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『SGA という栄養指標は、栄養障害を見落とさず、拾い上げるために
栄養障害を見落とさず、拾い上げるために
用いるのです』
本当は、この原稿は 2 月中に完成させて、3 月 1 日に掲

ることになり、私を講演に呼んでくれたのです。伊丹空港

載する、というのがスケジュールなのです。でも、今回は、

から鹿児島空港までは約 580km、鹿児島空港から徳之島空

2 月 26 日、27 日、28 日、3 月 1 日と第 29 回日本静脈経腸

港までは約 470km。時間としては、それぞれ 1 時間ちょっ

栄養学会で横浜にいましたので、そのスケジュールを守る

と。高所恐怖症なのに、飛行機で景色を見るのは大好き。

ことができませんでした。次号から、きちんとスケジュー

今回もいろいろ飛行機からの写真を撮りました。桜島、開

ルを守ることにします。

聞岳。観光の話は、写真で紹介することにします。でも、

さて、1 月 31 日、徳之島へ講演に行きました。あの、話

後で考えると、この季節に行ったのが正解です。夏には絶

題になっている徳洲会に関連している徳之島です。徳洲会

対に行きません。なぜ？ハブですよ、ハブ。タクシーのト

の創始者、徳田虎雄氏は大阪大学の先輩ということになる

ランクに木の箱が置いてあって、
『これ、何？』と聞くと、

のですが、どうこういっても、すごい。一代であれだけの

『暇な時にハブを捕まえてこの箱に入れとくんですよ。ハ

病院を設立したのですから。その評価はいろいろなので、

ブを 4～5000 円で町が買い取ってくれるんです。
』という

これ以上のコメントは避けますが。もちろん徳之島は初め

こと。夏にタクシーに乗ると、この箱の中にハブが入って

て。いろいろ書きたいことがあるのですが、今回のこの原

いる？想像するだけでイヤ！ハブを捕まえるための鉗

稿の分量も考えないと、そんな感じ。旅行記じゃないんだ

子？も置いてありました。自分のカバンをトランクに入れ

から。といっても、思い出深い徳之島となりました。近畿

るのもいやだった・・・。講演は、栄養管理は大事なんで

大学奈良病院の薬剤部長だった立花さんが、何を考えてか

すよ、といういつもの内容。でも、宮上病院の理事長に喜

（こういう表現をすると叱られるかも？）徳之島で勤務す

んでいただきました。宮上先生は順天堂大学のラグビー部
出身で（もちろん医学部卒）、順天堂大学浦安病院の麻酔
科、神山洋一郎先生は後輩。私は神山先生とは Duke 大学
に同時期に留学していて、今も連絡を取り合っている仲。
宮上先生が『洋ちゃん』と呼ぶ仲だとのことで、一気に親
しくなった、そういう感じでした。話題の徳洲会と東京都
知事問題について、タクシーの運転手さんにいろいろ教え
てもらいながら、徳之島観光もさせていただきました。徳
之島での楽しみは、闘牛と選挙だとのことです。それから、
徳之島空港は子宝空港と名付けられているのですが、妊婦
が寝ているように見える寝姿山と出生率の高さに由来す

↑徳之島に到着すると、この景色が見えます。トライアスロン
で有名です。子宝空港という名称も覚えておきましょう。道路
を走ると『ようこそ民謡日本一の島、徳之島へ』という看板が
あります。宮上病院の関係で写真右の澤愛香さんの歌と演奏を
聞くことができました。その時は有名な方だと知らなかったの
ですが、一応、写真だけは撮っておいたのです。

↑一般的な徳之島の観光地です。上は金見岬で、景色が抜群でし
た。下左は西郷隆盛上陸の地。下真ん中はムシロ瀬という岩場で、
太平洋と東シナ海が一望できます。海の色が違うとのことです
が、よくわかりませんでした。奇岩だらけでした。右はソテツト
ンネル。ソテツでできたトンネルで、タクシーの運転手さんによ
ると、徳之島に来たら絶対に行かなくてはならない場所だそうで
す。他にもいろいろ観光地がありますので、是非、一度は行くべ
き島だと思いました。冬がいいと思います。夏？私は夏には絶対
に行きません。ハブがいるからです、もちろん。

