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『学術集会での発表も議論も、そして座長の役割も難しいけど、
一緒にレベルアップしましょう？』
第 51 回の記事は「刺激的」と評価してくれた方が何人かいました。それだけ？という少々がっかり感もあります。まあ、
この領域の方々はそんな反応なのでしょう。お隣の韓国なら、刺激的ではすまなかったと思います。だから、本気で大事
な議論ができないのではないでしょうか。ということで、あの話題はもう終わりにしましょう。
3 月 3 日の夜は、マイラン株式会社の便秘薬、アミティーザの発売 5 周年記念講演会。アボットから分社した企業なの
で、知り合いも多いのです。いい勉強をさせていただきました。便秘症例ではパーキンソン病になりやすい？興味深い話
を聞きました。懇親会の料理もなかなかなものでしたが、カレーがなくなってしまって食べられなかったのが残念でした。
宝塚の吉川先生、奈良五條の森安先生も熱心に講演を聞いておられました。
3 月の最初の仕事は JCHO 大阪病院での NST 講演会。臨床栄
鹿児島市歴史ロード

養担当部長の野呂先生に呼んでいただきました。院長の山崎
先生は IVH 研の先輩。いい加減な講演はできませんので、気

経腸栄養―栄養療法の意義を再考する」だったのですが、栄
養が軽視されるようになっている、という現状に対する批判
的な内容、ということになるのでしょうか。どこの施設もこ

大阪大学

ました。タイトルが「今、なぜまた栄養なのか―静脈栄養・

佐多愛彦先生

合を入れて準備しました。いつもの「○×式問題」も配布し

ういう状態になっているのではないかな、と思いながら講演
しました。静脈栄養・経腸栄養はもういらない？もう完全に
理解している？なのでしょうか。
9 日には上池先生、伊藤先生、根津先生、北川先生、中島
先生とお食事会。世間話をする会でしたが、楽しい時間でし
た。鴨鍋とソバでした。中島先生がセッティングしてくれた
のですが、おいしいお店をよく知っていますね。ざるそばの
ふつう盛りが 130g であることを確認しました。信州上田の
有名な蕎麦屋「草笛」の並盛は 400g です。
10 日には EA ファーマが共催している「第 10 回関西 IBD

↑鹿児島市内を歩いていると、「佐多愛彦顕彰碑」を見つけまし
た。佐多愛彦先生は、府立大阪医科大学（現在の大阪大学医学部）
学長で、阪大に胸像があります。実は、私、長男の佐多直康氏の
主治医でした。阪大第一外科の研修医の時です。直康氏は阪大工
学部の教授で、スイスの女性と結婚。手術時にはスイスに住んで
いたと思います。当時の年齢は 75 歳だったと思います。個室に
入院していましたが、冷蔵庫にはビールがいっぱい、夕食はリー
ガロイヤルホテル、自由奔放で、当然、研修医の主治医の言うこ
となど聞いてくれるはずがありません。愛彦学長の長男ですか
ら。川島教授の回診の時「術前にビールは飲まないようにと指導
をお願いします」と直訴したことを記憶しております。マイルズ
手術の翌朝、ベッドの上でドイツ語の新聞を読んでおられまし
た。非常に記憶に残っている患者さんで、だから、佐多愛彦顕彰
碑を見つけてうれしくなったのです。

support seminar」での講演。約 30 人の参加者でした。看護
師さんが主体で、薬剤師さんも、ということ。栄養士さんは？
来ていたのかどうか、知りません。EA ファーマはエレンター
ルを販売していますので、その関係で、ということでしたが、
潰瘍性大腸炎治療剤のレクタブルの説明をしていました。講
演内容は「在宅静脈栄養（HPN）のコツ」。クローン病患者に
対する長期 HPN についての話をしました。クローン病患者の
栄養管理は、レミケードやヒュミラなどの抗 TNFαモノクロ
ナール抗体製剤が出て来てから、食事ができるから、という
ことで疎かになりつつあるのではないでしょうか。短腸症候
群などの理由で HPN が必要な症例もたくさんいるはずです。
そういう患者さんに適切な HPN が実施できているのか？など
の内容で話をしました。後日、この講演を聞いて相談に来ら
れたクローン病の HPN 患者さんがいます。
3 月 17 日と 18 日は、第 6 回のリーダーズ学術集会。鹿児
↑鹿児島中央駅、新幹線のホームを降りると通路の両サイドにこ
れがあります。NHK 大河ドラマの西郷どん、です。もちろん、一
緒に写真を撮りました。ミーハーです。しかし、このドラマ、な
島厚生連病院の油田さんが副会長。白尾先生は本当は宮崎で
んか、非常に進行が軽いなあ、という感じ。史実が曲げられてい
開催したかったのだと思いますが、交通の利便性を考えると、 る？そんな感じもありますが、作られた小説、と思って楽しめば
いいと思います。
鹿児島になってしまったのです。宿泊したホテルの目の前に

