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『栄養なんて・・・
と思っている医師が多くなっていることが問題です』
2019 年の正月休みは愛媛でゆっくり過ごしました。若い
ころは、年末年始は救急病院での当直や、勤務先での重症
患者の管理で仕事・仕事だったのだなあ、と思い出しなが
ら。でも、もう体力・気力とも、あんな仕事はできないな、
と思いながら、ゆっくり過ごさせていただきました。若い
ころは本当によく働いたよな、そんな感じ。お墓の掃除を
し、母に会い、故郷の海に会い、栄養寺に参拝し・・・落
ち着きました。宇和島城へ行ったこと、バス停『嵐』へ行
ったことは前回、報告しました。
2019 年の最初の仕事は、1 月 7 日、月曜日、千里金蘭大
学食物栄養学科での講義。講義内容は骨・筋肉系。講義用
スライドの最初は『栄養寺、謹賀新年』としました。続け
て『栄養』の歴史、管理栄養士に臨床の場で期待すること、
などについて話したのですが、わかってくれたかな？気持
ちが通じたかな？1 月 11 日は、大阪大学外科学講座の新年
会を兼ねた、九州大学の教授として母校に戻られた森正樹
教授の壮行会。300 人を超える出席者でした。森教授の阪
大 10 年在職中の業績が披露されました。九州大学では、
外科学講座の統合を任されておられるとのことです。
1 月 13 日からは 3 回目のインド。もう慣れている？とい
うことではないのですが・・・。行きは関空発のシンガポ
ール航空で。前夜は関空のホテルに泊まりました。朝、あ
わてて家を出るより、前泊しているほうが落ち着いて出発
できますから。シンガポール航空の飛行機はエアバスで、
私はビジネスクラスなので 2 階席だったとのこと。トラン
ジットのシンガポール空港で待っていてくれた、味の素株
式会社の細野君に教えてもらうまで、ふつうにビジネスク
ラスの座席で快適だった、としか思っていませんでした。
飛行時間は約 7 時間、寝たり、本を読んだり。最初のイン
ド訪問の地はコルカタ。かつての名称が『カルカッタ』だ
った都市です。なぞなぞで『インド旅行で一番荷物が少な
かったところはどこ？』というのがあったでしょう？答は
『軽かった：カルカッタ』です。かつては英語化された

↑3 回目のインド講演旅行の旅程です。インド国内だけでもどれ
だけの移動距離だったのでしょうか。パトナからブバネシュワル
へ行く時は、デリー経由でした。だから 1 日がかりだったのです。
これで 14 都市で講演したことになります。次は、どうも、インド
の西海岸だそうですが・・・。

↑パトナでの講演会です。初めてでしたら、ちょっと異様な雰囲気と思うでしょうね。今回は、シニア世代の女医さんばかりでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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Calcutta という名称であったが、2001 年にベンガル語の
呼称であるコルカタに正式名称が変更されたとのこと。ベ
ンガル語での記載はわかりませんが、英語では Kolkata
です。コルカタのホテルは高級でした。朝食も豪華でした。
しかし、なま物は一切口にしませんでした。食べたのは卵
料理が主でした。熱が通っていないものは食べない！2 日
目は夕方までフリー。部屋で自分の仕事をしました（第 7
回リーダーズの記録集の校正。相当な量でした。）。夜、第
1 回目の講演。今回は産婦人科医の集まりが主でした。タ
ブレット社の Dr.Dutta が産婦人科領域におけるアミノ酸
輸液の有用性について講演し、それに続いて私が消化器外
科医としてアミノ酸輸液の有用性について講演する、とい

↑講演終了後の記念写真？花束を貰いました。鉢植えの花を貰う時
もありました。日本に持って帰ることはできません。儀式です。こ
れを毎回、繰り返します。インド独特のものでしょうね。

