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『佐伯矩の栄養の歴史は 100 年だけど、栄養療法の歴史はまだ 50 年』
この栄養管理講座、もう 60 回です。還暦です。ということは、リスタートする、ということかと思います。ちょうど栄
養 100 年のイベントを終えたところなので、いいきっかけになるはずです。
11 月は忙しかった、でも、なんとか、無事、自分の役目を果たすことができた、そんな感じです。どの仕事も結構大変
だった、と思います。講演の準備も結構大変でした。タイトルも内容もそれぞれで違うので、あそこでの講演をちょっと
アレンジしたらいい、そんな感じではなかったのです。ストーリーを学会や研究会に合わせて作り直す、大変ですが、楽
しい仕事でもありました。
まずは 11 月 3 日、千葉の幕張で開催された第 63 回日
本口腔外科学会総会・学術大会での講演。招聘講演とな
っていて、
「もし私が口腔外科患者の周術期栄養管理をま
かされたなら」というタイトルで講演しました。ホテル
でのんびりさせていただきました。幕張から東京のスカ
イツリーが見えました。なぜ、井上がここで講演？口腔
外科のことは何も知らないでしょう？会長の柴原孝彦教
授は親戚だから、でした。講演が終わってから大阪へ戻
り、翌日は照林社の臨床栄養セミナー、大阪版。
「ナース
ができる口腔ケアの進め方」の講師は、前橋日赤の伊東
七奈子さん。なかなか元気な講義をしていただきました。
ニプロの口腔ケアキットの説明、クリニコの試飲・試食
会も盛況でした。
11 月 8 日は愛知県江南市の江南厚生病院での講演（尾
北地域連携栄養管理・感染対策勉強会）。1 年前から管理
栄養士の重村くんに依頼されていました。愛知県に江南

会長の

市という町があることすら知らなかったのです、ごめん

柴原教授

なさい。33 科 684 床の大病院。着いたのは夕方で病院の
建物はちょっとユニークでした。講演タイトルは「静脈
栄養の管理と感染対策」。講演が終わってから懇親会があ

↑日本口腔外科学会が千葉の幕張で開催され、会長の柴原教授にお
招きいただきました。全然関係ない領域？そんなことはありませ
ん。口腔外科領域でも栄養は大事です。そういう話をしてきました。
いつものように、のびのびと講演させていただきました。

ったのですが、NST と ICT が一緒に、というのは初めてだ
ったとのこと。静脈栄養と感染対策は協力して行うべき
なのは当然です。私が NST と ICT の仲を取り持った？よ
うです。終わってからは江南駅から名鉄にのって中部国
際空港セントレアへ。翌朝、6 時発のフライトで沖縄へ行
くためでした。江南駅からは乗り継ぎなしで空港へ着い
たので、非常に便利でした。しかし、セントレアホテル
でチェックインする時、大勢の中国人観光客の団体がち
ニプロは口腔ケアキット製品の説明

↑愛知県江南市の江南厚生病院での講演後の懇親会です。NST と
ICT が一緒の懇親会は初めてだとのことです。でも、なんとなく、
私をはさんで、右が NST、左が ICT になっていたような・・・。NST
の重村くんのやる気が、これから NST と ICT のいい関係を築いてい
くのではないでしょうか。がんばってください。

クリニコの試飲・試食会

↑照林社のエキスパートナース臨床栄養セミナーです。伊東さんの
口腔ケアの講義です。「エキスパートナース」の、となっているの
で、看護師以外の職種の方が参加を躊躇しているようです。医師も
薬剤師も管理栄養士も、もちろん受講できますし、是非、受講して
欲しい。来年からは、単に「臨床栄養セミナー」としたいと思いま
す。もう来年の予定は決まっています。10 月 6 日が東京、10 月 27
日が大阪です。できたら、全国各地でこのセミナーを開催したいの
ですけどね。どうも、こういうオーソドックスな臨床栄養のセミナ
ーは人気がなくなっているようです。参加者数が減っています。し
かし、非常に大事なんですけどね。そこももう一度考えてみてくだ
さい。参加者が増えたら、全国各地で開催できるのです。よろしく
お願いします。