島でした。JCHO 宮崎江南病院の白尾一定先生が会長で、鹿児

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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桜島が見えていましたが、ちょうど桜島が爆発したため、
噴煙で全貌を見ることはできませんでした。残念！もう桜
が咲いていて、ちょうどいい気候でした。参加者数は 198
名でした。鹿児島での開催だったので、参加者数が少なか
ったらどうしようと白尾先生と共に心配していたのですが、
まあまあ、でした。白尾先生が所属しておられた鹿児島大
学の愛甲先生、高松先生にも来ていただきました。八代の
岡村先生も来てくれました。いろいろな感想は本文中の会
話でも触れさせていただきますが、よかったという声が多
かったのですが・・・。
私は 16 日、金曜日に早めに鹿児島へ行って観光。といっ
ても、私は鹿児島市内をよく知っていますので、藤本さん
と栗山先生を案内する、という感じで、
「西郷どん大河ドラ

↑「西郷どん」大河ドラマ館へ行きました。旗もたくさんありま
した。敬天愛人、です。時空を超えて、これは「ドラマ 仁」の
テーマではなかったか？今年は明治維新 150 年です。鹿児島みや
げ、西郷グッズがたくさんありました。何も買わず、カルカンの
試食をしてきました。

マ館」、「歴史ロード維新ドラマの道、ふるさとの道」を歩
き、
「維新ふるさと館」で歴史を勉強しました。残念ながら、
仙巌園や南洲公園などへ行く時間はありませんでした。も
う 1 日追加して、観光の日にできたらよかったのですが、
なかなかそうもいきません。夜は、薩摩料理を堪能しまし
た。豚しゃぶ、でした。学術集会としては、今回はポスタ
ーセッションを新設。21 題でした。あらかじめポスターを
作成していただき、そのまま抄録集に掲載し、大きなポス
ターは作らない、座長はいない、ポスターの前で 1 対 1 で
議論してもらう、その議論の内容を記録集に掲載する、と
いう方法でした。ポスターとポスターの間隔（スペース）
が狭かったのですが、熱心に議論をしていました。いいや

↑ある角度から見ると、大久保利通と西郷隆盛の顔がきちんとな
ります。どちらもいい顔をしていますね。右の看板は、穴の部分
に顔を入れて写真を撮るようになっていたので、もちろん、当
然？顔を入れて写真を撮りましたが、恥ずかしいので出せませ
ん。

り方だったと評価していただきました。もちろん、私のア
イデアです。さらに、このポスターセッションは懇親会で
開催したので、ちょっと？アルコールが入って議論が盛り
上がった？方もおられるようでした。なんといっても、白
尾先生が有名な、おいしい、焼酎をたくさん集めておられ
ましたので、盛り上がったのだと思います。白尾先生が準
備した焼酎は、完食ならぬ完飲だったとのことです。もう

↑鹿児島は「黒豚」だと思っていたら、黒牛も日本一になったと
のことです。上野の西郷さんはイヌを連れているのですが、ここ
では黒牛を連れています。

↑鹿児島中央駅前には「西郷どん」をもじった「西郷丼」の出店
が。ランチョンセミナ―の講師で、弁当を食べられなかったので、
選びに選んで「黒毛和牛甘辛牛めし丼」と「とろとろ牛すじ煮こ
みカレー丼」を食べました。勢いで食べましたが、あとで考える
と、たいしたことなかったな、ふつうの牛丼でよかったな、高か
ったな、ということに気づきました。この牛めし丼が 800 円は高
いでしょう。吉野家ならこの半額以下ですよね。

↑コングレスバッグ？です。油田さんと白尾先生の気配りです。
右は軽羹（かるかん）饅頭の箱です。かるかんを発明？したのは、
播磨の国、明石の方だそうです。江戸で島津斉彬の目にとまり、
鹿児島へ行ってかるかんを発明したとのことです。私、非常に好
きなのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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一つ、大事なポイントは、鹿児島大学 6 年生の白尾先生の
御曹司が、カメラ大好きで、会場での写真撮影をしてくれ
たこと。できあがった写真のレベルが高い！プロカメラマ
ンですね。いい表情をとらえています。ありがとうござい
ました。特別講演の岡田正メモリアルレクチャーの講師は
福井県立病院の栗山先生。
「Medical Nutritionist への道～
私はなぜ栄養管理に魅かれるようになったのか～」でご自
身の経験を素直に表現されました。いい講演でした。また、
機関誌「Medical Nutritionist of PEN Leaders○」の、2017
R

