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『経口栄養の本当の意義を考えながら栄養管理をしましょう』
2021 年の 2 月も逃げるように去っていきました。大阪、
兵庫、京都などの緊急事態宣言は解除になりましたが、相
変わらず、新コロに振り回されています。ウィズコロナ、
で生きていく必要があるのですが・・・。カタカナでウィ
ズコロナと記載すると変です。With corona もなんか変だし。
とにかく、コロナと共に生きていく必要がある？ワクチン
接種が始まりましたが、これで解決するのではないはず。
ワクチンを接種しても、自粛生活を続ける必要があるのだ
と、政府をはじめ、感染対策の専門家の方々は言ってくれ
ないと困ります。でも、ワクチンを打てば、学術集会の開
催 に も 変 化 が 起 き る は ず で す ね 。 8 月 の Medical
Nutritionist セミナー、9 月の熊本での第 11 回リーダーズ
は開催したい！

↑2 月 15 日、アボットジャパンのウェブ講演会です。久しぶり
にネクタイを締めました。下半身は、ジャージ？オンラインだ
からそれでもいいのですよね。靴は、スニーカーです。どうこ
ういっても、なんとなく、オンラインの講演にも慣れてはきま
したが、違和感はあります。アボットジャパンの末松くんが、
「静脈経腸栄養ナビゲータ」にサインをしてくださいと持って
きてくれました。喜んで、サインをさせていただきました。あ
りがとうございます。

2 月は何をした？2 月 5 日、日本亜鉛栄養治療研究会で講
演しました。オンライン。沖縄の湧上先生の推薦でした。
臨床領域の特別講演で「臨床の現場で知っておきたい微量
元素の知識」として、亜鉛、銅、セレンについて、静脈栄
養、経腸栄養の時にはこんな点に注意すべきだ、という内
容の話をしました。その他の講演も拝聴しましたが、基礎
的な研究の話で、残念ながらチンプンカンプンでした。つ
いていけないなあ、そんな感じ。
15 日には、アボットジャパンニュートリションライブセ
ミナーで講演（カタカナで書くと、理解しにくい。Abbott
Japan Nutrition Live Seminar のほうがいいです）
。タイト
ルは「経腸栄養ラインの管理と ENFit」
。1 月 30 日の、リー
ダーズの第 1 回 Medical Nutritionist Web 講演会の視聴者

↑木暮家の庭です。雪の石灯篭は風情があります。きっと、お
酒を飲みながら、侘び寂びを満喫しながら庭を眺めていたので
しょう。それが、地震で石灯篭が倒れたのです。家の書架も倒
れ、木製の自慢の机が割れ、槍、弓、矢などが散乱したとのこ
と。法螺貝と甲冑は無事だったとのことです。この石灯篭、い
くら力持ちだといっても、木暮先生の力では戻せないでしょう
ね。

が 200 人足らずだったのに対し、アボットのセミナーの受

↑鹿屋の池田病院の田中先生に送っていただきました。コロナ
禍の中、池田病院の NST はがんばっています。右は熊本城の復
活しつつある状態です。NST の管理栄養士、竹下さんが出産さ
れた、明るいニュースですと連絡がありました。先月号には、
飯塚くんのお嬢ちゃんの写真を出しましたが、竹下さんもお嬢
ちゃんです。かわいい！

↑福井県立病院の栗山先生に送っていただきました。雪の散歩
道、でしょうか。私には、本当になじみのない景色です。田圃
もそうですし、こんなに平地が広がっている雪景色って、見た
ことがありません。私の故郷は海と山に囲まれていて、ほとん
ど平地がありませんから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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講者は最終的には 566 人（申し込みは 1101 人）
。この差は
どこからくる？講演の内容？リーダーズは有料なのにア
ボットは無料だから？まあ、仕方ありません。しかし、ア
ボットのセミナーの視聴者は申込者の半分程度だったの
は無料だから？新しく導入される ENFit（エンフィット）
に対して、現在、カテーテルテーパーと呼ばれている接続
部は L-Fit（エルフィット）と呼ぶ、として講演しました。
非常にいい名称でしょう？カテーテルテーパーよりもエ
ルフィットのほうがはるかにいい。使ってください。ENFit
が導入されるのですが、エルフィットでないとミキサー食
の注入に不都合があると思っている患者さんもたくさん