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

第６０回

ょうどチェックインしたところで、エレベータが満員。部
屋に入るまで 20 分以上待たされました。ものすごい荷物
なので、2 人くらいずつしかエレベータに乗れないのだそ
うです。
沖縄は、第 22 回日本摂食障害学会学術集会での講演の
ため。政策研究大学院大学保健管理センター教授の鈴木眞
理先生にお招きいただきました。ランチョンセミナー2 で
「栄養療法の基本と応用―静脈栄養と経腸栄養を有効に
実施するには―」として講演しました。摂食障害患者を診
ておられる方の学術集会だから、栄養管理にはムチャ詳し
いはずですが・・・と話を始めたのですが。いつものよう
にのびのびと講演させていただきました。かりゆしルック
で講演したので、なんとなく気分もリラックスしてしまい

↑沖縄です。那覇空港に降りてすぐ、かりゆしに着替えました。右
が会長の鈴木先生です。真ん中の銅像は、沖縄でサミットを開催し
た、小渕恵三総理です。私は気楽に行かせてもらいました。沖縄ら
しい景色が見える場所で写真を撮りました。

ました。天気も上々でした。万国津梁館が会場だったので、
那覇空港から 1 時間以上の距離。鈴木先生にタクシーを手
配していただいていたので、タクシーの運転手さんにいろ
いろ沖縄について話を聞かせていただきました。鈴木先生、
いろいろ細かいお気遣い、ありがとうございました。
16 日は東京で JCHO 学会。会長の JCHO 大阪病院院長の山
崎芳郎（やまさきよしお）先生に、会長企画講演として出
番を作っていただきました。山崎先生は阪大の IVH 研の先
輩ですから、講演タイトルは「NST の温故知新」。実は、沖
縄から戻ってきてから風邪をひき、咳が止まらなくなって

↑日本摂食障害学会での講演でした。万国津梁館、ばんこくしんり
ょうかん、と読みます。「津」を「しん」と読みます。興味津々、
です。

いたのです。でも、ホテルでゆっくりさせていただいたお
かげで、なんとか、無事、講演を終えることができました。
私の前の特別講演が女優の壇ふみさん。あまり面白い内容
ではなかった？私は自分の講演を壇ふみさんと同じ歳だ
ということで話を始めたのですが・・。私の講演の時間は、
プログラムでは私の講演だけで他に行く所もないはずな
のに・・学会の参加者は 2000 人だったのに・・講演後の
懇親会は満員だったのに・・私の講演を聞いてくれたのは
100 人くらいでした。私の人気がないのでしょうが、NST
や臨床栄養に興味がある人がものすごく少なくなってい
るのでは？そんな気がしたのです。NST の歴史について、
きちんとした歴史を解説しました。1970 年にシカゴで始ま
った？1973 年にボストンシティ病院で Blackburn が始め
た？どちらも間違っています。

↑JCHO 地域医療総合医学会の開会式の時の写真です。特別講演は
俳優の壇ふみさんでした。講演中には、もちろん、写真撮影はでき
ませんから、邪魔にならないように写真をとりました。満席でした。
壇ふみさんの講演も満席でした。タイトルは「仕事が教えてくれた
こと」で、理事長との対談。一人で講演してもらったほうが面白か
ったのでは？この特別講演後に私が NST についての講演をしたの
ですが、参加者が少なくてちょっと寂しかったかな。