年優秀論文賞も発表しました。原著論文は当研究室の井上
博行准教授の「経腸栄養剤投与方式による汚染度の比較検

↑開会の挨拶の白尾先生と、岡田正メモリアルレクチャーの、座
長：西口先生、演者：栗山とよ子先生です。

討―RTH 方式と TTB 方式の比較―」が、症例報告は栗山先生
の「重篤な合併症なく、順調な体重増加を達成し得た重症
神経性食思不振症患者の栄養管理経験」が、選ばれました。
編集幹事と編集委員、14 名による投票でした。私？もちろ
ん、投票には参加しておりません。論文賞とはいっても、
お金がないので、賞金はありません。記念の楯だけでした。
会員の数が増えて、参加者が増えて、運営に余裕ができて
たら、賞金を出せたらいいのですが、そうなるのは無理か
な？記念楯で十分でしょう？ Medical Nutritionist of PEN
Leaders○への寄稿をお待ちしております。2018 年の論文賞
R

を目指して、すばらしい論文を書いてください。

↑岡田正メモリアルレクチャーの時の会場風景です。みなさん、
もう弁当を食べ終えています。誰も寝ていません。聞き入ってい
ます。

パネルディスカッションⅠ

必要とする患者に
適正に胃瘻を用いた栄養管理を実施するためには

症例相談

↑症例相談のセッションです。非常に盛り上がりました。管理栄
養士の佐保くん、薬剤師の和田さんが、フロアからの、そしてデ
ィスカッサントの、厳しい質問に適切に答えておられました。座
長の白尾先生と栗山先生が、発表の二人をかばいながら？うまく
進行していました。海塚くんの発言に会場も盛り上がっていまし
た。薬剤師、管理栄養士、看護師からの質問もあり、非常に有意
義なセッションだったと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：前回の記事ですが、JSPEN の学術集会のお金の話を

小越先生：違うよ、そんなことを聞いているんじゃないよ。

したんですが、あまり盛り上がりませんでしたね。

ゼン先生：コングレスバッグの代わりに、鹿児島の「よかとこ

小越先生：そうなのか？結構大事なポイントに厳しい突っ込み

鹿児島」という袋と、「神話のふるさと：宮崎」の観光紙袋を

を入れていたんだけどな。

油田さんと白尾先生が用意してくれていました。

ゼン先生：この領域の方々、非常におとなしいですね。みなさ

小越先生：そうか、それはよかったな。

ん、余裕があるんでしょう。

ゼン先生：会長と副会長の参加者への気遣いです。おもてなし

小越先生：そうかもな。クロークもない、コングレスバッグも

ですよ。その気持ちがうれしいですね。

ない、学会参加費は高い、でも文句も言わない、ということだ

小越先生：そうだな、参加者目線ということだな。

からな。

ゼン先生：そうです、そこが大事ですよ。

ゼン先生：そうです。まあ、参加者がその現状を受け入れてい

小越先生：学術集会は盛り上がったんだろう？

るんだから、いいんじゃないでしょうかねえ。

ゼン先生：もちろんです。鹿児島での開催だったので、参加者

小越先生：そうだな。余計なことをいう必要はないな。

が少ないのではないかと心配していましたが、まあまあ集まっ

ゼン先生：はい。来年は、きっと、参加費が安くなり、クロー

てくれました。

クもあり、素敵なコングレスバッグもある、そうなるんじゃな

小越先生：まあまあか。実際には何人だったんだ？

いでしょうか。

ゼン先生：198 人でした。

小越先生：そうだな、期待しよう。ところで、鹿児島での第 6

小越先生：惜しかったな、あと 2 人で 200 人だったのに。

回リーダーズ学術集会はどうだったんだ？

ゼン先生：前回の東京は 194 人でした。よく考えると、東京で

ゼン先生：もちろん、クロークもありませんでしたし、コング

開催しても鹿児島で開催しても参加者数はほとんど一緒なの

レスバッグもありませんでした。

で、全国、どこで開催しても、このくらいの熱意のある人が集
まってくれるんだ、という、ある意味、自信ができましたね。
小越先生：なるほど、それは面白い考え方だ。
ゼン先生：でも、京都で開催した第 4 回は 300 人以上でしたか
らね。そのくらいは本当は集まって欲しいと思っているんです
よ。

↑企業プレゼンです。座長は JCHO 宮崎江南病院の管理栄養士、吉田祥
子（さちこ）さん。企業プレゼンはなんと 11 社。ご協力、本当にあり
がとうございました。順番は上左から、ニュートリー（ブイクレス Bio）、
太陽日酸（在宅医療）、クリエートメディック（食道拡張用バルーンカ
テーテル）、テルモ（マーメッドワン）、クリニコ（リハたいむゼリー）、
下左から、オリンパス（イデアルシース PEG キット）、大塚製薬工場（リ
ハデイズ）、ジェイエムエス（経腸栄養ポンプ Amika）、陽進堂（輸液
の安全管理：パレプラス）、ビー・ブラウンエースクラップ（イントロ
カンセーフティ３）、ニプロ（セーフテック経腸栄養ポンプ）です。主
な説明品を（
）内に入れています。