るとのこと。3 町とも、市町村別合計特殊出生率で全国ベ
スト 10 に入っています。昭和 55 年には日本で 2 組目の五
つ子が生まれていますし、子供 4 人以上はざら、というこ
とです。長寿の島としても有名で、泉重千代さんの銅像が

↑ケンミンショーでも有名になった『玉子おにぎり』です。2 個
とも食べました。右は、とにかく、ブタ、ブタ、ブタの料理で
す。ヤギの肉はいかが？と言われましたが、遠慮しておきまし
た。玉子おにぎりは、うまかった。おにぎりって、海苔を巻く
より、私はこっちの方が好きだな。じゃがいもも名産だってこ
と、知りませんでした。

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
・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第３回

ありました。おみやげは、もちろん、黒糖。ハブの皮関連

随して用いられていますが、これは中島教授のアイデアで、

のおみやげ品もありましたが、買うわけがないでしょう。

それをオリンパスが製品化した、ということ。こういう仕

ハブ酒？とんでもない！

事が、今後どんどん重要になってきます。もちろん、私も

2 月 7 日には、大阪大学の MEI センター（臨床医工学融

その目的で仕事をしています。

合研究教育センター）の次世代内視鏡治療学共同研究部門

2 月 8 日には学研ナーシングセミナー『やってみる！ さ

の中島教授が主催する『第 24 回大阪大学医工情報連携シ

わってみる！ 演習と講義で実践力がつく！栄養療法の知

ンポジウム』が大阪大学の中之島センター、佐治敬三メモ

識とケアの実践：静脈栄養法の技術』が大阪で開催されま

リアルホールで開催されました。『医療機器開発の現場か

した。私のトークショーみたいなものでしたが、約 4 時間

ら』がテーマ。私は『大阪大学の IVH 研（岡田 正先生）

半、気楽にやらせていただきました。特に輸液ラインの

では、もう 30 年以上前から産学連携で仕事をしてきた』
という歴史について講演しました。もちろん I-system の
開発についても説明しましたが、O 型シラスコンカテーテ
ル、パレメンタール、エレメンミック、ソービタ、HPN 用
輸液管理システムなどは産学連携の結果、生まれたものな
のです。現在の大阪大学はこの領域にものすごく力を入れ
ているのです。オリンパスが発売している『内視鏡用炭酸
ガス送気装置』は、胃カメラや大腸ファイバーの装置に付

↑もともと阪大医学部があった中之島周辺は、阪大が吹田に移転
してから変貌していました。福澤諭吉誕生地の記念碑ができてい
ました。どうこういっても、適塾の塾生であったので、こうして
大阪でも大事にされているのでしょう。という意味では、福澤諭
吉は私の先輩でございます。

↑シンポジウムの様子です。左から第一部の司会、阪大消化器外
科の土岐教授、国立がん研究センター東病院の西田院長、東京慈
恵医大の炭山先生、山科精器株式会社の伴さん、元オリンパスの
五反田さん、です。右上が今回の主催者、大阪大学次世代内視鏡
治療学共同研究部門の中島教授。スライドが顔に映ったままで最
後の挨拶をしておられます。本当、いいシンポジウムだったと思
います。

↑シンポジウムの懇親会で、大勢来ておられたニプロの方々との
写真です。このシンポジウムは、大学関係よりも企業の方が多か
ったのです。産学連携、医工連携、これが、今後の重要なキーワ
ードになるのですから。医だけではいい医療機器は作れない、医
のアイデア、経験を、工と産、企業と共に活かしてこそ、いいも
のが作れるのです。そこを、きちんとした形ですすめる、これが
阪大の目論見なのですよ。そのためにできたのが、うちの栄養デ
ィバイス未来医工学共同研究部門なのです。

↑2 月 8 日土曜日、学研セミナーを開催しました。ニプロ株式会
社との共催です。講義と実習を組み合わせたセミナーで、150 人
くらいが参加してくれました。ほとんどが看護師さん。特に、今
回は、輸液ラインの構造を理解していただき、実際にカテーテル
と輸液ラインの交換をやっていただく、という内容でした。講義
が約 3 時間、実習が 1 時間という配分。私も、ま、気楽にですが、
そばで、どのように実際は操作しているのかを見せていただき、
本当はこうするべきだ、などの指導をやらせていただきました。
いろいろなやり方が、はっきり言うと正しくない方法なのですが、
行われているようですね。ある意味、驚きでした。講義だけでは
ダメですね。実際に、目の前で、これが正しいんだ、という指導
が必要なのではないかと思いました。井上先生、怖くないんです
よ、本当はやさしいんですよ。実際に、実習で話した方々、そう
思ったでしょう？怖そうなのは見かけだけです、本当。でも、年
取って、さらに見かけが怖そうになってきたのでは？でも、これ
はどうしようもないのです。すみません。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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管理など、施設によってものすごく違うということを実感