翌日は大阪で第 22 回関西栄養管理技術研究会。テーマ
は「『入退院支援加算への対応』を考える」でした。その
内容で、入院前、入院中、退院前の栄養評価が重要だ、と
いうことになり「栄養評価の理論と実際」と題する講演を
私がすることになったのです。参加者数は 120 人ほどだっ
たとのこと。しかし、発表内容を聞いて思ったのですが、
これだけ頻回に診療報酬制度が変わると、医療内容よりも
診療報酬制度についての勉強のほうが大事になってしま
うなあ、医療経済の勉強ばかりしなくてはならないな、と

↑関西栄養管理技術研究会の時のパネルディスカッションです。診
療報酬の新しい制度にちゃんと適応している施設からの発表でし
た。付いて行けていない自分に気づいていました。このあと、栄養
評価についての講演をしました。新しいスライドをたくさん作りま
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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思いました。本当の医療者として患者さんのために仕事をしたいという純粋な気持ちが掻き消されることになってきてい
る、そんなことを考えていました。
そうして 11 月 25 日に栄養管理指導者協議会：リーダーズの第 8 回学術集会、栄養 100 年イベントを松山市、市立子規
記念博物館で開催しました。前日の 11 月 24 日には栄養寺参拝。三々五々、参拝されたようですが、40 人くらいは行かれ
たようです。その都度、高橋住職にいろいろ話をしていた
だきました。その夕方は「栄養 100 年記念パーティ」
。数
人しか来てくれなかったらどうしよう、と思っていたら、
最終的には 70 名が参加してくれました。にぎやかなパー
ティになりました。ありがとうございました。パーティで
はたくさんの方にコメントをいただきましたが、本音で語
ってくれ、非常に和やかな雰囲気のパーティでした。25
日の学術集会の参加者は、招待者もいれると 103 名で、100
名を超えました。私は数百名が来るのではないか？来てほ
しい？と思っていたのですが、北出先生、栗山先生、根津
先生、松末先生、西口先生などから、すごい、物好きが 100
名もいる？すごい、喜べ、というコメントをいただきまし

↑栄養寺と、栄養寺にある佐伯矩の書です。旧字は「榮養」で、佐
伯矩が書いた字は新字の「栄養」です。

た。せいぜい 20 名くらいだと予想していたとのことです。
私は、それはないだろう、と思っていました。中村先生、
原先生の特別講演、記念講演、栄養寺の高橋住職の講和、
臨床栄養関連の企業 5 社の歴史に関する講演、4 人のレジェ
ンド（薬剤師、管理栄養士、看護師、医師）の講演、どれ
もすばらしい内容でした。私自身は、予定よりも講演時間
が短くならざるをえなかったので、ちょっと不完全燃焼で
あったのは正直なところですが。でも、非常にレベルの高
い、他では聞くことができない内容の講演を聞かせていた
だきました。100 人ちょっとしか聞けなかった、のは「もっ
たいない！」と思います。

