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『静脈栄養と経腸栄養の原点に立ち返ろう：
DUDRICK 先生のご冥福をお祈りします』
令和 2 年が始まりました。
令和になって初めてのお正月、
そんな表現が使われましたが、別に、特別ではないな、単
なる 2020 年の正月、いつものお正月だと思っていました。
しかし、相変わらずすぐに過ぎてしまうのが 1 月です。年
末年始は 9 連休でしたが、元旦から 5 日まで、毎日大学に
出て仕事をしていました。夕方には家に帰りましたが。正
月らしいこと？近所の甑岩神社へ破魔矢を買いに行きまし
た。それだけ。年賀状もいただいたり送ったりしました。

↑この 3 枚の写真を知らずして TPN を語ってはいけません。栄
養の専門家とも言ってはいけないと思います。

65 歳になったので、年賀状の枚数を減らそうと努力したの
ですが、二度手間になりました。無駄なあがきはやめて、
来年の年賀状は、できるだけ抜けがないように出すことに
しました。年賀状のお年玉、東京オリンピックの観戦チケ
ットが当たったらどうしようと心配したのですが、やはり
切手セットしか当たりませんでした。
1 月 18 日に Stanley J. Dudrick が亡くなりました。TPN
のダドリック先生。TPN の開発によって世界の臨床栄養を目
覚めさせたダドリック先生。ご冥福をお祈りします。

↑講演とスピーチ中のダドリック先生。2015 年の神戸での講演
のビデオはちゃんと保管しています。。左は若い時の写真。おい
くつでしょうか。私が知らない頃だと思います。左から 2 枚目
は神戸でのスピーチ、3 枚目は、確か、2013 年の外科代謝栄養
学会の時のスピーチ、一番右は ASPEN でのスピーチ。この気合
の入った講演がもう聞けないのは寂しい。

最初の仕事は 6 日、
千里金蘭大学での臨床医学Ⅱの講義。
いつものように始まった、そんな感じ。13 日は月曜日で成
人の日。祝日でも月曜日には講義があったのですが、13 日
は成人の日だから、なし。インド出張のために休講にした
講義の代わりは 15 日。20 日は株式会社クリニコにお願いし
て試飲・試食会。楽しそうにしていましたが、こんなイベ
ントは、どの大学でもしているのではない、それがわかっ
てる？井上先生のおかげだよ、わかっていないだろう？そ
んなことも思いましたが。27 日は試験。4 ページにわたる
記述式の試験。採点が大変です。ちょっと見た感じでは、
結構勉強したんじゃない？当たり前ですが、そんな雰囲気。
欠点を取る学生がいませんように・・祈りながら採点して
います。
10 日は大阪大学外科学講座の新年会。今年はテーブル席
になっていました。昨年までは座る年代ではなく、ずっと
立っていました。座る年代になったということ、年をとっ

↑千里金蘭大学で、クリニコに試飲・試食会をしていただきま
した。学生さん達、楽しそう。やはり講義よりこっちのほうが
楽しいのは間違いないでしょう。試験の時に講義の感想などを
書いてもらいましたが、これが一番楽しかったとのこと。おい
しかった！という感想が多かったのはよかった。おいしいから、
と患者さんに薦めるには、自分がおいしいと実感していないと
ダメですから。

たという意味です。さらに、寂しいことに、定年後の話ば
かり。定年後はどこで働く？何歳まで働ける？そんな会話
ばかり。65 歳になったので仕方ありません。
21 日は関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の世話人会、新
年会。大阪梅田駅近くの会議場での開催でしたので、迷っ
て遅刻した方も何人かいました。出席者は 22 名。私はかな
り早めに着くように行ったので、十分に間に合いました。
議題は、世話人変更、新世話人の紹介、第 26 回の研究会の
内容についてと雑談・・・でした。19 時 5 分に始めて 19
時 30 分には閉会。早く終わってしまったので、みなさん、
びっくり。しかし、会議は迅速が大事です。話し合いをす