いので、かえってすべりそう。逆に雪道を選んで歩きまし

させられました。

た。講演は看護部が中心となって開催された『もっと学び

その 1 週間後には、東京で日本環境感染学会があり、ラ

たい人のための evening seminar』で、
『静脈栄養を学ぶ～

ンチョンセミナーを。東北大学の賀来教授に座長をしてい

基礎とこれから』というタイトルでした。ま、いつものよ

ただきました。何年か前、一緒に講演したことがあり、結

うにしゃべりました。ニュートリー株式会社と JSPEN 北海

構意気投合していました。愛媛県生まれで、小学生の頃に

道支部会との共催で、JSPEN の看護師部会と薬剤師部会と

大分へ移られたとか。私のようにずっと愛媛県人ではない

栄養士部会が後援、という形式でした。今後、これを、ス

のですが、やはり、親しみがわきます。いい座長をしてい

ポンサーをつけないで支部会が運営する、という話になっ

ただきました。CRBSI 予防対策としてのガイドラインとし

ているそうですが・・・。

ては、CDC のガイドラインではなく、静脈経腸栄養ガイド

本来は、もう第 29 回日本静脈経腸栄養学会学術集会が

ラインを用いるべきだ、と強気の発言をしてきました。本

終わっているので、その話題も書かなくてはならないので

当に、CDC こそが正しいと思っている方々へのメッセージ

すが、それは、特別号とします。来年のこの学会のことも

を力一杯述べてきました。その日は大雪で、羽田－千歳空

考えた内容にしなければなりませんので。

港便が欠航するという大問題が発生。なんとか、AIRDO の
便で札幌へ行くことができました。札幌は、残念ながら、
ちょうど雪まつりが終わったばかり。大通り公園を歩きま
したが、雪像は全くありませんでした。滑り止めの靴底（ア
イススパイク）で歩いたのですが、普通の歩道には雪がな

↑2 月 14 日、東京の品川で第 29 回日本環境感染学会が開催され、
ランチョンセミナーでしゃべりました。あれ？第 29 回？JSPEN と
同じだな。テーマは、『CRBSI 予防対策：日本のガイドラインは
これだ！』。静脈経腸栄養ガイドラインを日本の CRBSI 予防対策
のガイドラインとすべきだ、という強気の主張をしてきました。
後日、ついに、日本環境感染学会に入会しました。賀来先生が、
司会の言葉として、『井上先生が環境感染学会に入会すると言っ
てくださいましたので』なんて言われましたので、約束通り、入
会しました。２年前のランチョンでは、自分が会員じゃないので
『座長は私と同じく会員でない秋田大学の多治見先生にお願いし
ました』と、会員でないことをギャグにしていましたが、もう、
そのギャグは使えなくなってしまいました。

↑札幌でございます。歩道には雪がないところもありました。右
の写真のような道もありました。アイススパイクを装着して歩き
ましたので、できるだけ、雪道を選んで歩きました。雪のない道
では、アイススパイクで歩くと、逆に滑りそうでした。はっきり
いうと、普通に歩いておられましたね、北海道の方は。私？歩き
方が変なのでよくすべるんです。雪道を普通に歩いたら、もちろ
ん、滑ってしまったと思います。転ばぬ前のアイススパイクでし
た。でも、雪のない道路では、このアイススパイクで歩くと、音
がうるさい。何？こいつ、うるさいなあ、と思われていたかもし
れません。確かに、雪のない道路ではそうですけど、雪道や凍っ
た道では、このアイススパイクは非常に有効だったと思います。
本当、私みたいにガニマタで歩く人は、絶対にアイススパイクを
使うべきです。カッコつける必要はないですよ。

