう表現もあるんだ
けどな。
ゼン先生：家での看取りを診療報酬は評価していますよね。
小越先生：なるほど。長生きさせるより看取りのほうが儲かる
のか？
ゼン先生：表現が悪いと思います。でも、現実はそうなんでし
ょうね。胃瘻で経腸栄養をやって命を長らえる、それは延命処

↑今回は、撮影した写真が少なかったので、第 6 回 JANVIC の写真を出さ
せていただきます。研究会の写真は前回の記事で出しましたので、今回は、
懇親会の写真です。乾杯の音頭は、会場への到着が遅れて心配させてくれ
た、函館五稜郭病院の目黒先生。中締めは、がんばってくれている、函館
五稜郭病院の消化器内科、飯塚先生です。北海道は、中締めでもう 1 回、
乾杯するのです。

置になってしまうと考えているんでしょうか。
小越先生：めんどくさいのかもしれないぞ。
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：それは、以前にも問題にしたな。在宅経管栄養指導

命の重さを感じないのでしょうか。そうなると、医療者として

料はないが、在宅中心静脈栄養法指導管理料はあるからな。

の原点に問題があることになりますよ。

ゼン先生：しかし、根本的に在宅での CV ポートの管理には問題

小越先生：本当だ。実は、そこが一番大事だとオレも思うよ。

がある、これはずっと言い続けています。

ところで胃瘻問題だけど。今後、どうすればいい、という話に

小越先生：まあそうだな。

なったんだ？

ゼン先生：それからですね、なあんか、若い医師達は、たとえ

ゼン先生：今後どうすればいい？という議論は、結論が出ませ

ば、85 歳くらいの高齢者が、誤嚥性肺炎などのために入院して

ん。一つだけ言えるのは、医療者自体の教育をもっとがんばら

くると、すぐに DNAR の承諾書をとることが多くなっているよ

なくてはならない、ということだと思います。

うです。

小越先生：医療者の胃瘻に対する誤解を解く、ということだな。

小越先生：DNAR か。Do Not Attempt Resuscitation だな。い
ざという時に、心肺蘇生術をしない、ということだな。
ゼン先生：そうです。AND、Allow Natural Death という用語も
使われるようになっているようです。
小越先生：なるほど。自然の死に従え、ということか。いい表
現じゃないか。「心配蘇生術をしない」という否定的な表現に
対して、「自然の死に従え」という、ポジティブな意味に解釈
できるからな。
ゼン先生：しかし、何も治療しない段階で、というか、治療を
始める段階で、DNAR の承諾書をとっていいのかな？という気も
します。
小越先生：確かにそうだな。患者の様子を診断するのではなく、
年齢を見て、DNAR の判断をするってことは、本気で回復させる
ための努力をやるつもりがない、という意味になるな。
ゼン先生：そうですよ。可能な限りの治療をして、その反応で、
仕方ないな、DNAR と判断するか、ということになるんじゃない
かと思うんですが。
小越先生：胃瘻問題が、高齢者医療につながり、延命治療とい
う問題となり、高齢者には、もう余計なことはせず AND でいい、
看取りにすればいい、みたいな雰囲気が出ているのか。
ゼン先生：そういうことも話題になっていました。
小越先生：確かに、そういう状態の患者もいることはいると思
うけど、特に若い医師は、そういう患者であるかどうかを見極
めるために、とことんまで治療をやってみる、という意欲が必
要なんじゃないかな。
ゼン先生：絶対に必要ですよ。なんか、延命治療はダメ、とい
う表現が強調されすぎて、本来の医療としての考え方がおろそ
かになっているように思うんですよね。
小越先生：無駄な延命、という表現がよく使われるよな。
ゼン先生：無駄かどうかは、がんばって治療をしてみないとわ
からないし、その治療の段階で判断するべきものだと思うので
すが、最初から、無駄だと決めてしまうという考え方は、よく
ないですよ。
小越先生：そうだな。オレもそう思う。
ゼン先生：確かに、最初から、これは無理だな、と思わざるを
得ない症例はいますけど。
小越先生：それもそうだとは思うけどな。
ゼン先生：しかし、栄養管理をきちんとやれば、また元気にな
る患者さんがいるんですよ。
小越先生：そうだよ、そんな患者は絶対にいる。