↑北海道の倉先生に送っていただきました。札幌雪祭りと小樽の
写真です。いいなあ。さすがに札幌雪祭りには行ったことがあり
ません。なんか、楽しそう。でも、寒そう。

いる、どう対応するか、についても話しました。限定的にエルフィットを残す、そうすべきだと思います。
25 日には大塚製薬工場の Otsuka Nutrition Webinar で講演。視聴者は 195 人（申込者は 286 人だから、約 7 割）。講演
内容は「脂肪乳剤と感染＆栄養管理」。
「日本は脂肪乳剤の後進国？ω3 系脂肪乳剤もないし、オリーブ油製剤もないし・・・
と思っている人が多いようだが、それは我々に責任がある。日本の医師が脂肪乳剤を使わないから企業も新しい製品を導
入できないのだ。先人：東北大学の山川教授、京都大学の日笠教授は世界に先駆けて脂肪乳剤の開発に挑んだ、その歴史
も知らないで・・・。もっと積極的に脂肪乳剤を使うべきである、必須脂肪酸欠乏症予防も大事だけど、健常な代謝のた
めに脂肪乳剤を使う、これが本来の脂肪乳剤の使用目的である。」という内容にしました。
「静脈経腸栄養ナビゲータ」に
は「脂肪乳剤は投与するのが当たり前。生体の健常な代謝
のために脂肪が必要である」と記載しています。
その他は？愛媛へ帰省した時、高速道路でスピード違反
で捕まりました。108km/hr で、28 キロオーバー。30 キロオ
ーバーだと一発免停でした。警察は、よかったですね、免
停にならなくて・・と丁寧語で言っていましたが、高速道
路で 108 キロで左車線を走っている車を捕まえる？いやな
奴！覆面パトカーに注意！！減点 3 点（1 年間有効？）、反
則金 18000 円＋不愉快。それから、大学の研究室ではエア
コンの工事。研究室はビニールシートとブルーシートで仕
事ができない。しかも、1 週間も。いくらなんでも仕事がで
きるようにしてくれ、とエアコン業者に言うと、事務の人

↑やはり、この本の紹介はしなければなりません。購入して、
手元において、是非、栄養管理の現場で使ってください。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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に言ってくれ。埒が明かん、仕方ない、がまんするしかないか、と思っていたら、突然、計画変更。研究室のエアコン取
付は 1 日で終了し、もと通りに仕事ができるようになりました。私、研究室のことで文句を言うことはないのですが、い
くらなんでもこれはひどい、とクレームを付けたら、すぐに対応してくれました。言うべきことは言う必要があるのでし
ょうかねえ。

↑エアコン工事中の研究室。ビニールシートとブルーシートに
囲まれています。この状態が 1 週間続くと、仕事はできません。
建物全体のエアコン工事ですが、各部屋の都合も考えて欲しい、
ですよね。1 月にエアコンが壊れたのですが、修理はしてもら
えませんでした。建物全体のエアコン工事があるから、とのこ
とで。1 月からは、ずっと、ストーブで暖をとっています。

←速度超過でいただい
た交通反則告知書
これは青色なので、免
停ではありません。赤
色なら、一発免停＋前
科になるとのことで
す。
指定速度違反
28km/h 超過（80km/h の
ところ 108km/h）
反 則 金 相 当 額 18000
円
お国の資料と同じよう
に、ほとんど真っ黒で
す。個人情報は名前だ
けです。この告知書を
見たら、慣れている？
方は青色でよかった
ね、と思ってくれるか
もしれませんが・・・。

↑エアコン工事のため、電気ストーブで生活してください、と
のこと。左の電気ストーブですが、足元用。部屋全体が温まる
はずがないのです。電気ストーブの数を増やせ？そうすると、
使用する電圧が過量になって部屋のブレーカーが落ちるので
す。寒い、どうしようもない。ということで石油ストーブはダ
メか？と事務にいうと、絶対に火事を起こさないという誓約書
を書いてくださいと言われました。誓約書？と怒っていたら、
ガスストーブにしましょう、との提案。最初からガスストーブ
にすると言ってくださいよ。しかし、研究室から出る時、ガス
ストーブのスイッチを切るのを忘れないように気を付けなけれ
ばなりません。一度、家へ帰る途中、スイッチを切ったか、不
安になって引き返しました。もちろん、スイッチは切っていま
した。