↑第 8 回リーダーズ
まりました。

栄養 100 年の会場の雰囲気です。100 名が集

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

3

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

第６０回

小越先生：松山の子規記念博物館で開催した、第 8 回リーダー

ゼン先生：ええ！？コーヒーとか紅茶とかを飲む時に使う器で

ズはどうだった？栄養 100 年イベント、どうせ、たいした人数

すよね。

は集まらなかったんじゃないか？世の中、君が考えているほど、

小越先生：そうだろう、君の知識レベルはそんなもんだろう。

栄養に関する物好きなんていないはずだ。

ゼン先生：トングと同じようなことではないですよね。

ゼン先生：そう思うでしょう？私がこの企画を考えた時、そう

小越先生：ああ、君がトングって何か、知らなかったというこ

思った人がたくさんいました。

とだろう？

小越先生：だろうな。オレもそう思う。栄養の漢字、100 年の

ゼン先生：まあそうですが。

歴史？しかも 3 連休の最終日に、しかも愛媛県松山市で開催す

小越先生：マグカップってな、英語では mug でいいんだよ。Cup

る？そんな暇な連中はそういるもんじゃないよ。20～30 人しか

はいらないんだ。mug 自体に「取っ手つきで陶製のコップ」と

来なかったんだろう？

いう意味があるんだ。知らなかっただろう？

ゼン先生：その数字を明確に出したのは、栗山先生、北出先生、

ゼン先生：知りませんでした。ああいうものの形をマグという

西口先生、根津先生です。読みが甘い！

んだと思っていました。マグカップって、カップカップってい

小越先生：もっとたくさん来たのか？

うことになるんですね。

ゼン先生：来ました。私は 300 人の会場を準備したんですが、

小越先生：そうだよ。だからマグでいいんだ。

事前登録の状況をみて、半分に減らしました。

ゼン先生：知らなかった。ということで、引き出物はマグにし

小越先生：150 人？それこそ甘いだろう。

ました。

ゼン先生：最後まで強気で、引き出物も 150 個用意しました。

小越先生：マグか。どんなマグなんだ？

小越先生：引き出物？結婚式じゃないんだから、記念品だろう。

ゼン先生：知りたいですか？見たいですか？

ゼン先生：実は記念品です、確かに。

小越先生：早く言え！

小越先生：どんな引き出物を用意したんだ？

ゼン先生：：松山の有名な陶器、砥部焼のマグで、「栄養」、栄

ゼン先生：そう、その引き出物ですが。

養 100 年記念

小越先生：違う、記念品だ。

字を入れました。

ゼン先生：記念品はいろいろ考えたんですよ。佐伯矩の直筆の

小越先生：へええ、なかなか考えたな。
「会長；井上善文」とは

漢字、栄養、を使いたいと思いましてね。携帯ストラップ、楯、

入れなかったのか？

平成 30 年 11 月 25 日

第 8 回リーダーズ、と文

バッジ、など考えたんです。予算の問題もありますから。
小越先生：そこだよ、予算が大事だよ。
ゼン先生：予算は、企業プレゼンをしてくれた 5 社が協力して
くれましたし、抄録集の広告で協力してくれた企業もいて、余
裕ができたんです。
小越先生：そうか。君のそういう物好きな発想に協力してくれ
た企業がいたって、うれしいことだな。
ゼン先生：本当に、ありがたいと思っています。お金に余裕が
できたら、参加者に喜んでもらえるものを引き出物にしたいと
考えたんです。
小越先生：そうか。その引き出物は何にしたんだ？
ゼン先生：松山へ行ってよかった、このイベントに参加してよ
かった、って思えるものを引き出物にしたんです。
小越先生：君の気持ちはよくわかったから、引き出物は何なん
だ？

↑栄養寺の中です。浄土宗、知恩院の系列だとのことです。すみま
せん、宗教に詳しくないので。金（きんです。お金ではありません
が、お金もかかっているでしょう）を使った、かなり華美であるこ
とが特徴だそうです。浄土はこんなに明るいのだ、という意味でし
ょう。

ゼン先生：あまり小さいものにすると、失くす可能性がありま
す。あまりちゃちなものだと、大事にしてもらえません。
小越先生：わかったよ、その意図は。どんなものを引き出物に
したんだ？
ゼン先生：知りたいですか？先生もきっと欲しがると思います。
小越先生：何なんだ？引き出物は。
ゼン先生：マグカップです。
小越先生：マグカップ？なんだ、マグカップか。
ゼン先生：マグカップって、なんだ、という程度のものですか？
小越先生：第一、マグカップという表現が、日本語としておか
しいって知ってるか？

↑寺の入り口にある佐伯矩の記念碑の前で写真を撮りました。私が
撮った写真で、いい雰囲気です。私は入らなくていいの？もう何回
も撮っていますからね。
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：入れませんでした。なんか、照れくさいでしょう？