↑ANA ホテルから会場までの道の途中に、日本三大がっかり名所
の『時計台』があります。やっぱり、その前を通ったら写真を撮
らないと失礼でしょう？いかに『がっかり名所』だといっても。
でも、私個人としては、日本三大がっかり名所といわれている、
長崎の『オランダ坂』と高知の『はりまや橋』よりはいいと思い
ます。どれもそれぞれの土地の歌の歌詞の中に入っていますけど。
という意味では石原裕次郎の『恋の町さっぽろ』が一番いいんじ
ゃない？『～時計台の下で会って私の恋は始まりました・・・』
いいでしょう？ちなみに、この歌碑が羊が丘展望台にあります。
という意味では、がっかり名所ではないのでは？歌碑との組み合
わせで、ということで。

↑『第 65 回さっぽろ雪まつり』がつい先日まで開催されていまし
た、という名残が雪の中に落ちていました。確か、3 日ほど前ま
で雪まつりだったのです。本当は、札幌雪まつりを見ることがで
きる、ラッキーと思って喜んでいたのです。でも、ニュースで雪
像が壊されていることを知り、ちょっと残念だと思いました。で
も、一つくらいは雪像が残っているだろうと甘い考えでいました。
だから、大通り公園の雪を踏みしめて会場へ行ったのです。確か
に、雪像は一つも残っていなかった。でも、アイススパイクのお
かげで、滑ることもなく到着したので、それで満足。右の写真は、
雪の深さを示す棒？の上にカメラを載せて、タイマーで撮った写
真です。寒そう！

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、徳之島へ講演に行ってきました。
ゼン先生

ゼン先生：いやあ、徳之島に関してはいろいろ話題があり
ゼン先生

小越先生：徳之島に講演？俺はそんなマイナーな所へ講演
小越先生

ますよ。でも、私がいちばんうれしかったのは、西郷隆盛

に行ったことはないぞ。海外のあちこちには行ったことが

が一時滞在したところへ行けたことでしょうか。

あるけど。

小越先生：相変わらず歴史好きだな。
小越先生

ゼン先生：先生は外国向け、私は日本向け。そういう意味
ゼン先生

ゼン先生：はい。西郷隆盛が遊んでいた『力石』というの
ゼン先生

では、私の方が勝っているかもしれませんね。

を持ち上げようとしてみましたが、無理でした。腰を痛め

小越先生：勝ち負けの問題ではないだろう。
小越先生

るといけないので途中でやめました。3 個あって、66kg、

ゼン先生：まあそうですが。隠岐島で講演したこともあり
ゼン先生

54kg、48kg ということですが、48kg でも無理でした。力

ますよ。田中誠くんが喜界徳洲会病院にいた時には喜界島

も弱くなったということでしょう。

へ行きましたし、県立八重山病院の今村先生に呼ばれて石

小越先生：年だよ、年。
小越先生

垣島へも行きました。

ゼン先生：そうですね。泉重千代さんの銅像も見ました。
ゼン先生

小越先生：講演か？
小越先生

りっぱな銅像でした。

ゼン先生：もちろんです。遊びのためにわざわざ行くよう
ゼン先生

小越先生：120
歳だったな。世界一の男性長寿だったな。
小越先生

な余裕はありませんよ。

ゼン先生：私なんか、まだその半分も生きてないことにな
ゼン先生

小越先生：しかしだな、仕事という名目で行って、本当は
小越先生

りますが。泉重千代さんの銅像の足を触りながら写真を撮

観光がお目当てという、いつものパターンだな。

ると長生きするらしいですよ。そうやって写真撮りました。

ゼン先生：メインは仕事ですよ、これは間違いありません
ゼン先生

小越先生：御利益があればいいな。
小越先生

から。実は、2 月に札幌へ行ったんですが、残念、札幌雪

ゼン先生：ないでしょう、多分。
ゼン先生

まつりがちょうど終わった時で、タイミングがよくなかっ
たですよ。
小越先生：タイミングがよくなかった？当たり前だろう。
小越先生
雪まつりの最中だったら、宿泊するホテルもなかったはず
だよ。
ゼン先生：そういえば、昨年のことですが、函館で似たよ
ゼン先生
うな話がありました。似てないかな？7 月に函館へ講演に
呼ばれたんですが、それが急にキャンセルになったんです。
その理由が、私の講演の日とグレイのコンサートの日が同
じだったんです。飛行機も宿もとれない、ということでし
た。
小越先生：さすがの君もグレイには負けたか、ハハハ。と
小越先生
ころでグレイって何だ？
ゼン先生：函館出身のロックバンドで、凱旋コンサートだ
ゼン先生