うプログラムでした。その日の懇親会では、一応インド料
理を食べました。翌 15 日は空路でパトナへ。昼飯は飛行
機の中でカップヌードル・Maggi。これは少し安心して食
べることができました。夜、2 回目の講演。パトナはちょ
っと小さ目の町でした。シニア世代の産婦人科の女医さん
が主たる参加者でした。ホテルは、夜中に部屋の電気が突
然消えるトラブルが 2 回もありました。16 日はデリー経
由でブバネシュワルへ移動。まる一日、移動に費やしまし
た。昼飯はデリー空港で Pizza。細野君が大き過ぎる Pizza

↑毎回、毎回、記念写真を撮ります。写真が大好きなようです。日
本人は珍しいのでしょう、一緒に写真を撮って、という依頼もたく
さんでした。私は外人ですからね。

を買ってくれたのでがんばって食べました。飲み物はダイ
エットコーク。ストローは紙製でした。インドではプラス
チックは使わないという方針になったとのこと。夜、3 回
目の講演。講演後には懇親会がありましたが、もうインド
料理は食べませんでした。17 日は、空路でデリーへ移動
し、デリーからアーグラのタージマハルまで車で移動。思
ったより時間がかかり、
『地球の歩き方』で調べると、タ
ージ・マハルを観光できるのは日没までとのこと。大丈
夫？着いたら閉館しているのでは？と心配しながら約 4
時間のドライブ。着くと、チケット売り場はもう閉まって
いたのですが、タブレット社のヨゲッシュ氏と一緒でした

↑ブバネシュワルでの講演後の懇親会はいつものような内容。私
は、あまり食べる気はなかったのですが、とりあえず細野君とカレ
ーなどを食べました。細野君は、何でもうまい、うまい、と言いな
がら食べます。私？食べても死なないかどうか、で判断して食べま
した。前回のインド南部に比べると、北部のカレーはさらさらです。
カレーとは思わないのですが、カレーだとのこと。

ので、裏の手を使ったのでしょうか、案内の人が来てくれ
て、無事、タージ・マハルに入ることができました。入口
では荷物チェックがありました。ボディチェックも。ター
ジ・マハルはすごいところでした。表現しにくいのですが、
とにかくすごい。一見の価値がありますが、これを建てた
ムガル帝国の王様、やりすぎです。自分の愛妾のために作
った墓。20 年以上の月日をかけて、どれだけの手間と金
をかけたのでしょうか。すばらしいのですが。タージ・マ
ハルを出ると、インドらしいゴジャゴジャ、危険、そんな
感じ。ホテルは近かったのですが、別世界、安全、クリー

↑これがタージ・マハルです。観光客がいっぱいです。夕方の 17
時頃でした。

ン。ホテルからは一歩も外へ出ませんでした。その日は講
演はなく、ゆっくり過ごしました。翌 18 日も夜までフリー。フリーなら市内観光でもしたら？しません。危険ですから。
ホテルの部屋で、いろいろ仕事をしていました（自分の著書を 2 冊、読破）。アーグラでの講演は、開始時刻が 21 時。講
演後の懇親会は屋外で。22 時半から。インドは暑い、と思っておられるかもしれませんが、寒い。この日の気温は 5℃で
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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した。夜は、エアコンの暖房が効かない。部屋の温度を 27℃に設定したのに、寒い。毛布にくるまって、靴下もはいて寝
ました。風邪はひきませんでしたが。最終日は午前 7 時 45 分にアーグラのホテルを出発してデリー空港へ。霧が深い。約
3 時間のドライブで空港へ到着。タイのバンコク経由で関空へ戻りました。バンコクからは JAL。楽しみにしていた機内食
の日本食はうまかったのですが、ご飯は、普通に白いご飯を食べたかったな。とにかく病気にならずに帰国できたことで
ほっとしました。おみやげ？インドでは何も買わず。バンコクの空港でチョコレートを買いましたが、高かったなあ。
休む間もなく、21 日、月曜日は千里金蘭大学での最後の講義。インドの写真やビデオを見せたのですが、あまり関心は
なさそうな雰囲気でした。翌 22 日は後期試験。毎週、講義の復習の小テストをしているのですが、その中から全く同じ問
題を出しました。14 回分の小テストをきっちり勉強すれば、必ず合格できます。採点を終えた感想は、頑張ったね、でし
た。問題の最後：講義の感想は？結構、まじめに書いてくれていました。私が感じているよりは、講義に関心を持ってく
れている学生が多かったのかな？そんな感じでした。
24 日は岐阜の松波総合病院で開催された「第 22 回岐阜
南 NST 研究会」で講演しました。新幹線こだまで岐阜羽
島駅へ。そこからはタクシー。なぜ、岐阜市ではなくて
羽島市に新幹線の駅が？タクシーの運転手さんといろい
ろ話ができました。松波総合病院での講演は 2 回目、10
年ぶりでした。新しい建物ができていました。大きな病
院でした。講演会には島崎信先生も来てくれていました。
内容は、いつものような感じで、タイトルは『静脈栄養・
経腸栄養－その正しい適応と管理方法について―』。講演
時間を 90 分とってもらっていたので、ゆっくりと話すこ
とができました。懇親会も楽しい時間を過ごさせていた
だきました。副院長の林先生、学生時代に小越先生の講
義を受けられた NST ディレクタ―の山本先生、NST 専従の
穐山さん、ありがとうございました。講演ではインドで