小越先生：そうか、いろいろ事情があるんだな。

小越先生：そういう所に名前を入れたがる人のほうが多いんじ

ゼン先生：いろいろ、です。次の目玉は「臨床栄養に貢献した

ゃないか？

臨床栄養関連企業の歴史と今後の展望」として、5 社に、20 分

ゼン先生：そうですか？そうかもしれませんが。私は入れない

ずつ講演してもらいました。現在の臨床栄養って、はっきりい

方がいい、と思いましたので。

うと、企業の方々の貢献がなければ、ここまで発展していませ

小越先生：まあいいよ。君の方針だからな。

んよね。

ゼン先生：
「栄養」という漢字は栄養寺にある佐伯矩の直筆です。

小越先生：その通りだ。最近は、企業にリードされているんじ

高橋住職に使っていいと言っていただきましたので。

ゃないか？

小越先生：いいな、それ。オレも欲しい。

ゼン先生：それはそうなんですが、その話は置いといて。とに

ゼン先生：まだ残っているので、先生には特別にプレゼントし

かく、私は、こういう企業の貢献について医療者に知って欲し

ます。

いと思っています。もちろん、企業なので営利目的で活動して

小越先生：だろう？たくさん残っているんだろう？ということ

いますが、純粋に、日本の栄養管理レベルを上げたい、それに

は、参加者は 50 人くらいだったんだろう。

よって医療に貢献したい、と思っておられる、それは、私が親

ゼン先生：いえいえ、読みが甘いですよ。先生も。

しくしている企業の方々と話をすると、本当に実感します。

小越先生：早く言えよ。

小越先生：そういう歴史を話してもらったんだな。

ゼン先生：はい。招待者も含めて 103 名でした。

ゼン先生：そうです。企業にとっても悪い話ではありませんし、

小越先生：100 名を超えたのか。すごい。うれしいことだな。

20 分間を自由に使ってください、ということにしました。

ゼン先生：本当に、うれしいことです。

小越先生：その企画で協賛金を出してもらったんだな。

小越先生：もちろん、講演の内容もすばらしかったんだろうな。

ゼン先生：そうです。本当にありがたく思っています。それに、

ゼン先生：もちろんです。中村丁次先生には「臨床栄養管理の

5 社ともに有意義な内容でした。いい勉強をさせてもらいまし

歩みと課題」について講演していただきました。日本の管理栄

た。

養士制度などの内容でした。人間栄養学をこれから推進してい

小越先生：100 人あまりの参加者も、そう思っているだろうな。

かなければならない、と強調されました。

ゼン先生：そういう感想のメールが何人からか、きました。

小越先生：なるほど。栄養管理はこれで完成ではない、これか

小越先生：栄養寺の高橋住職の講和は？

らも問題が山積している、ということだな。

ゼン先生：講和も意味の深い内容でした。先生、なごり雪って

ゼン先生：そうです。記念講演は、佐伯矩の最後の弟子、原正

ご存知ですよね。

俊先生で、「『栄養 100 年』佐伯矩博士の偉業と栄養行政」がタ

小越先生：もちろん知っているよ。歌だろう？イルカさんの歌

イトルでした。確か、85 歳です。佐伯先生の思い出や、栄養行

だろう？

政に関わった歴史についてでした。

ゼン先生：作詞作曲は伊勢正三ですが。当時、雪の分類として、

小越先生：しかし、それは極めて貴重な講演だな。

なごり雪という名称はなかったのだそうです。

ゼン先生：本当、そうです。今年の 2 月
に佐伯栄養専門学校の山崎校長にお会
いした時、原先生のことをお聞きして、
すぐに連絡して、4 月の外科学会の時に
原先生に東京でお会いしました。
小越先生：そこでお願いしたということ
か。
ゼン先生：そうです。よかったです。
小越先生：佐伯矩の教え子がまだ生きて
るって、ラッキーだったな。

↑高橋住職の説明を聞いています。実に丁寧に説明してくださいました。私が 2 回も聞いたの
で、
「同じような説明になりますが」と前置きして話しておられました。本当にありがとうござ
いました。