↑西郷隆盛が遊んだという『力石』です。66kg、54kg、48kg の 3
つの石。当然、一番軽い 48kg を持ち上げてみようとしてみまし
たが、無理？本気でやれば持ち上げることができると思います
が、腰を痛めてはいけないので断念。一緒に行った中野くんは
48kg を持ち上げていました。若さで負けた、力で負けた、気合
で負けた、そんな感じ。これを持ち上げたりして遊んだ？西郷さ
ん、よっぽどすることがなかったんだな。でも、島の人たちは西
郷さんの力に驚いたとのことです。

ったそうですよ。5 万人以上が集まったそうです。
小越先生：すごいな。でもな、普通の臨床栄養の講演会に
小越先生
は、そうだな、100 人来ればいい方だよ。
ゼン先生：そうですね。確かに、この臨床栄養の領域、講
ゼン先生
演会などの集まりが悪くなりましたね。PEG の研究会なん
かも、参加者数が減っていますよ。最盛期は、関西 PEG・
栄養研究会でも 500 人以上でしたが、最近は、300 人程度
になっています。なんといっても、PEG バッシングの影響
が大きいんでしょうけど。
小越先生：でも、JSPEN
の参加者は多いだろう？
小越先生
ゼン先生：そうですね。今年も
1 万人を超えたそうです。
ゼン先生
小越先生：そうだろう。研究会の頃と比べると昔日の感が
小越先生
あるなあ。
ゼン先生：来年の
JSPEN はどうなるでしょうね。
ゼン先生
小越先生：ま、いろいろ考えて、君らしくやればいいよ。
小越先生
ところで徳之島の話は、もうこれでオシマイなのか？

↑長寿世界一の泉重千代さんの銅像です。ものすごくいい石を使
っているのだそうです。銅像の左足の上に手を置いて写真を撮る
と、長生きするのだそうです。誰が言った？ま、いいです。でも、
生きられるはずはないのですが、120 歳まで生きるとすると、ま
だちょうど真ん中です。これから 60 年もやっていけませんよね、
こんなに身もココロもボロボロになってしまっているのに。一
旦、ここらで 40 歳ほど若返ってからなら、がんばれるかも。