←著書〔漢字「栄養」
のルーツをたどって〕
を出版するので、知
人・友人にそのお知ら
せのメールを送りまし
た。
「買って！」の意味
も含めてでした。する
と、阪大第一外科の後
輩、現在、大阪医療セ
ンター外科の西川和宏
先生から返信。私も昨
年の 11 月に本を出版
したのです、との返信。
これは、買わなくては
ならない、と、即、購
入しました。かわいい
後輩が書いた本ですか
らね。しかし、帯の字
のほうが大きすぎます
よ。著者名、もっと大
きくしてやって欲し
い、と思いました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、聞いてくださいよ。愛媛へ帰省する途中、スピ

ました。視聴者は、みなさん、喜んだでしょう。笑える程度の

ード違反で捕まったんです。

他人の不幸、みなさん、喜ぶんです。

小越先生：またか。スピード違反、一時停止違反、君はよく捕

小越先生：それで、少しはすっきりしたのか？

まっているな。オレが知っているだけで一時停止違反は 2 回目、

ゼン先生：少しは・・・。しかし、何度考えても、腹が立つ！

スピード違反も 2 回目だ。

小越先生：仕方ない、仕方ない、しゃあない、だな。

ゼン先生：よく覚えておられますね。とにかく、スピード違反と

ゼン先生：はい。しゃあない、です。

いっても 108km/hr ですよ。高速で 108 キロで走っている善良な

小越先生：諦めなさい。今回の栄養の話題に移ろう。今回の話

運転手を捕まえますか？ひどいでしょう？

題は何にするんだ？

小越先生：そりゃあそうだけど。80 キロのところを 108 キロだ

ゼン先生：話題、というのは申し訳ないんですが、2 月 7 日に足

と 28 キロオーバーだから捕まって当然だよ。

立香代子先生がお亡くなりになりました。

ゼン先生：数字的にはそうですが。108 キロです。高速では、み

小越先生：足立先生か。2 年ほど前から闘病しているとは聞い

んな、ふつうにこれ以上のスピードで走っていますよ。

ていたが。

小越先生：みんな？そんなことはないぞ。

ゼン先生：そうなんです。新コロの影響もありますが、最後にお

ゼン先生：みんなではありませんが。120 キロくらいで捕まった

会いしたのは、2019 年の東京での若芽の会でした。少しやせら

のなら、文句は言えないけど。きっと狙われたんです。コロナ

れたかな？と思っていたんですが。ダイビングで海外に行って

のために高速道路を走る車も減って、反則金の集まりが悪いか

楽しんでいると聞いていたんです。

ら、この程度のスピードでも捕まえようとしているんですよ。

小越先生：おいくつだったんだ？

年度末ですし。
小越先生：警察にもノルマがあるから、その犠牲になったんだ、
そう言いたいんだろう？
ゼン先生：そうです。何キロオーバーなら捕まえるのか、はっき
りして欲しい。
小越先生：そんなん、決まっているよ。80 キロの道路は 85 キ
ロで走っている車を捕まえてもいいんだぞ。
ゼン先生：それはそうなんですが・・・。
小越先生：事故を起こさずにすんでよかったと思いなさい。
ゼン先生：わかってます。でも、違反で捕まえるのは、事故が起
こるのを未然に防ぐのが目的ですよね。
小越先生：もちろんだ。

↑故郷は遠きにありて思うもの、そんな感じになりつつあります。

ゼン先生：だったら、高速道路、走っている車もものすごく少な
い状態、108 キロで左車線を走っている車、捕まえる必要があ
るでしょうか。
小越先生：あると判断したんだろう。判断するのは警察の勝手
だ。
ゼン先生：まあ、そうですけど。腹が立つ！
小越先生：罰金はいくら？
ゼン先生：18000 円でした。罰金ではなく反則金です。もったい
ない！本当、腹が立つ。
小越先生：この話、講演のネタにしたんだろう？
ゼン先生：もちろんです。2 月 15 日のアボットの講演会で使い