↑大阪大学外科学講座の新年会。現在の澤教授の写真は撮れま
せんでした。前教授の松田暉先生、前々教授の川島康生の写真
です。お二人ともお元気です。澤教授は 2 月 2 日のテレビ：情
熱大陸に出演しますので、それを見てください。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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るべき内容をきちんと終えたらささっと終わる、それがい
いのです。集合写真を撮ろうと思ってカメラを持っていた
のですが、すっかり忘れていました。次回は必ず写真を撮
ります。
25 日は京都での病態栄養学会に参加。京都国際会議場へ
行きました。この日は中国の春節。武漢の新型コロナウイ
ルスによる肺炎が大問題になっています。武漢市は感染を
封じ込めるために閉鎖されました。韓国、台湾、フィリピ
ンなどは中国人は入国禁止としているのに、日本に 70 万人
の中国人が来ました。フィリピンは武漢から来た中国人観
光客 464 人を強制的に送り返したとのこと。武漢にいたら
感染するかもしれないからと、武漢を脱出してきた中国人
のインタビューをテレビで放映していました。結局武漢の
人口 1000 万人のうちの 500 万人くらいは武漢を脱出してい
るとのことです。日本はお人好しですね。中国人が日本に
落としていくお金目当て？マスクは売り切れ状態になって
います。

京都国際会議場までの電車、JR 京都線と地下鉄

は結構な混雑。大きなトランクを持っているのはだいたい
が中国の方達。なんとなく近よらないほうがいいような気
がしました。私もさすがにマスクをして乗りました。
学会参加者は少なかったのでは？ランチョンセミナーの
弁当も余っていたし、展示会場も空いていたし、各セッシ
ョンも空席が目立ったし。と思っていたら、ホームページ
に参加者数は 5329 人と掲載されていました。例年とほぼ同

↑日本病態栄養学会の企業展示会場。結構ゆったりしています。
食の展示ばかりでした。この弁当、かなりうまかった。チンし
たらすぐに食べられるのだとのことです。病態対応弁当ももち
ろんありました。

じだったとのことです。ポスターセッションはデジタルポ
スターセッション。これって、口演ですよ。やっぱりポス
ターはポスターのほうがいいのでは？それに、この方式っ
てお金がかかりそう。コンベンションが儲かるようなシス
テムにされているのでは？まあポスターを作るのはめんど
くさいから、この方式のほうが楽なのかもしれません。繰
り返しますが、やっぱりポスターはポスターのほうがいい
と思いました。展示会場は、経腸栄養関連の企業はほとん
ど展示していませんでした。食事関連の展示が主でした。
アボットジャパンとクリニコは展示していましたが、明治、
ネスレ、それに大塚製薬工場も展示していませんでした。
もちろん、静脈栄養関連の製剤や器材はなく、経腸栄養の

↑デジタルポスターのセッションです。遠くから拝見させてい
ただきました。やっぱり、ポスターはポスターを貼るほうがい
いんじゃないか、と思いました。もちろん、いろんな大きな学
会はこのようになってきてはいますが。

器材もありませんでした。はっきりいうと、経口栄養学会になってしまったな、そんな感じでした。
『精神科領域における
NST 活動』というセッションがありましたが、完全に NST の意味を誤解していました。日本中が NST を誤解していますけ
どね。NST とは nutrition support team ですが、
「NST チーム」と呼んでいる人もいます。全くわかっていません。今の日
本の NST は、food support team で FST か、diet support team で DST か、oral support team で OST か、にすべきでは？
それとも、真の意味での NST 活動をしている施設は、specialized nutrition support team で S-NST とするべきでは？と
思いました。こういうことをいうとまた叱られますね。NST の本当の意味を知って欲しい、そう思いましたが・・・。
大相撲初場所は横綱が二人とも途中休場。大関は貴景勝と豪栄道ですが、豪栄道はカド番（結局引退しました）。正代が
貴景勝に勝って飛び上がっていたのが印象的でしたし、優勝した徳勝龍がよかったですね。勝って男泣き、思わず涙が出
そうになりました。よかったですね。おめでとうと私も言いたい。それから、大関を怪我で陥落して序二段まで落ちた照
ノ富士が十両まで戻ってきました。これからが楽しみです。大関になった時、目つきがかわったのがものすごく印象的だ
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ったのです。地位が人を作る、そんな感じがしました。応
援しています。それにしても、みなさん太りすぎ。お相撲
さんはよく太っていて当たり前なんですが。押し出し、突
き出し、はたき込み、などの決まり手が多くて、投げる、
つり出す、そんな相撲がなくなって寂しい。つり出し、う
っちゃり、そんな相撲のほうがおもしろいのに・・・。
1 月 31 日と 2 月 1 日は、大阪国際会議場で開催された、
日本乳癌画像研究会（会長は福岡大学の位藤俊一先生、阪
大第一外科の後輩）のイブニングセミナーでの講演。31 日
には会長招宴にもお招きいただきました。イブニングセミ
ナーは、非常に参加者が少なくて寂しかったのです。研究
会の参加者数は 500 人以上だったのですが、2 会場でイブニ
ングセミナー。まあ、研究会の参加者が興味のないタイト
ルだったのでしょう。隣が本チャンの「画像診断からみた
薬物療法の効果予測について」という内容でしたから、仕
方ないです。私の話を聞いてくれたのは、数えたら 25 人で
した。5%！！これは仕方ないことだったな、と思いました。