ゼン先生：本当に。実は、ダドリック先
生をお招きする、という話もあったんで
すよ。
小越先生：ダドリック？来てたら大変な
ことになっていただろうな。
ゼン先生：その話が来た時、狂喜乱舞し
ました、私 1 人で。でも、実現しません
でした。
小越先生：なぜ実現しなかったんだ？
ゼン先生：いや、まあ、聞かないでくだ

↑栄養寺には、三々五々、参拝に行くことになったのですが、高橋住職は、その都度、説明をし
てくれました。佐伯矩の書を囲んでの記念写真です。本当にありがとうございました。

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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小越先生：へええ、そうなのか。

士は、中村丁次先生に特別講演をお願いしたのですが、足立先

ゼン先生：名残の雪、という名称はあったそうです。ところが、

生は、食だけではなく、管理栄養士は静脈栄養も経腸栄養も考

この歌が非常に有名になって「なごり雪」という名称ができた

えた栄養管理ができるようにならなくてはならない、という考

のだそうです。新しく、です。2013 年には日本気象協会が「季

え方なので、講演をお願いしたんです。

節のことば 36 選」の 3 月に「なごり雪」が選ばれたのだそうで

小越先生：なるほど、よく考えているじゃないか。

す。

ゼン先生：ありがとうございます。本当は、時間があれば、リ

小越先生：なるほど、だな。

ーダーズの理事をしてくれている西口くんや栗山さん、増本く

ゼン先生：それから、国鉄が民営化された時、新しい名称を E

んにもこれからのことを話してもらいたかったんです。

電にしたんだそうですね。

小越先生：そういう話も聞きたかったな。でも、時間がなかっ

小越先生：知ってるぞ。だけど、その E 電という名称は全然普

た、か。残念だけど。

及しなかったと思うが。

ゼン先生：話を聞きたかった先輩はたくさんいました。特に、

ゼン先生：そうです。実は、私、知りませんでした。今の JR で

薬剤師の島田慈彦先生と笠原伸元先生にはお願いしたかったん

すね。

です。

小越先生：受け入れられるかどうかで、その用語が残るかどう

小越先生：当時の静脈栄養を引っ張った薬剤師、西の笠原、東

かが決まる、ということか。

の島田、だな。

ゼン先生：そうです。だから、
「栄養」という漢字は受け入れら

ゼン先生：島田先生には電話でお願いしたんですが。松山まで

れて、現在も使われているということなんです。

行くのは無理だ、ということでした。

小越先生：いい話だな。
「なごり雪」から「栄養」に続けたのか。

小越先生：二人とも 80 歳を超えているよな。

やるな、住職。
ゼン先生：本当、そうです。1 年前にこの話を提案してから、ず
っと、いろいろ協力していただきました。前日に栄養寺に参拝
された方達にも、それぞれに案内していただきましたし、パー
ティにも来ていただきましたし、ありがたいことです。
小越先生：本当だな。
ゼン先生：今回の企画ですが、栄養、というと食べ物、飲むも
の、サプリメント、というイメージですよね。栄養寺のある伊
予市で開催して、食の祭典みたいな感じがいいんじゃないか、
伊予市の市民にも来てもらって、という意見もありました。経
腸栄養剤や濃厚流動食の試飲なんかもして。でも、私としては、
近代栄養学の発展は、食だけではなく、静脈栄養と経腸栄養が
開発されて発展したことに大きな意味がある、という考え方で
進めたかったんです。だから、さっきも話題にしましたが、ダ
ドリック先生をお招きすることができるかもしれない、という
ことで舞い上がってしまったんですよね。ダドリック先生が無
理なら、これも無理なんですが、小越先生と岡田先生に話をし
て欲しかったんです。お二人の話こそが歴史ですから。
小越先生：そうだな、確かに、この 50 年の、静脈栄養と経腸栄
養の歴史は、オレと岡田さんの歴史だからな。
ゼン先生：われわれはそれを引き継いだだけですから。
小越先生：非常に素直だな。
ゼン先生：もちろんです。お二人が日本の栄養療法発展のパイ
オニアであることを否定する方は誰もいないはずです。
小越先生：そうか？それはうれしい発言だ。
ゼン先生：でも、私自身は、引き継いだだけでなく、発展させ
ようと努力はしています。でも、なかなかできない、そのジレ
ンマは先生も理解していただいていますよね。
小越先生：もちろんだよ。だから、こういうきっかけを作って
リスタートしようとしているんだろう？
ゼン先生：そうです。小越・岡田の流れを引き継いでいる、と
いう意味で、阪大関連の、薬剤師は佐藤健太郎先生、看護師は
山田繁代先生、医師は松末先生にお願いしたんです。管理栄養
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：話が聞きたいドクターもたくさんいるよな。