企業展示会場：大賑わい

企業展示会場
↑企業プレゼン後の 30 分は企業展示会場での勉強です。プレゼンで得
た情報を、実際の製品で確認、追加説明を聞く。会場は非常ににぎわ
っていました。その様子の写真をたくさん出します。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：それはそうだけど。そのうち、増えてくるんじゃな

ゼン先生：でも、よく考えると反省すべきはこのセッションを

いか？参加者数より、中身だよ、中身。

考えた私にあるんでしょうね。

ゼン先生：そうですね。私もそう思っています。でも、今回は、

小越先生：お、なかなか殊勝なことを言うんだな。

参加者は「よかった」「面白かった」と思ってくれた方が多か

ゼン先生：最初から、このセッションは、自分の経験をしゃべ

ったようですが、私は、ちょっと不満だったんです。

りたい人が応募してくる、と理解して、パネルディスカッショ

小越先生：不満？どこが不満なんだ？

ンではなく、ミニレクチャーというセッションにすればよかっ

ゼン先生：発表してくれた方や、議論してくれた方々に申し訳

たんですよね。

ないんですが、もっとレベルアップが必要です。議論の場とは

小越先生：でも、そうすると、このリーダーズの目的の「学会

どういう意味なのか、ってもっと考えてほしいと思いました。

は議論の場」ではなくなるじゃないか。

小越先生：ふううん、レベルアップ？

ゼン先生：それはそうなんですが。こういうセッションも必要

ゼン先生：それから、発表に対して拍手があったことですね。

だと考えてもよかったのかもしれません。

小越先生：へええ、拍手か。拍手はいらないっていつも言って
いるのにな。
ゼン先生：そうなんです。鹿児島での開催だから、このリーダ
ーズの考え方を理解していない方が多かったのでしょう。ご質
問ありがとうございました、もありましたし。
小越先生：そうだな。そのあたりのことは、抄録集に記載する
か、会長や座長に説明してもらうようにしたほうがいいんじゃ
ないか？
ゼン先生：そうします。とにかく拍手してもいいじゃないか、
と言われるかもしれませんが、議論をする場だという自覚をも

↑リーダーズの機関誌：Medical Nutritionist of PEN Leaders®の、
2017 年に掲載された論文のうちから選んだ「優秀論文賞」の表彰式。
お二人とも、完璧なサプライズだったはずです。すみません、賞金が
なくて。でも、賞状よりも、記念楯のほうがいいんじゃないかと思い
ましてね。2018 年の連続受賞は、あるかな？ないかな？

ってもらうためにも、この方針でいくべきだと思います。
小越先生：ポリシーは曲げないようにするべきだと、オレも思
う。
ゼン先生：もうひとつは、発表時間が長くて、議論の時間が十
分にとれなかったことですね。
小越先生：発表時間が長かった？発表者は、たくさん伝えたい
ことがあったんじゃないか？
ゼン先生：もちろん、そうなんでしょう。ある意味、このリー
ダーズで発表することは、レベルが高いことの証明、みたいな
感覚になっていただいているんだと思います。
小越先生：それはすばらしいことだよ。
ゼン先生：そう思います。すばらしいことです。自分で発表す
るという意志表示をしてくれた方ばかりですから。
小越先生：そこが大事なんだよ。発表したい、ということなん
だろう？
ゼン先生：そうです。特に、2 日目のパネルディスカッション

懇親会
↑ポスターセッションと懇親会。副会長の油田先生の挨拶、鹿児島大
学の高松先生の乾杯の音頭で始まりました。白尾会長は、挨拶より「焼
酎」の準備で忙しい？食事の量も十分で、飲み物も十分で、いい懇親
会、いいポスターセッションでした。

Ⅱの「手術を受けた医療者と共に議論する栄養管理」は、そう
だったと思います。
小越先生：確かに、そうだろうな。
ゼン先生：私も気持ちはわかるんですよ。でも、このパネルデ
ィスカッションは何を目指しているのか、を考えるべきだった
と思うんですよ。しかも、パネルディスカッションですよ。議
論をすることがメインなんです。
小越先生：まあそうだな。
ゼン先生：4 人の発表者が、みんな、発表時間が長かったので、
ほとんど議論する時間がなかったんです。そこが問題です。
小越先生：言いたいことがたくさんあったのだろうな。
ゼン先生：それはわかっています。でも、このセッション全体
を考えて発表時間を考えてほしかったんです。
小越先生：なるほど、君の言いたいこともわかるが・・・。