↑愛媛の実家の片づけ中。この船は、40 年ほど前に父が作った、
関西汽船むらさき丸。いろいろな細かい部品が壊れているのです
が、廃棄するのはしのびない。そう思っていたら、伊方町の町見
郷土館の高嶋さんにもらってもらったのです。お渡しする前、港
で記念写真を撮りました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

4

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

第８７回

ゼン先生：今年で 72 歳になられるところだったんです。

小越先生：経口栄養補助食（剤）と経口的栄養補助法だろう？

小越先生：早いな。もっと活躍して欲しかった。

ゼン先生：そうです。しかし、経口的栄養補助法は「補完的経口

ゼン先生：管理栄養士のカリスマでしたからね。私は、最初の

栄養法」とするほうがいいと思っています。

Medical Nutritionist Dietitian だと思っています。もちろん、経口

小越先生：補完的経口栄養法？

栄養でも有名ですし、いろいろな本も出版しておられますが、

ゼン先生：はい。食事摂取量が少ない時、例えば、エネーボを飲

静脈栄養も経腸栄養もちゃんとできないと本当の栄養管理はで

んでもらったりしますよね。

きないと言っておられました。

小越先生：よくやることだが。ちょっと待てよ、いろいろ経腸

小越先生：そうだな。日本の最初の Medical Nutritionist Dietitian

栄養剤や濃厚流動食があるのに、ここでエネーボにしていいの

だな。

か？

ゼン先生：本当に残念です。最後のメールは昨年の 4 月 17 日で、

ゼン先生：いいんじゃないですか。いろいろな意見があると思

ブログ「コロナと闘う管理栄養士の食事公開」でした。私はフ

いますが。エネーボにしたのは、開発段階で私が医学専門家だ

ェイスブックなどに掲載しました。

ったので思い入れがあることと、実際、私が勤務している東宝

小越先生：そうか。約 1 年前だな。君は足立先生と仲良しだっ
たんだな。
ゼン先生：はい。仲良しでした。親しみを込めて「足立のおばち
ゃん」と言っていました。
小越先生：おいおい、それを直接足立先生に言ったんではない
だろうな。
ゼン先生：もちろんです。ほかの人に足立先生の話をする時だ
けですよ、そう言っていたのは。
小越先生：まあ、それだけ仲良しだったということだな。

↑せんぽ高輪病院の方々との写真です。楽しく、そして、充実した
仕事をしておられたのでしょう。看護師さん、薬剤師さん、管理栄
養士さんに囲まれての写真です。

ゼン先生：何回か一緒に講演もさせていただきました。本の共
同編集者にもなっています。
小越先生：本当に残念だ。君の仕事は、足立先生に次ぐ、Medical
Nutritionist Dietititan を育てることだぞ。
ゼン先生：はい、わかっています。しかし、今の栄養管理の領域
は、経口栄養こそが大事、となっています。それは当然なんで
すが、本当の経口栄養の意味って、わかっているんでしょうか。
食べる、食べれたらいい、そんな感じなんじゃないでしょうか。
小越先生：とにかく、どうやって食べさせるか、そればかりだ

↑2012 年、アボットジャパングループ 50 周年記念レセプションの
写真。著名な管理栄養士さん達と一緒に写真を撮っていただきま
した。

な。
ゼン先生：そうです。企業も、味や物性を考えて食べやすいよう
にしている、その努力は認めますが、現在は、静脈栄養と経腸
栄養を駆使することによって、もっと楽に栄養状態を保てるよ
うになっているんですからね。静脈栄養と経腸栄養をきちんと
実施できない状態で経口栄養が大事だ、と言っている、そこが
おかしいと思っています。
小越先生：ONS が流行っているんだろう？
ゼン先生：確かに、ONS という用語は広く使われるようになっ
てきています。でも、ONS には二つの意味があります。

↑この写真は大事です。足立先生の臨床栄養実践協会第 2 回記念
講演の時の写真です。この時、私は細谷先生と初めてお会いしたの
です。細谷先生と、お弟子さんの中村先生、足立先生との写真です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