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：戦艦大和の慰霊碑のところへも行きましたが、
ゼン先生

小越先生：確かに、そうだな。で、今回の話題は何にする
小越先生

なんか、寂しくなっていました。記念館がもう看板だけに

つもりだ？

なっていましたし、名簿の銅板も落ちていました。昭和の

ゼン先生：ここんとこ、ずっと、栄養評価の話をしていま
ゼン先生

頃はにぎやかだったようですが、平成になって、観光客が

すよね。

激減したということです。

小越先生：そうだな。
前回は栄養障害の分類で、その前は、
小越先生

小越先生：平成になってからか。そういえば、米軍基地を
小越先生

栄養評価指標の分類だったな。

沖縄から徳之島に移転させるという話が一時盛り上がっ

ゼン先生：そうですね。前回は
Jensen の
ゼン先生

たな。

starvation-related、acute disease-related、chronic

ゼン先生：その話も聞きましたが、お年寄りたちの反対で
ゼン先生

disease-related Malnutrition という話でした。
前々回は、

なくなったそうです。

栄養評価指標は、使い方で静的にも、動的にも、予後判定

小越先生：太平洋戦争の傷跡が心の中に根付いているんだ
小越先生

にもなる、という内容でした。

ろう。

小越先生：ま、大事な話だから、本当は、もっときちんと
小越先生

ゼン先生：そうですね。そうそう、道路がものすごく舗装
ゼン先生

した場で議論すべき内容だと思ったりもしているけど。

されていて驚きました。細い山道みたいなところまで舗装

ゼン先生：そうなんですが、この『ゼン先生の栄養管理講
ゼン先生

されていました。それから、気候がいいからでしょうね。

座』の読者を増やすには、結構レベルの高い話にする必要

トライアスロンが盛んなんですよ。

があると思っているんですよ。ある意味、リニューアルで

小越先生：トライアスロンか。そういえば、トライアスロ
小越先生

すから。

ン発祥の地へ行ったと言ってたな。

小越先生：その意図は非常にいいと思うけど、もう、栄養
小越先生

ゼン先生：先生、よく覚えていてくださいましたね。そう
ゼン先生

評価については、ネタ切れなんじゃないか？

です。米子の皆生温泉ですよ。

ゼン先生：いやいや、そんなことはないです。なんなら、
ゼン先生

小越先生：そうだそうだ。
小越先生

『ゼン先生の栄養評価講座』にしましょうか。

ゼン先生：徳之島には『尚子ロード』というのがありまし
ゼン先生

小越先生：強気だなあ。
小越先生

てね、シドニーオリンピックのマラソン女子で優勝した高

ゼン先生：今回は、原点に帰って、SGA
についての話題と
ゼン先生

橋尚子が練習した道路、ということです。

しませんか。

小越先生：なるほど。もちろん、行って写真を撮ったんだ
小越先生

小越先生：SGA
については、第 1 回で相当話したぞ。ま、
小越先生

ろう？

俺に SGA って何の略語？なんて、失礼な質問もしてきたけ

ゼン先生：はい。先生、そろそろ臨床栄養に話題を移さな
ゼン先生

ど。

いと、徳之島の話だけで第 3 回が終わりそうです。札幌の

ゼン先生：そうでした、すみません。
ゼン先生

講演会のことも話題として取り上げようとしたら可能な

小越先生：君だから許したけど、他のやつらだったら、こ
小越先生

ので、そうしたら完全に旅行記になってしまいます。

の連載に登場するのもやめただろうな。

小越先生：ほとんどが旅行記みたいなものじゃないか。
小越先生

ゼン先生：ありがたいと思っています。
ゼン先生

ゼン先生：そんなことはありません。臨床栄養について勉
ゼン先生

小越先生：SGA
の何について話すんだ？
小越先生

強していただくために、この連載を続けているんですから。

↑戦艦大和の慰霊塔です。大和の沈没地点に一番近い陸地が徳之
島とされて慰霊塔が建てられたそうですが、実際には、屋久島や
奄美大島の方が近いとのこと。枕崎市の火の神公園内に沈没地点
を遠望する平和祈念展望台が建てられているとのことです。昭和
60 年に沈没地点が断定されたとのことで、だから、この戦艦大和
記念館は廃館になったのでしょうか。看板の字も読めなくなって
います。でも、この岬、なんとなく、おごそかな雰囲気がありま
した。

↑シドニーオリンピックのマラソンで優勝した高橋尚子の記念碑。
尚子ロードという名前がついています。しかし、もう 14 年前のこ
となんですね。シドニーオリンピックって 2000 年のことだったん
ですね。冬場のトレーニングは、いいでしょうね、ここは。夏は、
当然、暑すぎるでしょう。私はボーッと立って写真を撮ってもらっ
たのですが、中野くんは、私が写す瞬間に高橋尚子と同じ格好をす
るんですからね。やります。やっぱ、若いんでしょう。でも、私は、
若い頃でもこんな格好はできなかったと思います。ま、性格です。

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：SGA
って、栄養障害の検出率が低いとよく言わ
ゼン先生