↑岐阜羽島駅前です。円空？知らない、聞いたこともない。江戸時
代に諸国を遊行し、12 万体もの仏像を彫ったといわれる謎に包ま
れた修行僧だとのことです。繊維の街として活気があったとのこ
と。左は地元選出の大野伴睦代議士夫婦の銅像。大野代議士がムリ
クリに岐阜羽島駅を誘致したのだそうです。如何に功績があったと
しても、夫婦の銅像はいらない？

の話を前振りとしました。宿
泊は岐阜羽島駅前のホテル。
朝早くから、部屋の外の廊下
で中国語が飛び交っていまし
た。大きな声でした。翌 25
日は、一般社団法人 UHC 機器
開発協議会の社員総会。私は
理事ですので挨拶。この協議
会はインドでも活動していま
すので、インドでの講演につ
いて話しました。終わってか

↑松波総合病院での講演会後、NST のみなさんとの記念写真です。林副院長に座長をしていただき
ました。私の左は、小越先生の講義を聞いたことがある山本先生です。気持ちよく仕事をさせてい
ただきました。ありがとうございました。

らは『国産医療機器創出促進基盤整備等事業』交流シン
ポジウム。次世代内視鏡治療学共同研究部門の中島教授
が大活躍しておられることがよくわかりました。特別講
演は、メディカルトピア草加病院院長の金平永二先生。
腹腔鏡下手術に関するさまざまな機器開発と工夫の話、
感銘を受けました。大事なのは”discontent”。エジソン
は、
『必要は発明の母』と言ったのではなく『Discontent
is the first necessity of progress』と言ったのだと
のこと。”discontent”とは不平、不満、とでも訳します
かね。”discontent”が進歩の源、機器開発の源です。

↑当研究部門として開発した、ケーブルのない携帯型ポケットエコ
ー：IP エコーと、
新しい輸液ライン接続システム Completely closed
I-system です。栄養管理の領域に貢献できると思います。この写
真、前回とまったく同じです。今年の意気込みを示すためには、や
はり、今回も出さないといけないと思いまして。
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： 1 月ももう終わります。早いですね。