↑日本乳癌画像研究会、イブニングセミナーの会場。数えると
23 人ですが、途中で二人出て行ったので 25 人です。位藤会長が
非常に気を使ってくれたのですが、まあ、仕方ないことです。
いい講演だったと自負してはおりますが・・・。位藤先生のお
嬢さん、宝塚歌劇の星組の男役、夏樹れいさんです。知らなか
った。お土産のスイーツ、由緒正しき、リーガロイヤルホテル
のスイーツ。左の 3 個セットですが、私は、紙袋いっぱい、も
らって帰りました。3 個一組で 500 円くらいでは？とすると
15000 円分、もらってしまったことになります。

こういうこともある！乳癌患者さんの治療に必要な、上腕
ポートの話も入れたのに・・・。おかげで、イブニングセ
ミナーのお土産、リーガロイヤルホテルのスイーツを、50
人分ほどもらってきました。200 人分を用意したのに、25
人にしかもらってもらえなかったからです。もったいな
い！
第 11 回リーダーズは田中先生ががんばっています。サポ
ート委員会のメンバーも。記念品は「くまもん」にしよう
かと考えたのですが。プラスチック問題を考慮してエコバ
ッグにしました。学会としての主義主張です。赤字覚悟！
参加費は、参加者のために使うべきです。事前登録をして
ください。それによって購入数を決めなくてはなりません
ので。

↑レジ袋がなくなること、そしてプラスチック問題に対応して、
シュパットエコバッグを購入して使っています。非常に便利で
す。ただ、小さくなってしまうので紛失する恐れがあります。
学会のネームホルダーをつけて紛失しないようにしています。
本当に優れモノだと思っています。現在、経腸栄養ラインの単
回使用が問題ではないかと思っているのです。それに対して行
動を起こさなくては、という思いで、第 11 回リーダーズ（熊本
市）では、これを記念品にすることにしました。定価は 2000 円
くらいなのでかなり赤字になると思うのですが・・・。大勢の
方に参加していただくと赤字解消？だけではありません。盛り
上がりますので、是非、参加してください。熊本に来てくださ
い。事前登録をよろしく。