焼酎と酒豪たち
↑酒豪（しゅごう）が集合（しゅうごう）しています。私、お酒が飲
めません。もう 10 年以上前のことですが、消化器病学会の理事長を
しておられた藤原研司先生に「酒が飲めない？人生の半分の楽しみを
味わえないということだな、残念だ。」と言われたことを思い出しま
した。でも、酒が飲めなくても、人生を楽しめますよ。しかし・・・
という気がしないでもありませんが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうかもしれないな。

小越先生：本当にむずかしいな、時間設定も。

ゼン先生：発表内容は、確かに、聞きごたえのある内容でした

ゼン先生：もちろん、私もいろいろ考えますが・・・。やはり、

よ。こういう話は聞いたことがない方がほとんどでしょう。交

私の希望としては、発表内容をもっとコンパクトに、要点をき

通事故の二人、子宮がんの手術と化学療法、膵癌の経験、聞き

ちんと整理して欲しい、と思います。なんか、ミニレクチャー

たいと思ってもなかなか聞けない内容だったことは間違いな

みたいな感覚になっているのではないかと思います。

いんです。実体験ですからね。

小越先生：リーダーズで発表できる、がんばろう、と思ってい

小越先生：へええ、そんな内容か。オレも聞きたかった。

るんだろうな。

ゼン先生：参加者は、感銘を受けたと思います。でも、もう少

ゼン先生：確かに、そう考えると、私が一番反省しなければな

し議論の時間を作るように考えてほしかった、とは思います。

らない・・・のですね。

こう思っているのは私だけかもしれませんが。ディスカッサン

小越先生：企業プレゼンもやったんだろう？企業の方は、自社

トの出番がなかったんです。議論の時間がほとんどなかったの

の宣伝をするために、時間をいっぱいに使って、制限時間オー

で仕方ないと思いますけど。

バーの方もいたんじゃないか？

小越先生：セッションの時間は短かったのか？

ゼン先生：いえいえ、そういう企業は全然ありませんでした。

ゼン先生：4 題で 2 時間 15 分もとっていたんですよ。

どの企業も、きちんと時間内に、要点をコンパクトに整理して、

小越先生：それで議論の時間がなかったのか？

すばらしいプレゼンをしていました。

ゼン先生：はい。3 時間のセッションにするべきだったんでし

小越先生：へええ、そうなのか。

ょうか。

ゼン先生：本当に。この企業プレゼンを企画したのは、ひとつ

小越先生：ハハハ、そうかもな。

は、企業の方に、リーダーズに協力してよかった、と思ってい

ゼン先生：私なりに時間配分はいろいろ考えたんですよ。でも、
もっと長いセッションにしなければならなかったんでしょう

ポスターセッション

か。
小越先生：しかしな、セッションの長さって、長過ぎても駄目
だからな。間が空いて、その時間を埋めるためにレベルの低い
質問なんかが出てくることがあるからな。
ゼン先生：確かにそうですね。時間が余って、座長が「何か質
問はありませんか？」というと、思いつきみたいな、なんでそ
んな質問するの？みたいなことになってしまいますから。
小越先生：そうだろう？ちょうどいい長さっていうものもある
はずだ。
ゼン先生：次のセッションが小児外科の方達が中心となった、
パネルディスカッションⅢ「長期在宅栄養管理」だったんです
が、60 分のセッションにしてましたので、時間が足りなくて、
議論があまりできなかったんです。みなさんの感想が、時間が
足りなかった、でした。
小越先生：発表者は 2 人だったな。それで 60 分か。まあ、妥
当な時間かもしれないけど。
ゼン先生：中身が濃い発表でしたし、議論が盛り上がる内容で
したから。確かにあと 30 分は欲しかったな、と思います。
小越先生：そうか。時間配分がむずかしいな、本当に。
ゼン先生： 60 分のセッションで 2 題なら、10 分発表、20 分議
論、ということになるんでしょうかねえ。
小越先生：そうだな、議論する時間の方を長くとりたいんだろ
う？
ゼン先生：そうですね、私はそう思っています。でも、リーダ
ーズの場合は発表者が気合を入れて準備しているから、20 分か
ら 25 分発表、議論の時間は 5 分から 10 分になってしまう、そ
ういう傾向があるんですよね。
小越先生：なるほど、そういうことか。
ゼン先生：そうなんですよね。やっぱり、時間と、セッション
の目的とを考えて、座長も発表者も、時間配分を考えることが
できるようになってくれなくては、と思いますが・・・。