小越先生：そうか、あのタージ・マハルか。どうだった？

小越先生：1 月は行く、と言いたいんだろう？ほかにネタはな

ゼン先生：よかったですよ。一度は見る価値はある、と思いま

いのかね。毎年、この時期の話のとっかかりはこれだよ。2 月

した。きれいでした。

は逃げる、3 月は去る、だろう。

小越先生：君でも感動したか。

ゼン先生：ほんとうに、何か、いい話のとっかかりはないのか

ゼン先生：感動というほどではありませんが、すごい、と思い

と思います。

ました。日本にも歴史的建造物は多いのですが、全く違う雰囲

小越先生：それだけ知識の幅が狭くなってきているということ

気です。

だよ。歳をとるにつれてそうなるんじゃないのか？

小越先生：世界は広い、そう思っただろう？

ゼン先生：でも、歳をとるにつれて人生経験が増えますから、

ゼン先生：まあそうですが、あれもこれも見たい、なんて思っ

知識の幅も増えるんじゃないですか？

たらきりがありません。この歳ですから、もう、日本の中だけ

小越先生：経験は増えるけど、忘却も増えるだろう？だから、

で十分だと思っています。

最終的には減るんだよ。

小越先生：まあインドへ講演に行っても、何も感動せずに帰っ

ゼン先生：そうですか？確かに、忘れることが多くなっている

てくるんだからな、君は。

のは自覚しています。

ゼン先生：感動はしませんが、驚きはたくさん持って帰ってき

小越先生：だろうな。何か、新しいことをやれよ、マンネリ化

ています。

してしまっているんじゃないか？

小越先生：ははは、驚きか。今回のインド行は 3 回目だったん

ゼン先生：それは注意しながら活動しているつもりですが。

だろう？

小越先生：でもな、感性も鈍くなるからな。

ゼン先生：そうです。いつもは 5 日間で 5 都市で 5 回の講演だ

ゼン先生：その通りです。実は、新しいことではありませんが、

ったんですが、今回のスケジュールでは、1 日、観光のために

インドへ講演に行って、タージ・マハルへ行ってきました。

空けてくれたんです。それがタージ・マハルだったんです。

小越先生：インド？あのタージ・マハル？

小越先生：そうか、それはよかったな。

ゼン先生：あの、かどうかは知りませんが。インドのタージ・

ゼン先生：はい、驚きばかりではなく、感動もありましたので。

マハルです。

小越先生：インドとの時差は何時間あるんだ？
ゼン先生：3 時間半です。でも、その 3 時間半の時差も結構こた
えますね。帰国すると夜寝る時刻が遅くなり、朝、起きる時の
目覚めがすっきりしません。1 週間はかかりました。

↑タージ・マハル：Taj Mahal に行ってきました。説明はいらない
でしょう？といっても、私もよくわかりません。とにかく、観光客
がものすごく多かったのには驚きました。それから、ものすごい建
物でした。ものすごいお墓でした。この観光地、実は、ものすごい
墓なのです。機会があれば、一度は行ってみる価値がある建造物だ
と思います。一度、行ってみてください。私は、行けたのでラッキ
ーでした。行った甲斐がありました。

↑案内のおじちゃんが、ここで写真を撮りなさい、と言ってくれた
ので撮りました。幻想的な雰気です。きれいです。

↑宇和島城へ登る坂。かなり険しい石段です。毎日、この石段を昇
り降りすると、足腰も強くなります。

↑宇和島城と宇和島湾の景色です。宇和島城は山の上にあります
ので、そこからの景色は抜群でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうか、結構時間がかかるな、回復に。ところで今