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、ダドリック先生がお亡くなりになりました。1
月 18 日の早朝だそうです。
小越先生：そうか、ダドリックが。オレと同い年だからな。
ゼン先生：84 歳でした。
小越先生：寂しくなるな。
ゼン先生：本当にそうです。日本で一番最初に TPN を実践した
小野寺時夫先生が昨年の 10 月 26 日にお亡くなりになりました。
89 歳だったとのことです。
小越先生：そうか。一つの時代が終わったという感じだな。
ゼン先生：そうですね。
小越先生：君はダドリックのところに留学していたんじゃない
んだろう？オレは同じ時期にダドリックが所属していたハリソ
ン外科に留学していたので、ダドリックとは仲良しなんだけど。
ゼン先生：そうですよね。先生が留学しておられたのは 1967 年
5 月から 68 年 12 月ですよね。
小越先生：そうだよ。詳しいな、オレの略歴に。
ゼン先生：岩佐先生に「小越章平先生と成分栄養剤開発」とい
う記事を書いてもらいましたので。
小越先生：あの原稿か。うまく書いてくれているよ。
ゼン先生：ああいう記事って、本当に必要だと思います。論文
としてではなく、硬くなく、でも、本質をついた内容として。
興味深い内容がたくさん書かれています。
小越先生：それはそうだけど、その留学していた時には、ダド
リックはもうリサーチフェローが終わっていて、ビーグル犬の
実験も完成していたんだよ。
ゼン先生：最初の学会発表は 1966 年ですから。
小越先生：だろう？しかし、有名な TPN の論文が出版されたの
が 1968 年だから、TPN が始まったのは 1968 年だと思っている
人が多いけど、あれは誤解だな。
ゼン先生：その通りです。最初の発表は 1966 年で、第 50 回の
FASEB Annual Meeting なんです。タイトルは「Total intravenous
feeding and growth in puppies」、直接の指導者の Vars 先生の名前
が 2 番目で教室の教授の Rhoads 先生が最後になっています。
小越先生：へええ、その抄録は持っているのか？
ゼン先生：はい。どこで入手したかは忘れましたが、持ってい
ます。
小越先生：オレがその TPN について知ったのは、実は、千葉大
学の先輩と同輩からなんだよ。
ゼン先生：知っています。そのお二人がロンドンで開催された
小児外科学会で TPN について知って、先生の留学先のダドリッ
ク先生の所に見学に来られたんでしょう？
小越先生：そうだよ。電話があって、それで知ったんだよ。ハ
リソン外科の発表会でダドリックの講演は聞かせてもらった。
それから、あの有名なビーグル犬も知っている。
ゼン先生：ああ、首に輸液ボトルをぶら下げたビーグル犬を散
歩させていた Wilmore 先生とトイレで会って話をしたんでしょ
う？
小越先生：そうだ。その時、Wilmore が、この実験は big project
になると言っていた。
ゼン先生：すごいなあ。ダドリック先生の TPN の開発を目の当
たりにしたんですね。すごいなあ。それから帰国して、先生は
この臨床栄養学にのめり込み、日本のトップに上り詰めて、今
度は日本の代表としてダドリック先生と交流したんですね。
小越先生：まあそういうことだ。だから仲良しなんだ。君はど
うなんだ？

第７４回

ゼン先生：私は留学はしましたが、ダドリック先生のところで
はありませんでした。最初の 2 年は Duke 大学で、John P.Grant
先生にお世話になりました。。Grant 先生は 1986 年の第 11 回
ASPEN の会長をしておられるんです。確か、その時は 40 歳代
でした。
小越先生：結構若くして学会長になったりしているんだよ、ア
メリカは。
ゼン先生：そうですね。私は Duke 大学で 2 年過ごしてから Florida
大学へ移りました。そこのボスが Wiley W.Souba 先生でした。
小越先生：シューバか？
ゼン先生：いえ、ショウバです。ベネズエラ出身だとのことで
した。
小越先生：なるほど。だからショウバなんだ。
ゼン先生：これも後で知ったのですが、ショウバ先生はダドリ
ック先生の一番弟子だったのです。ダドリック先生がテキサス
大学におられた時のレジデントでした。ダドリック先生の共同
研究者だった Edward M.Copeland がフロリダ大学外科の教授に
なった時、優秀な部下が欲しい、とダドリック先生に相談され
たんです。そこでダドリック先生はショウバ先生を推薦したと

↑岡田正先生とダドリック先生の写真集。大阪大学第一外科の医
局で講演している写真、曲直部先生とのスリーショット写真、明
石大橋を見ている写真、いろいろあります。左上はジェフの石渡
社長の若い時の写真です。大阪大学第一外科の医局の写真は、本
当になつかしい。

↑相当昔の写真で、もちろん、私が撮影したのではありませんが、
ASPEN に団体で参加した時の写真だそうです。ダドリック先生の
オフィスを訪問した時の写真です。私が知っている方も何人かお
られます。岡田先生がおられないのはなぜ？名古屋市立大学の竹
山先生、石川先生もおられます。