↑2017 年 12 月 16 日の第 6 回血管内留置カテーテル管理研究会で協力い
ただいた企業展示会場です。10 社に協力いただきました。ありがとうご
ざいました。

ゼン先生：そんな患者を見捨てることになる、とは思わないの
でしょうか。取り返しがつかないことをしてしまう、という、
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

7

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

第５０回

ゼン先生：まずは、胃瘻を造設すると食べられなくなる、とい

ゼン先生：そうか、そうですね。論文についても、依頼原稿ば

う誤解が一番大事でしょうね。

かりで、伝言ゲームになっている、そう指摘してきました。

小越先生：一番大事かどうかはわからないが、本当に誤解なん

小越先生：だろう？ということはだな、正しい情報を伝えるこ

だからな。

とが、いかに難しいか、ということだよ。

ゼン先生：そうです。インターネットにも、
「胃瘻を造設すると

ゼン先生：本当ですね。あの、京都大学の iPS 研究所でも、論

食事が味わえなくなります」なんていう書き込みもあります。

文の不正があったということが大問題になっていますし。

小越先生：インターネットの記事って、間違いも多いんだろ

小越先生：そうだな。大変な世の中になったもんだ。

う？

ゼン先生：iPS とかの研究は、世界の最先端の話ですが、胃瘻

ゼン先生：1 年ほど前、大手 IT 企業の DeNA の記事に間違いが

問題って、本当に身近な問題ですよ。

ある、っていうことで問題になりました。

小越先生：世界の最先端の研究であろうと、身近な問題であろ

小越先生：そうだったな。しかし、患者やその家族も、インタ

うと、真実を伝えるということに関しては同じだよ。

ーネットで情報を集めるようになっているんだからな。

ゼン先生：もちろんです。しかし、正しい知識を啓発すること

ゼン先生：テレビの影響も大きいし。

って、難しいですね。

小越先生：あのニュースウォッチ 9 の放送の後、胃瘻の説明が

小越先生：でもな、胃瘻問題は、考え方としては非常に理解し

やりにくくなったと、誰か、言っていたな。

やすいことは間違いないよ。

ゼン先生：京都の井川先生でしたね、確か。

ゼン先生：そうです。非常に単純な問題です。でも、そこに高

小越先生：医療者もインターネットで情報を集めているだろ

齢者医療の原点があることも間違いありません。

う？

小越先生：そうだな。願わくば、医療者がもっと勉強して、正

ゼン先生：まあそうですね。でも、医療者は、それを全面的に

しい医療を実現して欲しいもんだ。

信じるということはないでしょう？

ゼン先生：本当にそうです。たかが胃瘻ですが、大事な問題で

小越先生：それは甘いんじゃないか？医療者が原著論文を読ま

すからね。

なくなったって、いつも君は言っているじゃないか。

【今回のまとめ】
1. 「敷居が高い」という表現の意味を完全に誤解していました。申し訳ない、恥ずかしい。リー
ダーズは、「敷居が高い」のではなく、「ハードルが高い」「レベルが高い」のです。高いハ
ードルを越えようと考えて、参加してください。3 月 17 日、18 日の鹿児島が第 6 回です。
2. 胃瘻バッシングは、患者や家族ではなく、今や、医療者自体に影響が残っているようです。
3. 本来、胃瘻を用いた経腸栄養が適応の患者さんには、積極的に実施しましょう。栄養状態を改
善すれば元気になる患者を見捨ててはいけません。
4. 在宅栄養管理は、看取り中心になってはいけないと思います。積極的に胃瘻を用いた栄養管理
を実施して、その効果を見ながら考えるべきです。
5. 医療者自身が、もっと、栄養管理について興味をもって、勉強する必要があるのではないでし
ょうか。実は、そこに、日本の医療の問題がある、ということになりつつあるように思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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