↑ポスターセッションの雰囲気です。個別に親しげに話をしています。
懇親会の場での会話の延長になっていると思います。司会がいて、小
さなマイクを使ってプレゼンをするというやり方では、聞き取れない
のではないかと思ったりしていました。小さな会なので、こういう雰
囲気がいいのではないかと思って企画しました。ただし、どういう質
問が来て、どう回答したのかを、発表者にはレポートしていただくこ
とにしています。和気藹々で議論して、本音での話もできる、そうし
てきちんと記録としてまとめる、これこそがポスターセッションだ、
という思いです。発表された方、よかったら感想を聞かせてください。
ポスターとポスターの間隔（スペース）が狭かったですね、すみませ
ん。これは、反省です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ただくことなんです。もう一つは、企業の方はプレゼンの練習

ゼン先生：2 例目は薬剤師の発表でした。これも難しい症例で、

もしっかりやっているし、その内容も非常に吟味して工夫して

たくさんの質問がありましたが、薬剤師がテキパキと答えてい

おられるんですよ。それを医療者は学ぶべきだ、という考えな

ました。

んです。もちろん、新しい情報も欲しいし。

小越先生：へええ、薬剤師もがんばっているんだ。

小越先生：なるほど。それはいい考え方だな。

ゼン先生：これまでの症例相談のプレゼンターは医師ばかりだ

ゼン先生：発表時間をきちんと守ってくれて、予定時間より早

ったんです。今回は管理栄養士と薬剤師だったんです。岡村先

くプレゼンが終わりましたので、その残りの時間は、企業展示

生が来てて、すごいな、管理栄養士も薬剤師も。医者よりもよ

会場に行ってもらいましたが、大盛況でした。企業の方にも喜

っぽど栄養のことを理解しているな、と言っていました。

んでいただきました。

小越先生：それはその通りだよ。本気で勉強しているメディカ

小越先生：そうかそうか、それはよかったな。

ルスタッフは、勉強していない医師なんかより、はるかに栄養

ゼン先生：参加者たちは、この私の気持ちをわかってくれてい

管理に詳しいんじゃないか。

るんでしょうかねえ。企業の方のプレゼンから学ぶことが非常

ゼン先生：そうですよね。私もそう思っています。二人とも、

に多いと思いますが。

本当、よくがんばっていました。あれだけ質問がきたのに、的

小越先生：企業プレゼンの時間、聞きたくない、なんていう雰

確に答えていましたからね。

囲気で会場から外に出ている人はいなかったんだろう？

小越先生：特に栄養に関しては、医師のほうがダメになってい

ゼン先生：いませんでした。座長もいますからね。プログラム

ってるんじゃないか？

の一つとして参加してくれています。ちゃんと聞いてくれてい

ゼン先生：そうかもしれませんね。栄養管理をがんばっている

ました。

管理栄養士や薬剤師のレベルが上がって、医師のレベルが下が

小越先生：だろう？参加者は、この企業プレゼンの意味をちゃ

って、いつの間にか逆転してしまった、ということなんでしょ

んと理解してくれているよ。間違いない。

うね。それに気づかずに、自分のほうが何でもよく知っている

ゼン先生：そうですよね。
小越先生：そうだよ、きっとそうだよ。症例相談はどうだった
んだ？
ゼン先生：盛り上がりました。いろいろ議論がありました。
小越先生：どんな発表だったんだ？
ゼン先生：1 例目は管理栄養士の発表で、潰瘍性大腸炎の患者
に一時的に回腸瘻を造設することになったが、そこからの排液
が多くて、high output 症候群になって、管理に難渋したとい
う症例です。
小越先生：水分管理、電解質管理、栄養管理、いろいろ考える
内容があるな。
ゼン先生：そうですね。いろいろ議論がありました。でも、最
終的には根津先生が、そういう場合、2 週間が経過して、回腸
―直腸吻合がうまくいっていると判断できたんだから、take
down（回腸瘻を閉鎖する）の手術をしたら、この問題はすべて
解決する、とコメントされたんですが、なるほど、と参加者は

↑パネルディスカッションⅡです。手術を受けた医療者 4 人が、ご自
分の経験を発表されました。実体験ですからね、みなさん、聞き入っ
ておられました。非常に個人的なことなのですが、市立敦賀病院の林
先生は、バイクに乗って、フェリー（大阪から志布志？）で鹿児島へ
来られたとのことです。もちろん、帰りも、ですよね。

思ったんじゃないですか。
小越先生：確かに、そうだな。根本的な解決策だな。
ゼン先生：そうですね。いろいろ、栄養管理や水分管理などで
悩んでいるけど、患者全体の治療として考えると、根本的な解
決策は回腸瘻の閉鎖、これですよね、全身を見ながら栄養管理
をする、ということの典型ですよね。
小越先生：その通りだ。その症例相談は、びしっと決まったな。
ゼン先生：本当、そう思いました。
小越先生：根津先生は、やるな、すごいな。さすが IBD の専門
家だ、さすが岡田先生の弟子だ。
ゼン先生：ここでいくらほめても、根津先生はこの記事は妄想
だと言っていますからね。
小越先生：根津先生はすごい、というのも・・・ハハハ、妄想
だ。