↑小越章平先生とダドリック先生の写真集。これらも 20 年以上前
の写真でしょうか。小越先生、3 枚の写真はどれも雰囲気が違いま
すね。左の写真の小越先生の左は、ビーグル犬を散歩させていた、
あの有名な Wilmore 先生です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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いうことです。だから、私はダドリック先生の孫弟子なんです。
小越先生：なるほど。ダドリックの孫弟子で息子の友達、そう
いうことか。
ゼン先生：それから、ダドリック先生の息子の Paul S.Dudrick が
ショウバ先生の研究室の research fellow だったんです。ポール
の論文の共著者にもなっています（Dudrick PS. Inoue Y. Espat
NJ. Souba WW.: Na+-dependent glutamine transport in the liver
of tumour-bearing rats. Surg Oncol 1993;2:205-215）
小越先生：へええ、すごい論文じゃないか。
ゼン先生：測定の手伝いをしたんです。一番よく覚えているの
は、ポール夫婦を連れて日本食レストランへ行って、一緒にす
き焼きを食べたんです。肉を食べ終わった時、奥さんのナンシ
ーがすき焼きの出汁を白ご飯にかけて食べたのを、ものすごく
よく覚えているんですよ。
小越先生：へええ、そういうことがあったのか。
ゼン先生：ポールはいろいろ世話もしてくれました。もう 30 年
になりますが、クリスマスカードのやり取りは続けています。
小越先生：そういうことか。だからダドリックは君にやさしい
んだな。
ゼン先生：そうなんです。アメリカへ行くたびに写真を一緒に
撮ってもらいました。Hey Yoshi!と言ってもらっていました。
奥様の Terry さんも、同じように Hi Yoshi!と言ってくれていま
した。
小越先生：それは幸せなことだ。もちろん、岡田先生の弟子だ
ということも知っていたよな。
ゼン先生：もちろんです。岡田先生の弟子だということでもか
わいがってもらいました。
小越先生：君の著書、「静脈栄養」の推薦の言葉を読むと、そ
のあたりのことがよくわかる。
ゼン先生：すごい推薦の言葉をかいていただきました。感動で
した。日本人の著書で、推薦の言葉を書いてもらったのは私だ
けです。
小越先生：そうだろう。そうして 2015 年の日本静脈経腸栄養学
会の特別講演にお招きしたんだな。
ゼン先生：そうです。葛西森夫記念講演です。
小越先生：それが最後の訪日になってしまったんだなあ。
ゼン先生：はい。1935 年 4 月 9 日生まれなので、あの時は 79
歳だったんですね。
小越先生：かなり太っていたな。あの時に冠動脈にステントが
3 本入っていたそうだ。
ゼン先生：お元気でしたよ。講演は東北大学総長だった、里見
進先生に座長をお願いしました。葛西森夫先生のお弟子さんで
す。
小越先生：そうだったな、総長という忙しい方に来てもらって
感激しただろう。
ゼン先生：もちろんです。ところが、ダドリック先生の講演は 1
時間の予定だったんですが、1 時間が近くなってもスライドは
半分くらいまでしか進んでいない。
小越先生：スライドが半分くらいというのはどうしてわかった
んだ？
ゼン先生：あらかじめダドリック先生にスライドを送ってもら
って、私なりに日本語に訳して会場のみなさんに講演のレジメ
として配ったんです。だから半分くらいだということがわかっ
たんです。
小越先生：なるほど、日本語に訳したというのはいいアイデア

第７４回

だったな。
ゼン先生：そう思います。私は一番前の席に座っていたんです
が、1 時間が経過する頃に里見先生が目配せしてこられました。
「時間は大丈夫か？もう 1 時間になったぞ。」という感じ。結
局、1 時間半ほどで講演は終わりましたが。熱弁をふるっても
らいました。
小越先生：そうだったな。よかったな、来てもらって。
ゼン先生：本当に。アメリカへ戻られる時にホテルの玄関へ見
送りに行ったんですが、ハグしてもらいました。涙が出ました。
小越先生：ハハハ、感動しやすい性質だからな、君は。
ゼン先生：本当にうれしかったんです。本当に、ダドリック先
生を日本にお招きすることができた、それが最後の訪日になっ
たって、なんか、よく来てくださいました、という感じで、感