ゼン先生：しかし、須藤憲三自身がこの意見をどこかに記載し

ゼン先生：もちろんです。たくさんおられます。それから、若

ているのではなくて、須藤憲三がそう言っていた、ということ

手の、これから、という話も聞きたかったんですが、やっぱり、

なんです。その論文には「この話は後年他のある学者の発案の

静脈栄養と経腸栄養については、流れが淀んでいる感じがしま

ごとく伝えられておりますが」という、なんとなく、ちょっと

す。これからのリーダーズで活躍してもらう、という期待をも

悪意のある表現がされていていやなんですが。

って、ということです。

小越先生：須藤憲三は「栄養」という漢字を使っているんだろ

小越先生：ところで君は何をしゃべったんだ？

う？

ゼン先生：本当は、静脈栄養と経腸栄養の歴史について、じっ

ゼン先生：使っています。使っているという証拠はあります。

くり話したかったんですが、時間がありませんでした。だから

でも、須藤憲三は発案者ではありません。そこが大事です。今

抄録集に「ご挨拶、第 8 回栄養管理指導者協議会学術集会

回の講演で、じっくり話したいと思ってスライドを 136 枚も準

開

催にあたり」として、6 ページにわたって書きました。

備したんです。

小越先生：開会の挨拶がそんなに長文なのは、聞いたことがな

小越先生：じっくり話せなかったんだな。

いな。

ゼン先生：そうなんです。NHK の大河ドラマの総集編の DVD をわ

ゼン先生：時間が足りなくなるのは、予想していましたから。

ざわざ購入して、編集したりもしたんです。しかし、時間がな

とりあえず、伝えたいことのエッセンスは挨拶文にして書いて

くて・・・。少々終わる時刻が延びてもいいと思われるかもし

おこうと思いまして。

れませんが、今回は、松山市立ですから、終わる時刻はものす

小越先生：なんか、3 年ほど前の、君が会長をした時の静脈経

ごく厳密でして、融通がきかなくて・・・。

腸栄養学会の「誌上会長講演」みたいな雰囲気だな。

小越先生：それは残念だったな。でも、またの機会にそのスラ

ゼン先生：そうかもしれません。自分の出番は削ってほかの方々

イドを使って講演すればいいじゃないか。

の出番を作る、ということです。

ゼン先生：そうもいきません。この栄養 100 年のために作った

小越先生：でも、伝えるべきことは伝えないといけないだろう。

ので、この機会を逃すと、全然意味のないスライドもあります

ゼン先生：もちろん、最後の自分の講演で伝えました。漢字『栄

から。

養』の歴史について、ですが。

小越先生：しかし、漢字「栄養」の起源を解明したんだろう？

小越先生：佐伯矩が 100 年前に「営養」を「栄養」に代えるよ

ゼン先生：しました。きちんと資料を検証しながら、解明しま

うに建言した、ということだな。

した。

ゼン先生：それは間違いではないんですが、どうも、佐伯矩が

小越先生：そういう話に興味のある人がいるだろうよ。

『栄養寺』から『栄養』という用語を造語した、という雰囲気

ゼン先生：本当にいるでしょうか。

で理解されているようです。
小越先生：そうなんじゃないのか？
ゼン先生：それは違います。断言できます。
小越先生：強気な発言だな。それが違うということになると、
佐伯栄養専門学校、栄養寺、どちらも困ったことになるんじゃ
ないか？
ゼン先生：つきつめるとそういうことになりますが、そこまで
考える人はそう多くないですし、そういうことにしておくので
もいいかな、とも思っています。