↑パネルディスカッションⅢです。長期在宅栄養管理のセッションで
す。長期となると、どうしても小児、ということになるのですが、大
人の長期在宅栄養管理のほうが対象症例は多いはずです。しかし、小
児のほうが、気合が入っているのでしょうか。いつも、長期在宅栄養
管理となると、小児ということになるのです。大人の在宅栄養管理っ
て、ちゃんとやられているのでしょうか。そこを、次回は議論しよう
と思っています。大人の長期在宅栄養管理を真剣にやっておられる
方、発表してください。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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と思っている医師が、メディカルスタッフの意見を聞かずに、

ゼン先生：その通りです。胃瘻を造設することで、経鼻胃管よ

患者に苦労をさせて、管理レベルも下げているんでしょうね。

りも QOL を高く維持することができる、それもよくわかってい

小越先生：本当にそうなんだろう。彼らの意見を素直に聞けば、

ます。CV ポートにすることは医学的に間違っている、この意見

患者にとってもためになるんだけど。つまらんプライドが邪魔

もわかります。それと、在宅での管理の場合は、液状の半消化

をしているんだろうよ。

態栄養剤を使うと、指導管理料が算定できないので、在宅医た

ゼン先生：でも、逆に考えると、医師が自分達よりメディカル

ちは苦労しているようなんです。在宅成分栄養経管栄養法指導

スタッフのほうが栄養管理に詳しい、ということを自覚してし

管理料を算定するために、半消化態栄養剤、あ、ポリペプ栄養

まうと、やはり全体のレベルが下がります。医師がちゃんと勉

剤でした、のほうが適応なのに成分栄養剤や消化態栄養剤、こ

強しなければならない、これをもう一度、きちんと自覚しても

れもペプチド栄養剤、を使う、なんてことも起こっているんで

らわないといけないと思いますよ。

すよね。

小越先生：なるほど、そう考えるとその通りだ。

小越先生：医療費の問題ももちろん大事だけどな。

ゼン先生：胃瘻問題なんか、そういう部分があります。現場を

ゼン先生：だから、医学的側面と倫理的側面と社会経済的側面

見ている看護師は、経鼻胃管で経腸栄養を実施している患者が

から考えようということで議論が始まったんです。

いたら、胃瘻にしてあげるほうがいいとか、経腸栄養剤を投与

小越先生：なかなか高尚な分析じゃないか。

している患者が下痢をしていたら経腸栄養剤を変更したり投

ゼン先生：でも、結局は認知症に対する適応になってしまった

与時間を変更したりとか、いろいろ考えていますからね。

ような、そんな感じでした。その議論の中で、ハイブリッド PEG

小越先生：胃瘻が適応なのに、なぜ胃瘻を造設しないのだ、な

という用語が使われているという話になりましてね。

んて思っているんだろうな。

小越先生：ハイブリッド PEG？どういう意味？

ゼン先生：主治医は食べる量が非常に少ないのに経口栄養でい
きたいと思っている。看護師は胃瘻を作って栄養管理をしなが
ら経口摂取の訓練をすればいいのに、なんて思っていたりもし
ます。要するに、きちんと患者のことを、特に、栄養管理に関
しては把握できていない医師が多いんです。
小越先生：そうか、特に、胃瘻問題に関してはそういうことが
多いんじゃないか？
ゼン先生：主治医が、胃瘻バッシングの影響で家族に説明する
のをめんどくさいと思っていることも多くなっているようで
すからね。そういうことも考えながら、パネルディスカッショ
ンⅠ「必要とする患者に適正に胃瘻を用いた栄養管理を実施す
るためには」というセッションを設定したんです。
小越先生：やっぱり、胃瘻問題ははずせないか。
ゼン先生：そうですね。でも、このタイトルに注目して欲しい
んですが。

↑最後のセッションは、ランチョンセミナーでしたが、私が演者でし
たので、座長はなし、スポンサーもなし、でした。「CV ポートの正し
い使い方：挿入から管理まで」でした。ま、弁当の邪魔にならないよ
うに、という内容にしたつもりですが・・・。私の写真は、みなさん
の邪魔にならないように、という場所に入れました。