↑私が持っている、ダドリック先生と、日本の方々の写真を集め
ました。ダドリック先生は、だいたい、写真を撮る時、肩を抱い
たり腰に手を回したりします。第 30 回日本静脈経腸栄養学会の時
の写真、ASPEN の時の写真、などなどです。私が 36 歳の時に、初
めてダドリック先生と一緒に写真を撮りました。あれから、約 30
年が経過しています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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無量です。
小越先生：そのダドリックが亡くなった、寂しいもんだな。
ゼン先生：寂しくなっただろう、と、グラント先生からメール
をいただきました。亡くなられたことを教えてもらったんです
が。
小越先生：いつまでも覚えてくれているんだな、グラント先生
は。
ゼン先生：グラント先生の下に留学していたのは 1989 年から 91
年なんで、もう 30 年になるんですが、大事にしてもらっていま
す。
小越先生： 君がダドリックの訃報を入手したのはいつなんだ？
ゼン先生：大塚製薬工場の籾井さんから、19 日の朝、メールを
もらって知りました。ダドリック先生の息子さんからのメール
でした。籾井さんは海外の栄養関係の有名人はほとんど知って
おられます。すごいです。そこで、その日にすぐに石渡さんに
電話してお知らせしたんです。
小越先生：なるほど、そういうことか。それで PEN に特集を組
んだんだな。
ゼン先生：そうです。私も追悼文を書かせていただきました。
小越先生：そうかそうか。
ゼン先生：文章ももちろんなんですが、ダドリック先生の写真
をたくさん集めました。自分とダドリック先生の写真はもちろ
んですが、いろいろな方とダドリック先生が一緒に写っている
写真を集めました。
小越先生：オレの写真はもちろんあるんだろうな。
ゼン先生：もちろんです。岡田先生の写真もあります。いろい
ろ探しました。
小越先生：ところで、今回はダドリックの話に終始するのか？
ゼン先生：それもいいですね。
小越先生：ダメだよ。やっぱり新しい話題が必要だよ。
ゼン先生：しかし、臨床栄養の領域は、いい話がないんです。
小越先生：そんなことはないだろう。
ゼン先生：いいえ、現実を見つめると、そうなんです。いい話
はありません。あるとすれば、私がまだ諦めていないというこ
とでしょうか。
小越先生：なるほど。それはいい話だ。しかし、現実はよくな
い話ばかりなんだろう？
ゼン先生：まあ、そうですね。でも、よくない、という話では
ないんですが・・・。
小越先生：まあいいよ。いいか、悪いかは、いろいろ考え方で
違ってくるんだから。
ゼン先生：私が考えているのは、静脈栄養と経腸栄養を大事に
しなければならない、ということです。
小越先生：それはよくわかっているよ。特に、今日の会話では
ダドリックが話題になっているから、余計に、だろう？
ゼン先生：まあそうなんですが。京都で開催された日本病態栄
養学会に行ったんですが、静脈栄養も経腸栄養も、全然ありま
せんでした。
小越先生：静脈栄養も経腸栄養もなかった？表現がおかしいだ
ろう。
ゼン先生：まあそうですが。展示会場には、静脈栄養の輸液も、
器材もありませんでした。経腸栄養剤は、アボットジャパンが
展示していましたが、医薬品の、大塚製薬工場の展示はありま
せんでした。
小越先生：エレンタールは？
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ゼン先生：もちろん、ありませんでした。エレンタールは、最
近は、経腸栄養剤というよりも、消化器疾患用の薬剤です。
小越先生：そういうことになっているのか。
ゼン先生：そうですね。イーエーファーマという会社になりま
したし、消化器疾患用の薬剤を中心としていますから。
小越先生：仕方ないか。
ゼン先生：そうですね。経腸栄養については、器材もありませ
んでした。胃瘻や投与ラインも。
小越先生：投与ラインについては、ENFit という新しい接続部
になるんだから、そのためにも展示は必要なんじゃないか？
ゼン先生：私はそう思いますが、企業が、病態栄養学会の会員
は経腸栄養には興味がない、興味があるのは口から食べる、飲
む、だけだと判断したんじゃないでしょうか。
小越先生：口からだけか。
ゼン先生：食べ物や飲み物はいろいろありましたよ。試食した
ら腹が膨れました。
小越先生：いやしいやつだ。
ゼン先生：そうじゃなくて、展示している企業としては、でき
るだけたくさんの人に試食や試飲をしてほしいでしょ？ボラン
ティアですよ。
小越先生：本当か？誰かが、君は試食コーナーに行くとせっせ
と試食していると言っていたぞ。
ゼン先生：試食は、してください、ということでコーナーを設
けているんですから、試食してあげないと悪いでしょう？