小越先生：そう、山田繁代さんだ。岡田先生のお弟子さん、と

回はどんな話をすることにしているんだ？インドの話か？

いっていいのかな。

ゼン先生：いや、インドの話は面白くないと思います。たくさ

ゼン先生：お弟子さんというのは正しい表現ではないと思いま

ん、写真やビデオを使って説明できると面白いかもしれません

す。岡田先生と一緒に、です。そんな時代に、先生は、なぜ、

が。もう 3 回目ですから、私の驚きもたいしたことはなくなっ

エレンタールの開発に取り組んだんですか？

ていますから。

小越先生：オレの本『静脈・経腸栄養の発展を思い出すままに』

小越先生：そうか？インドでは医師に講演したのか？

を読んでくれよ。そこに書いているから。

ゼン先生：そうですね。今回は大部分が産婦人科医でしたが、

ゼン先生：もう 5 回以上読みました。私は理解しています。先

とにかく医師でした。

生の後輩が、先生の講座の研究発表会で成分栄養剤についての

小越先生：医師が、栄養やアミノ酸輸液の講演会に集まってく

演題を発表されたことがきっかけなんでしょう？

れるのか？

小越先生：そうだよ。TPN はすごい医療だけど、一般病院では

ゼン先生：栄養やアミノ酸輸液に興味があるから集まったので

なかなか思うように実施できない、いろいろ合併症もあるから。

はなくて、日本から医者が来る、いいホテルで食事ができる、

だから、やっぱりもっといい経腸栄養剤が欲しい、ということ

ということで集まったような雰囲気でした。

で勉強して発表したんだよ。

小越先生：ハハハ、日本から医者が来る、珍しいことだ、とい

ゼン先生：その発表が先生の研究者としての魂を揺さぶったん

う意味だな。

ですね。

ゼン先生：そうです。でも、そういう理由でも集まってくれて、

小越先生：まあ・・・そうだな。世の中が TPN、TPN になってし

栄養や輸液の話を聞いてくれる、それはうれしいことだと思い

まっていたから、ここで経腸栄養剤の開発をやれば、と思った

ます。日本では、そうはいきませんよね、最近は。

んだと思う。

小越先生：そうかもしれないな。君が言いたいのは、栄養や輸

ゼン先生：それがきっかけとなって成分栄養研究会が発足し、

液の話をする講演会や勉強会に、医師が来てくれない、そうい

経腸栄養研究会になり、完全静脈栄養研究会と合体して静脈経

うことだな。

腸栄養研究会になったんですね。

ゼン先生：そうです。そうなんです。この臨床栄養の領域では、

小越先生：だから、医師が中心となって静脈栄養と経腸栄養の

今、そこが一番問題だと思っています。

普及活動を行った、ということなんだよ。それに、エレンター

小越先生：静脈栄養や経腸栄養は、医師ががんばったから日本
に普及したんだぞ。
ゼン先生：そうですよね。先生たちが静脈栄養・経腸栄養を日
本に普及させたんですよね。
小越先生：最初は TPN を普及させたんだ。なぜかというと、昔
は食べられない患者に点滴で栄養を投与することすらできなか
ったんだからな。
ゼン先生：そうですよね。手術をして縫合不全になると、食べ
られない。栄養を投与しようにも、その方法がなかったんです
から。
小越先生：手術で胃瘻を造って経腸栄養をする方法はあったん
だけど、経腸栄養剤も今のようにいいものはなかったから、十
分に経腸栄養で栄養管理をすることができなかったんだよ。し
かし、ダドリックが TPN の実施方法を確立してくれてから栄養

↑宇和島の偉人です。児島惟謙、前原巧山（薩摩の次に和製蒸気船
を作った）、大和田建樹（鉄道唱歌の作詞者）、高野長英、などなど。

管理法は一変したんだよ。
ゼン先生：そうして、小野寺先生、岡田先生、そのほか、たく
さんの外科医ががんばって TPN を日本中に普及させた、という
ことですね。
小越先生：そうだよ。千葉の碓井先生、真島先生、田代先生、
京都大学の谷村先生、岡山大学の曽田先生、たくさんの外科医
ががんばった、ということだ。
ゼン先生：TPN の進歩には薬剤師の笠原先生、島田先生などの貢
献も大きいでしょう？
小越先生：もちろんだ。看護師の活躍も必要だった。
ゼン先生：看護師として名前を挙げるなら、兵庫医大の山田さ
んでしょう？

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ルは、医師に処方してもらいたいと思って医薬品として開発し