小越先生：なに？タイトル？胃瘻問題だろう？
ゼン先生：PEG をやるには、ではなくて、胃瘻を用いた栄養管
理、なんです。胃瘻問題ではないんです。栄養管理の内容です。
小越先生：ちょっと難しい解釈になるな、そう言われると。
ゼン先生：そうですね。結局、議論は、終末期というか、認知
症患者に対する胃瘻の適応、っていう、いつもの議論になって
しまいましたけど。
小越先生：そうなってしまったか。その議論は、結局結論が出
ないんだろう？
ゼン先生：出ませんね。PEG の専門家たちは、できるだけ PEG
をやる方向に向かわせるために議論する。でも、高齢者、認知
症、脳梗塞後遺症なんかの場合には、ここまでは PEG をやれば
いい、という言い訳をつくりながら、でも、やっぱり PEG をや
るべきだ、と主張するんですが、どうなんでしょうね。
小越先生：ははは、それぞれの意見があるし、世の中は延命治
療だから胃瘻はダメ、という方向に動いているから、意見がか
み合わないんだろうな。

↑会場の「JA 鹿児島県会館」です。油田さん、ありがとうございまし
た。駐車場までフリーにしていただきました。左上は次回会長の関西
医大の北出先生です。9 月 23 日、24 日、神戸です。白尾先生、本当
にご苦労様でした。ありがとうございました。右下は、すばらしい写
真を撮ってくれた、白尾先生の御子息の白尾貞樹くんです。ありがと
うございました。ちょうど医師国家試験の合格発表待ちだったとのこ
と。現在は医師として鹿児島大学で研修医生活を送っておられるとの
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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ゼン先生：Hybrid nutrition after PEG の略で、経胃瘻栄養に

小越先生：やっぱり、それはおかしいとオレは思うけどな。

経口栄養や静脈栄養などを組み合わせて栄養管理を行う方法、

ゼン先生：私もそう思うんですが。ここでの議論が、PEG の専

だということです。

門家達の間でどういう議論につながるか、楽しみにしています。

小越先生：うううん、なんか、変だな。胃瘻を造設した患者に、

小越先生：オレも、その後の議論に興味があるな。

経口栄養や静脈栄養を組み合わせて栄養管理を行うことって、

ゼン先生：まあでも、こういう議論ができている、ということ

ふつうだよな。それにハイブリッドなんていう呼び方をつける

は有意義なんでしょうね。

ほうがおかしいんじゃないか？

小越先生：そうだよ。これがきっかけとなって、さらに議論が

ゼン先生：私もそう思うんですよ。ハイブリッド PEG って、も

進めば、本来どうすればいいのか、ということに行きつくと思

っと簡単にいうと、PEG を実施した後、口からも食べさせる、

うよ。

という意味になります。ハイブリッドって、異種のものを組み

ゼン先生：リーダーズでの議論が、その後のこの領域に影響を

合わせる、という意味ですから、経口栄養と経腸栄養を組み合

与える、そこに意義がある、という考え方もありますね。

わせる、ということですよね。

小越先生：そうだよ、そういう風に考えるべきだ。実際、リー

小越先生：そうなるな。とすると、逆に考えると、PEG をする

ダーズの影響で、栄養関連の研究会で議論が活発になったりし

と口から食べられなくなるけど、ハイブリッド PEG なら口から

ているんだろう？

食べられますよ、ということになるんじゃないか？

ゼン先生：そういう話は聞こえてきています。

ゼン先生：先生もそう思われるでしょう？

小越先生：そこが大事なんだよ。企業プレゼンをマネしている

小越先生：そうだよ。PEG をやると口から食べられなくなる、

研究会もあるというし。

と言っているようなもんだよ。

ゼン先生：そうですね。私自身がもっと大きな見方をすればい

ゼン先生：私もそう思ったから、この用語は使うべきではない、

いんですよね。

と主張したんですけどね。

小越先生：もちろんだ。君は、全体の流れを把握しておけばい

小越先生：でも、PEG の専門家たちは、PEG をやると口から食

いんだよ。

べられなくなるという考え方が既に広まっているから、それを

ゼン先生：ありがとうございます。そうします。

覆すためには、このハイブリッド PEG という用語を作って説明
しやすくすればいい、ということのようです。

【今回のまとめ】
1. 第 6 回栄養管理指導者協議会、リーダーズ学術集会が終わりました。盛会でした。鹿児島でや
ってもこれだけ集まってくれるのだから、全国、どこでも開催できるかな、という感じ。白尾
先生、油田先生、ありがとうございました。
2. 発表内容などを考えると、さらに 1 日の観光のための日を加えると、3 日間くらいの日程で開
催したいですね。
3. 新しいスタイルでポスターセッションを作ってみましたが、よかったんじゃないでしょうか。
近くでの議論、会話ができたのではないかと思います。議論の内容をレポートすることを忘れ
ないようにお願いします。
4. 「学会は議論の場」というテーマを考えると、少し物足りなかったのではないかと私は反省し
ています。プログラムの組み方にもう一工夫が必要だったかな？という感じです。
5. 第 6 回リーダーズ in Cangoxina に参加していただき、ありがとうございました。次は、もっ
とレベルアップしましょう。・・・すみません、今回の内容は、井上の独り言、と思ってくだ
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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