小越先生：そういうことにしておく？君にしては中途半端な発
言だな。
ゼン先生：確かにそうなんですが。まあ、いろいろな意見があ
ることも間違いないんです。
小越先生：いろいろな意見？
ゼン先生：「営養」を「栄養」に代えるべきだと主張したのは、
佐伯矩よりも、旧制金沢医科大学の学長で生化学者、須藤憲三
のほうが先だ、という意見もあるんですよ。
小越先生：そういう意見もあるのか。
ゼン先生：実は、私も知らなかったんですが、今年の静脈経腸
栄養学会の会長、木村教授が会長講演でそう言ったそうです。
その話を関東労災病院の秀村先生と、奈良の松末先生が教えて
くれました。それがきっかけとなって、いろいろ歴史を調べた

↑前日の記念パーティの写真です。みなさん、非常ににこやかに話
をされました。曝露？的内容もありました。いいパーティでした。

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：いるはずだよ。きっと。

ゼン先生：いやです。ここで曖昧にしておいたら、話を聞きた

ゼン先生：でも、終わってから、また、どこかでこのスライド

いと講演の機会を作ってくれる人がいるかもしれませんから。

を使って講演できたらいいんですが、というと、根津先生に「こ

小越先生：なるほど。気持ちはわかるよ。そういう物好きが世

んな話に興味があるのは、今日、来ていた 100 人の物好きだけ

の中に 100 人以上いたら、の話だけど。期待せずに待っていな

だ。」と言われました。

さい。

小越先生：ははは、確かにそうかもな。

ゼン先生：・・・・・・・。

ゼン先生：そんなもんですかねえ。
小越先生：そんなもんだよ。だから、ここで漢字「栄養」の起
源について、きっちり解説しなさいよ。

↑参加者全員での記念写真。ここでは食事ができないので、ランチョンセミナーはできませんでした。だから、道後温泉街で昼
食をとってもらいました。その昼飯休憩が終わって午後の部が始まる前に撮影しました。遅刻者は？林くんと朝倉くんがぎりぎ
りでしたが。写っていない人はいないと思いますが、ニュートリの三上さんはちょっと顔が欠けていますね。この写真を全員に
送らなくてはなりません。大変です。

【今回のまとめ】
1. 11 月 25 日、愛媛県松山市の子規記念博物館で開催した第 8 回リーダーズ学術集会『栄養 100 年イベント』、
本当の物好きが 103 名も集まってくれました。とうとう開催してしまった、という感じでしたが・・・。
2. 栄養寺へ 40 名くらいが参拝したとのこと。その都度、いろいろお世話をしていただきました、高橋住職、
ありがとうございました。講和も非常にすばらしい内容でした。心からありがとうございました。
3. このイベントに参加していただいた方々に、心からお礼申し上げます。おかげさまで、念願の栄養 100 年
イベントを開催することができました。リスタートのきっかけになればと思っています。
4. 講演内容は非常にすばらしいものでした。はっきりいうと、100 人しか聞いていたなかったのはもったいな
い。企業のプレゼンもありがとうございました。おかげで、このイベントを開催することができました。抄
録集の広告に協力していただいた企業も、ありがとうございました。
5. 漢字「栄養」の起源を解明したのですが、興味ないですか？世の中に栄養の物好きは 100 名ほどしかいな
い？

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