ゼン先生：ワンパルにもビタミンも微量元素も入っていますか

てもらったんだ。

らね。不足することは、まず、ありません。

ゼン先生：知っています。成分栄養食ではなく、成分栄養剤と

小越先生：それなら TPN に関しては、もう問題は起こらないだ

命名したんですよね。

ろう。

小越先生：そうだ。医薬品の経腸栄養剤として、最初の製品だ。

ゼン先生：そんなことはありません。いろいろ問題は起こって

ゼン先生：なのに、最近は、医師が栄養に興味を示さなくなっ

います。そんな簡単な話ではないですよ、TPN の管理は。一番

ているんです。

大事な、適応に関しても駄目になっていますから。

小越先生：そうなのか？

小越先生：PPN 製剤だって、ビーフリードやパレプラスなんて

ゼン先生：栄養に興味を示す医師は、非常に少なくなっていま

いういい製剤が出ているし。

す。

ゼン先生：ビーフリードやパレプラスもいい製剤です、確かに。

小越先生：しかし、NST 加算を申請している施設では医師が中

小越先生：企業は本当にがんばってくれている。製品開発に、

心となって活動しているんじゃないか？

本当に力を注いでくれた。

ゼン先生：そのはずです。名前だけかもしれませんが。

ゼン先生：教育活動にも力を入れていました。もちろん、それ

小越先生：そうするとだな、今、日本で NST 加算を申請してい

は、発売している製品を普及させて、売上を上げるためでもあ

る施設はいくつあるんだ？

りましたが。

ゼン先生：NST 加算の申請用件が専従でなくてもいい、となりま

小越先生：それは当然だ。企業なんだから。営利追求が目的だ

したので、加算を申請している施設は増えています。

から。経腸栄養剤だって、いろんな種類の製品が出ているから、

小越先生：そうだろう？それで、何施設あるんだ？

いろいろ組み合わせたりすれば、非常にいい経腸栄養が実施で

ゼン先生：昨年の 10 月で 1457 施設です。

きるはずだ。

小越先生：とすると、少なく見積もっても約 2000 人の医師が

ゼン先生：確かに、いろいろな製剤が出ています。病態別に使

NST に係っているということになるな。2000 人もいるじゃない

用することを考えた製剤もいろいろ出ています。

か。

小越先生：しかし、オレが開発したエレンタールについては、

ゼン先生：先生、日本の医師の数を考えてみてください。医師

新しい製剤は出ていない。1981 年に発売された製剤、そのもの

は 30 万人以上いるんですよ。NST に係っている医師が 2000 人

だ。

もいる？1%にも満たないんですよ。

ゼン先生：そうですね。確かに、成分栄養剤については、エレ

小越先生：そうか、1%か。それは大変だよ。

ンタール、エレンタール P、ヘパン ED 以外の製品は出てきてい

ゼン先生：病院の数だって 8000 くらいあるんですよ。その計算

ません。

だと NST に係っている医師がいるのは 4 分の 1 にも満たないん

小越先生：エレンタールがいかにすばらしい製剤かということ

です。それに、その医師達が本当に栄養の重要性を理解して活

だな。

動しているかというと、そうでもないのですから、大変なこと

ゼン先生：でもね、先生、経腸栄養の領域は、いろいろな企業

でしょう？

が撤退しているんですよ。

小越先生：そうだな。それは大変なことだな。数字としてみる

小越先生：企業が撤退？

と。

ゼン先生：はい。先生と一緒にエレンタールを開発した味の素

ゼン先生：なんか、他人事みたいな雰囲気ですが。

株式会社は、医薬品業界から撤退しました。エレンタールを販

小越先生：それなりに静脈栄養、経腸栄養の方法が確立したか

売しているのは EA ファーマという会社です。エーザイグループ

ら、栄養管理は大事だ！なんていう必要がなくなっているんじ

の消化器事業と味の素グループの消化器事業が統合した会社で

ゃないか？

す。

ゼン先生：それは違うと思います。

小越先生：それは知っているよ。だけどエレンタールの販売は

小越先生：輸液、静脈栄養輸液、経腸栄養剤、ものすごく発達
しているだろう？
ゼン先生：発達していると言っていいのかはわかりませんが。
確かに、一番よく使われている TPN キット製剤にはビタミン、
微量元素も入っていますので、それなりの TPN を簡単に実施す
ることはできるようになっています。
小越先生：そうだろう？エルネオパ NF なんて、2000mL バッグ
だけでなく、1500mL バッグ、1000mL バッグもあるんだから、中
身を知らなくっても、それなりの TPN は実施できるようになっ
ているんだろう。ビタミン、微量元素も、不足することはない
だろう？
ゼン先生：まあ、そうですが。
小越先生：ワンパルという TPN キット製剤も出たんだろう？