↑令和 2 年のお正月。西宮の越木岩神社へ初詣、というか、破魔矢
を買いに行きました。それだけでした、正月行事は。この越木岩神
社は甑岩というりっぱな岩を祭っています。豊臣秀吉がこの岩を持
っていこうとしたのですが、岩から煙が立ち上がって運び出せなか
ったとのことです。歴史的な岩です。
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：悪くはないよ。試食したあと、その製品を買ったの
か？
ゼン先生：時々は買いますが、買うと決めている時は堂々と試
食します。堂々と。
小越先生：だろう？困った試食者だよ、きみは。
ゼン先生：先生、それとこれとは違います。企業の方に、ちゃ
んと感想を述べてあげる、それはしていますから、企業の方は
喜んでくれていると思います。
小越先生：君が思っているだけだよ、それは。
ゼン先生：そうかもしれません。はい。
小越先生：まあいい。本当に静脈栄養の話はなかったのか？
ゼン先生：プログラムにも静脈栄養の静の字すらありませんで
した。
小越先生：経腸栄養はあっただろう？
ゼン先生：広義の経腸栄養として、経腸栄養剤や濃厚流動食を
飲む、というのはあったかもしれませんが、プログラムのタイ
トルに胃瘻という文字はありませんでした。
小越先生：そうか。完全に経口栄養学会になっているんだな。
ゼン先生：そうだと思います。実は、松末先生に会場でばった
りお会いしまして。
小越先生：ああ、松末くんか。まだがんばっているんだな。偉
いな。
ゼン先生：もちろんです。今、精神疾患患者の栄養管理に興味
をもっておられるとのことで、一緒に「シンポジウム 精神疾
患患者に対する NST の関わり」の会場へ行きました。
小越先生：へええ。君もその領域に興味があるのか？
ゼン先生：なくはない、という感じですが、他に聞きたいセッ
ションもなかったので。
小越先生：それで、どうだったんだ？
ゼン先生：精神疾患患者にも栄養管理が大事だということはよ
くわかりました。いろいろ大変だということもわかりました。
しかし、とにかく食べさせるためにはどうするか、なんです。
小越先生：NST の関わりがタイトルだろう？
ゼン先生：そこも問題です。6 人の演者が発表しましたが、NST
という用語も何回も出てきましたが、あれは NST ではありませ
ん。完全に誤解しています。
小越先生：さっきから口にしている、OST、経口栄養サポート
チームなんだろう？
ゼン先生：本当に、そうなんです。ディスカッションのところ
で、このシンポジウムのタイトルは間違っています。みなさん
が使っている NST という用語は使わないほうがいいんじゃな
いですか？NST の意味を誤解しています。と言いたかったので
すが、やめました。
小越先生：やめたのか？
ゼン先生：やめました。ある意味、部外者ですから。
小越先生：ははは、部外者か。
ゼン先生：そうです。部外者みたいなもんです。
小越先生：まあ、この問題は、何回も話題にしているからな。
しかし、日本中が NST は経口栄養サポートチームだと思ってし
まっているんだから、訂正のしようがないんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。この問題を取り上げると、多数決で負
けそうです。
小越先生：ポピュリズムだな。
ゼン先生：そうです。多数意見がまかり通る時代ですから。
小越先生：それじゃあ、どうしようもないじゃないか。
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ゼン先生：そうですね。誤解がそのまま事実になってしまう世
の中ですから。
小越先生：静脈栄養、経腸栄養を実施している NST は S-NST
と呼ぼうと言っていただろう？あれはどうした？
ゼン先生：そうですね。それを主張しましょうか。
小越先生：雰囲気として弱気だなあ。
ゼン先生：言いにくいんですよ。エヌエスティ―の前にエスを
つけると、エスエヌエスティ―となって、長いので。
小越先生：まあな、確かに長い。
ゼン先生：だから、大部分の NST にはオーエスティーとかに、
変えてほしいんですよ。
小越先生：それは無理な話だよ。絶対にそんなことにはならな
いよ。
ゼン先生：まあ、あまり大きな問題にしなくてもいいです。そ
れより、世界で初めて NST を始めたのは、ダドリック先生だと
いうのはご存じでしたか？
小越先生：NST の最初もダドリックなのか？
ゼン先生：そうなんです。NST の始まりは「1970 年、米国、シ
カゴで初のチーム医療として誕生した」とみなさん、思ってい
ますが、違います。第一、この文言に根拠となる論文がありま
せん。いろいろ調べましたが、ありません。
小越先生：そうなのか？オレも 1970 年に NST はシカゴで誕生
した、と思っていたけど。
ゼン先生：違います。NST の講演をする人や論文を書く人は、
根拠もないのに『NST は 1970 年にシカゴで誕生した』と「さ
れ」とか「言われ」とか、言ってますよ。本当、ちゃんと調べ