ゼン先生：そうなんでしょうね。Controlling
Nutritional
ゼン先生

れているんですよ。

Status を CONUT としたとのことです。実は、私、これを提

小越先生：検出率が低いからダメということか？
小越先生

唱した Gonzalez DB の ESPEN での発表をレポートしてるん

ゼン先生：ダメとはいわれませんが、別の指標の方がいい
ゼン先生

ですよ。

んじゃないか、とは、よく言われています。

小越先生：ほおお、そうなのか。
小越先生

小越先生：例えば？
小越先生

ゼン先生：先生もご存じでしょう？大塚製薬工場と一緒に
ゼン先生

ゼン先生：MNA
とか、CONUT とか、でしょうか。
ゼン先生

ESPEN を取材する仕事ですよ。

小越先生：そういう類のものか。それだったら、MUST
とか
小越先生

小越先生：知ってるぞ。東口先生や雨海先生と一緒にやっ
小越先生

NRS-2002 なんていうのも、静脈経腸栄養ガイドラインには

てた仕事だな。

記載されていたんじゃないか？

ゼン先生：そうなんです。2003
年にカンヌで開催された
ゼン先生

ゼン先生：え！先生、ちゃんとガイドラインを読んでくれ
ゼン先生

ESPEN のポスター発表でこれを取り上げました。私がレポ

ているんですね。

ートしたんですよ。だからゴンザレスさんにも会っていま

小越先生：偉そうには言わないけど、少しずつだな。栄養
小越先生

す。

評価の部分は、最初の章だろう？だから MUST なんていう

小越先生：そうか。そしたら、その時、この
CONUT をなん
小越先生

用語が頭に浮かんでいるんだけど、それ以後は、なかなか

と発音したか、覚えてるだろう？

読めてない・・・。

ゼン先生：と言われると、それほどはっきりとは覚えてい
ゼン先生

ゼン先生：いやあ、先生に最初の章だけでも読んでいただ
ゼン先生

ないんですが、COntorllling NUTritional status という

けているなんて、感激ですよ。

ことで『コニュート
コニュート』と発音したように思います。
コニュート

小越先生：大げさに言うなよ。全部読まないといけない、
小越先生

小越先生：なるほど、
もともとの英語のことを考えると『コ
小越先生

みたいな雰囲気になってしまうから。

ニュート』という発音が正しい、俺もそんな気がする。ま

ゼン先生：確かにそうですね。
ま、暇な時で結構ですので、
ゼン先生

あスペイン人の英語の発音は独特だからな。

読んでください、ということで。

ゼン先生：確かに、そうですよね。
ゼン先生

小越先生：MNA については、第 1 回で少し話題にしたけど。

小越先生：そうすると、CONUT
の発音は『コニュート』で
小越先生

ゼン先生：そうですね。CONUT
も結構使われていますよ。
ゼン先生

いいということになるが、その、SGA については、どう判

この CONUT ですが、どう発音すればいいんでしょうね。学

断する？

会なんかでは、
『コナット』という発音が多いように思い

ゼン先生：栄養障害の検出率が低いという問題については、
ゼン先生

ます。
『コ』にアクセントがあるんですよ。

私は、この SGA という方法が開発された経緯から理解する

小越先生：なるほど。でも、これって、辞書に載っていな
小越先生

必要があるんじゃないかと思うんです。

い英語だろう？

小越先生：アメリカの
Detzky だったな、考案したのは。
小越先生

ゼン先生：もちろんです。スペインの栄養士さんが作った
ゼン先生

ゼン先生：確か、Jeejeebhoy
のグループでしたよね。
ゼン先生

造語です。

小越先生：そうだそうだ、Jeejeebhoy
のグループだ。
小越先生

小越先生：お、
また造語か。成分栄養剤や ODA に似ている、
小越先生

ゼン先生：お金をかけずに栄養評価をしよう、ということ
ゼン先生

という感じじゃないか？

でした。そして、お金をかけて測定した血液検査の結果と
相関があるかを検討して、実際に使える、という論文を発
表しているんですよ。
小越先生：そうだったな。そうして、その
SGA という用語
小越先生
に対して、君が ODA と言う用語を造語したんだったな。
ゼン先生：そうなんですが、
私が言いたいのは、もともと、
ゼン先生
SGA は、栄養障害患者を拾い上げるという意図で考えられ
た指標なんです。ということは、そういう意図で患者さん
の話を聞き、診察することが大事だということなんです。
小越先生：根本的な考え方が意味をなすというんだな。
小越先生
ゼン先生：そうです。最初から、ある意味、この患者さん
ゼン先生
は栄養障害に陥っているはずだ、という先入観をもって診
断してもいいと思っています。栄養障害でない患者さんを

↑左は、朝潮の銅像。私、結構好きな横綱でしたね。栃錦、若乃花
が人気だったけど、なんとなく、私、朝潮が好きでした。右は犬の
門蓋のメガネ岩。この穴は隆起した珊瑚が季節風や荒波によって浸
食されてできたものでメガネ岩とも言われているとのこと。とにか
く、『犬の門蓋』を『いんのじょうふた』と読むのだそうですが、
何回チェックしても、結局、覚えられませんでした。このメガネ岩
の周辺は、非常にめずらしい景色でした。