↑関空から見た、淡路島、明石大橋、神戸の景色です。見えるのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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続けているじゃないか。

ゼン先生：その条件は甘すぎます。NST 活動ができますよ、とい

ゼン先生：でも、経腸栄養剤としてのエレンタールではなく、

う単なる資格ですからね。

消化器疾患用の医薬品として、だそうです。

小越先生：君はどうしたいんだ？

小越先生：そうか、そういうことか。

ゼン先生：よくわかりません。どうして栄養管理が大事だとい

ゼン先生：経腸栄養剤を販売していた、味の素ニュートリショ

うことがわからないのでしょうか、教えてください。

ンはなくなりましたし、旭化成は 2015 年に流動食事業から撤退

小越先生：本当になあ、どうしたらいいんだろうか。

しました。三和化学研究所は流動食事業をニュートリー株式会

ゼン先生：食道がんで亡くなられた、私の師匠は、食べられな

社に譲渡しました。

くて、最後は HPN をしながら講演で全国を回っていました。
『栄

小越先生：そうだってな、それも聞いている。

養管理、大事だ。食べられない患者に食べることを強制するの

ゼン先生：アボット株式会社だって、アッビイとマイランとい

は栄養管理とはいわない。』というメールをくださいました。骨

う会社に分社して、なんか、勢いがなくなっているような感じ

移植を受けた先輩も、食べられないんだ、苦しいんだ、そんな

です。

時にうれしかったのは、看護師さんの『今日は何か食べました

小越先生：・・・・。

か？大丈夫ですよ、何も食べなくても。』という声掛けだと言っ

ゼン先生：静脈栄養の領域も、味の素製薬は陽進堂と提携して

ていました。

エイワイファーマになりましたが、その後、陽進堂の子会社に

小越先生：そうだな。自分が病気になると、そういうことがわ

なっています。テルモは、なんとなく、静脈栄養領域にあまり

かるんだよ。オレも、自分が病気になってから実感した。

力が入っていないような感じがします。PPN 製剤のアミグラン

ゼン先生：私は、手術は受けましたが、食事には問題はありま

ドは終売になりました。

せんでした。でも、自分が病気になると、いろいろなことが見

小越先生：エイワイファーマはワンパルを発売して、勢いがあ
るんじゃないか？
ゼン先生：頑張っていると思います。でも、フルカリックを販
売している田辺三菱も、なんか、力が入っていないような・・・。
大塚製薬工場、1 社独占、という雰囲気もあります。
小越先生：そうか、そういう流れになっているのか。
ゼン先生：そうなんです。臨床栄養の現場ではメディカルスタ
ッフは、がんばっていると思います。がんばっている施設のメ
ディカルスタッフと話をすると、はるかに医師よりも栄養に興
味があります。知識レベルも上なんじゃないでしょうか。
小越先生：そうだろう。オレもそう思う。逆にいうと、メディ

↑インドは大気汚染がかなり進んでいます。朝の太陽は霞んでいま
した。霧ではありません。ビルも霞んでいました。青空を見ること
はできませんでした。

カルスタッフのレベルを上げる必要がある、それはずっと考え
てきたことだ。
ゼン先生：そういう意味では、先生が JSPEN に込めた思いは、
ある程度は達成できているといっていいと思います。
小越先生：オイオイ、オレは、医師のレベルも上げたいと思っ
て活動したんだぞ。
ゼン先生：そうですよね。TNT はそういう目的でしたから。
小越先生：もう 2 万人以上の医師が TNT を受講しているんじゃ
ないか？
ゼン先生：どうでしょう。私はもう TNT には関与していません
から。でも、TNT は、NST に係る医師としての資格を得るための