↑東宝塚さとう病院での栄養回診。NST 回診とは呼んではいませ
ん。看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、
私を含めて 7 人で回診です。病棟に行くと、担当の看護師がプレ
ゼンをしてくれまして、いろいろ話し合います。看護師の栄養に
対する認識が非常に高いと評価しています。よく勉強もしている
ようです。もうこの栄養回診を始めて 7 年目ですから。院内の看
護師の栄養に対する認識は定着しています。本物の NST の活動内
容になっています。経腸栄養と静脈栄養の管理が中心です。経口
栄養だけになると、NST 症例からはずしましょう、そう言ってく
れます。OST ではなく・・・そうです、S-NST 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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なさいよ、と言いたい。
小越先生：確かにそうだな。本当に根拠はないのか？
ゼン先生：ありません。相当調べました。何を根拠にそういう
ことが言われ、信じられているのでしょうか。
小越先生：わかった。そんなに偉そうに言っているんだから、
君は、ちゃんと、事実を調べたんだろうな。
ゼン先生：もちろんです。いろいろ調べました。確認のために
グラント先生にも聞きました。
小越先生：ほう、そうか。で、事実はどうなんだ？
ゼン先生：かつては Hyperalimentation Unit と呼ばれていました。
これはご存じですね。
小越先生：当然だよ。
ゼン先生：ということは、安全に TPN を実施するために誕生し
た、ですよね。
小越先生：そういうことだ。
ゼン先生：とすると、世界で最初に TPN を実施したのはどなた
でしょうか。
小越先生：ダドリックだよ。オレをからかっているのか？
ゼン先生：いいえ。ダドリック先生の論文を読むと、「1968 年、
私はローズ博士に静脈栄養患者の治療をサポートする正
式なチームを作る必要があると申し上げました。私たちは
既に、このプロジェクトの様々な面で、非公式ではあるが、
協力する外科医、薬剤師、基礎科学者でグループを作って
いました。しかし、実際の看護や患者モニタリングを行う
看護師をサポートするだけでなく、治療の連続性、安全原
則と実施規範の標準化、品質保証を確実に行うためのチー
ムとして専門の看護師が必要であると強く感じていまし
た。そこで、私は救急治療看護師として最高の Joanne
Nallinger を Hyperalimentation Team と自称するチームに引
き入れることに成功しました。」と書かれています。これ
こそが NST の最初です。
小越先生：なるほど、なるほど。ちゃんと書かれているん
だ。ダドリックが 1968 年に、NST の前身、Hyperalimentation
team を組織したのか。これが NST の始まりか。
ゼン先生：そうです。これが事実です。根拠のある事実で
す。
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小越先生：そうか。今更ながら、やっぱりダドリックはすごい
な。
ゼン先生：ダドリック先生はお亡くなりになりましたが、ずっ
と生きていると思っています。だって、ダドリック先生って、
アメリカの方ですから、生きていてもお亡くなりになっても、
お会いすることはないんですからね。生きていると思っていて
も何も問題はないんです。
小越先生：そりゃあそうだ。
ゼン先生：人間は 2 度死ぬっていいます。1 度目は肉体が滅びた
時、2 度目は忘れられた時。だから、私はダドリック先生のこ
とを忘れることはないので、ずっと生きておられると思ってい
ます。現在の日本で、静脈栄養・経腸栄養がこんなに軽視され
るようになっていることをダドリック先生は嘆いておられると
思います。別の世界でお会いする時に叱られないように、私は、
静脈栄養・経腸栄養の重要性をずっと訴え続けます。それがダ
ドリック先生の遺言だと思っていますので。
小越先生：そうだな。オレのこともずっと覚えておいてくれよ
な。
ゼン先生：もちろんです。

【今回のまとめ】
1. 巨星墜つ。Mr.TPN in the world、Stanley J.Dudrick 先生が 2020 年 1 月 18 日にお亡くなりになりました。
心からご冥福をお祈りします。
2. 非常な親日家で、日本にダドリック先生の大ファンがたくさんいます。ダドリック先生を知らずして臨床栄
養を語るな、です。
3. 日本の臨床栄養の領域は、経口栄養に傾き過ぎました。やはり医療としては、食べられない患者の栄養管理
をどうするか、静脈栄養と経腸栄養にもっと力を注ぐべきです。もう完成している？それは間違っています。
4. NST を世界で最初に設立したのもダドリック先生です。ペンシルベニア大学で 1968 年に組織されました。
1970 年にシカゴで、には根拠がありません。
5. ダドリック先生のことをずっと覚えていましょう。そうして、静脈栄養・経腸栄養の適正な普及のために活
動しましょう。それがダドリック先生の遺言です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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