拾い上げても、何も問題はないんです。それなのに、実際
の現場では、おそらく、栄養障害に陥っているのかな、い
ないのかな、という程度の考え方で診断しているから、検
出率が低くなるんだと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：なるほど。そこに大きな意味合いがある、と言
小越先生 なるほど。そこに大きな意味合いがある、と言

小越先生：SGA
は、本当は患者さんに対して必ず聞いてお
小越先生

いたいんだ。

かなければならない内容を聞くんだから、本来は表もいら

ゼン先生：そうです。
ゼン先生 そうです。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、

ないよな。

迷ったら、栄養障害あり、と判断するんです。そして ODA

ゼン先生：そうです。そこが
SGA のいいところだと思って
ゼン先生

をチェックして最終診断すればいいのです。それが主観的

るんです。でも、そういう意味を考えないで、SGA
るんです。でも、そういう意味を考えないで、
は検出

な判断の大きなメリットだと思います。栄養障害患者を見

率が低いから MNA の方がいいとか、MUST
の方がいいとか、
の方がいいとか、

落とさない、という意味で。

なんか、間違っているように思うんですが、おかしいでし

小越先生：確かにそうだよ。栄養障害のない患者さんを栄
小越先生 確かにそうだよ。栄養障害のない患者さんを栄

ょうか。

養障害の疑いありと診断してもいいんだ。

小越先生：SGA
をスコア化している施設もあるらしいな。
小越先生

ゼン先生：でしょう？そこの根本的な考え方が間違ってい
ゼン先生 でしょう？そこの根本的な考え方が間違ってい

ゼン先生：確かに、主観で、というと、むずかしいと思わ
ゼン先生 確かに、主観で、というと、むずかしいと思わ

ると言いたいんです。栄養障害の患者を拾い上げるための

れることがありますから、スコア化というのは一つの考え

SGA であって、栄養障害の患者を見落とさないようにする

方かもしれません。でも、根本的には、栄養障害を拾い上

ことが重要なんです。だから、栄養障害の患者の検出率が
養障害の患者の検出率が

げる、見落とさない、

低い、という発表は、ある意味、根本的な SGA の意義を理

という意図で作られた

解してないことになる、と思ったりするんですが、どうで

指標だということを理

しょう。

解して使ってほしいと

小越先生：いつも君の意見に押し切られてばかりだけど、
小越先生 いつも君の意見に押し切られてばかりだけど、

思うんです。
そしたら、

その通りだと思う。さらに、診断のための道具は何もいら

もっと有用性が理解で

ないんだものな。

きると思うんですけど

ゼン先生：そうです。ほかのいろんな指標は、その方法自
ゼン先生 そうです。ほかのいろんな指標は、その方法自

ね。

体を覚えられないし、計算しないといけないし、血液検査
もしないといけないし。MUST なんて、BMI
BMI を求めないとい
けないし、2 段階で実施しないといけないし、方法を覚え
ておかないといけないので、めんどくさい
ておかないといけないので、めんどくさいし、ある意味、
難しいと思います。

【今回のまとめ】
1. 『第 29 回 JSPEN が終わりました。さあ、もう、心は来年、京都で開催される、第 30 回 JSPEN
（会長：大阪大学
（会長 大阪大学 井上善文）に切り替えてください。
2. スクリーニング指標として CONUT、
CONUT、MNA、
MNA、MUST などの指標もありますが、SGA
などの指標もありますが、SGA が一番基本的な
考え方で栄養評価ができると思います。
3. CONUT はちょっと意味合いが違います。血液検査データでスクリーニングを行うので。CONUT
はちょっと意味合いが違います。血液検査データでスクリーニングを行うので。CONUT
の発音は、Controlling
の発音は、Controlling Nutritional Status の略語であるということを考えると、『コニュ
ート』と発音するべきだと思います。
4. SGA は栄養障害の検出率が低いという話がありますが、私は、それは、考え方が間違っている
のではないかと思っています。主観的に判断するのだから、栄養障害患者を拾い上げる、最
のではないかと思っています。主観的に判断するのだから、栄養障害患者を拾い上げる、最
初からそういう意図で実施すべきだと思います。

5.

栄養障害に陥っていない患者を、SGA で栄養障害に陥っていると判断しても何も問題はありま
せん。それより、栄養障害患者を見落とさない方が大事です。それが本来の SGA の目指すと
ころなのですから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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