↑私が講演している時の雰囲気。一番前の女医さんの格好は、すご
い。もっとちゃんと座れよな。

ものになっているんではありませんか？
小越先生：それでもいいんじゃないか？とにかく、2 日間も臨
床栄養について勉強するんだから。
ゼン先生：大事なのは、TNT 受講後ですよ。TNT は、栄養管理が
大事だ、ということを考えるきっかけです。それをきっかけに、
受講後、がんばってもらう、そういう意図で、あの頃は講師を
していました。TNT で 2 日間勉強しただけで、臨床栄養の専門
家になれるはずはありませんから。
小越先生：しかし、NST 医師の条件は、TNT で 10 時間、受講す
ればいいということになっているんだからな。

↑アーグラでの講演後の懇親会。ホテルの中庭で、いわゆる松明を
つけての食事会。これは豪華な食事だとのこと。寒い、寒い。もは
やインド料理は食べないと決めていましたので、ナンだけ、食べま
した。私は、どこの味も同じようなものと思っていましたが、それ
ぞれ、味は違うようです。そんなん、わかるはずがないでしょう。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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えてきますね。その時、医者はみんな病気になってみると患者

て、医師に栄養管理の重要性を訴えてもらう、そんな活動しか

の気持ちが本当にわかる、そう思いました。

ないんでしょうか。

小越先生：その通りだ。しかし、医者みんなが病気になること

小越先生：そうだな。オレもよくわからん。

はできないんだからな。

ゼン先生：そうですよね。とにかく、私は、今年も『栄養は大

ゼン先生：そうです。そこです。

事だ』と叫び続けます。それしかできないのは残念ですが。

小越先生：大事なことは、患者の立場に立って考えるというこ

小越先生：そうだな。がんばれ。すまん、それしか言えないが。

とだな。患者に対する『思いやり』だ。

ゼン先生：いいえ、先生にがんばれと言ってもらう、それは何

ゼン先生：そうです。医療の原点ですよね。

よりの力です。3 月のリーダーズにもたくさん参加して欲しい

小越先生：そうだ。患者に対する『思いやり』が医療の原点だ。

です。

ゼン先生：ということは、今の医師達には、医療の原点となる

小越先生：それに、7 月 27 日、28 日に開催する、第 3 回 Medical

思いやりが欠けているということなんでしょうか。

Nutritionist セミナーにも、だろう？

小越先生：そうかもな。そこをもっと考えてもらう教育が必要

ゼン先生：もちろんです。

なんじゃないか？
ゼン先生：いやあ、そこは、教えてわかるところではないでし
ょう。思いやりって、自然に身についているものでしょう。
小越先生：でもな、やっぱり教育は必要だ。
ゼン先生：わかっています。でも、臨床栄養についての教育を
したいと思っても、教育をする機会がほとんどないんです。
小越先生：確かに、そこは問題だな。
ゼン先生：やっぱり、地道に、メディカルスタッフががんばっ

【今回のまとめ】
1. 3 回目のインド講演旅行に行きました。無事、帰国しました。タージ・マハルはすごかった。機会があれば、
是非、行ってください。その価値はあります。
2. 栄養管理の重要性を理解している医師が減っていると思います。本気で栄養管理の重要性を実感しているリ
ーダーも減っています。
3. TPN は、キット製剤を使えば簡単に実施できると思っているのではありませんか？甘い、甘すぎる。
4. 栄養管理の重要性は教育で理解してもらえるものではないかもしれません。大事なのは患者に対する『思い
やり』です。
5. しかし、教育は重要です。きちんとした臨床栄養の教育の機会を作りますので、ご参加ください。まわりの
医療者に勧めてください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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