5

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

第８７回

塚さとう病院ではエネーボを飲んでもらうことが多いので。

小越先生：同じように咀嚼するから、脳相を刺激するのは同じ

小越先生：そうか。まあいいだろう。補完的って、どういう考

だろう？

え方からの発想なんだ？

ゼン先生：でも、食べ物を食べると食後に胃液やガストリンが

ゼン先生：補助的に飲んでもらうことには違いないんですが、

分泌されるんですが、味のないチューブを噛むだけでは分泌さ

その意図は、「経口栄養としてこれだけの栄養量が欲しいのだ

れないという実験結果があります。

が、食事では足りない。エネーボで補完して必要量を満たした

小越先生：なるほど、味わうことの効果か、よくわかる。

い。」ですよね。

ゼン先生：それから、腹部の手術後、チューインガムを噛むと、

小越先生：なるほど。目標量は設定しているはずだから、エネ

腸の蠕動運動が早期に回復するという報告もあります。

ーボで必要量を満たしたい、だな。
ゼン先生：そうすると、補完する、となります。
小越先生：SPN や SEN の発想だな。
ゼン先生：そうです。エネーボで経口栄養の必要量を満たす、必
要量まで補完する、です。だから、ONS ではなく、supplemental
oral nutrition、SON とするのがいいと思います。
小越先生：サン、息子か？
ゼン先生：またそうやってチャチャを入れる。これも、サンでは
なくて「エス・オー・エヌ」と読んでください。
小越先生：そうだな。エスピーエヌ、エスイーエヌ、エスオー
エヌだな。
ゼン先生：よろしくお願いします。

↑私が足立先生に初めてお会いして話をしたのは、
2000 年頃です。
ずいぶん昔からの知己のように話をしました。その時に著書を送
っていただいたのです。サインがこれです。私の名前は「井上善
文」です。足立先生らしい？いい記念になっています。右の本の
サブタイトルは「低栄養から静脈・経腸栄養までかかわれるため
に」です。Medical Nutritionist Dietitian の足立先生らしい表
現です。

小越先生：わかった。ところで、「経口栄養の本当の意味」と
言っていたけど、どういう意味？
ゼン先生：狭義の経腸栄養ではない、経腸栄養とは明らかに違
う効果がある、という意味です。
小越先生：経腸栄養とは明らかに違う？
ゼン先生：そうです。噛む、飲み込む、味わう、そこに意味があ
るんです。経口栄養と経腸栄養は完全に分けて考えると主張し

↑ネットでみつけた足立先生の写真。右は漢字：栄養 100 年での
記念講演と、若芽の会での表情豊かな足立先生。

ていますが、経口栄養でなければ得られない効果があるからで
す。
小越先生：それは当然だよ。
ゼン先生：実験的にも証明されているんですが、そこまで考え
ている人がどれだけいるんでしょうね。
小越先生：むかし、オレもそういう問題について勉強したけど、
忘れたな。
ゼン先生：いろいろあるんですが。味覚を感じること、味わうこ
とは、精神的心理的満足感を得るだけでなく、刺激が大脳に伝
わり、消化・吸収・代謝を促進するイニシエーターになります。
小越先生：なるほど。
ゼン先生：味のついた食べ物を食べる場合と、味のないチュー
ブを咀嚼するだけの比較実験があります。

↑上は、2008 年のシカゴでの A.S.P.E.N.での写真。大勢の管理栄
養士さんを引き連れて、でした。私のフィルターのポスターの前
で撮りました。シカゴの気温はマイナス 30℃でした。下は、なん
となくの私と足立先生のツーショット写真。左が一番古いんです
が、足立先生、変わっていないように見えます。私はだんだん年
取ってきているのが明らかですが。

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：腸の蠕動運動に関与するホルモンを刺激するんだろ

小越先生：面白い実験だな。食べるという行為には、いろいろ

う。そうすると、術後のマヒ性イレウスが回避されることにな

な意味があるんだなあ。

るんだな。

ゼン先生：静脈栄養と経腸栄養に関して言えば、患者さんにと

ゼン先生：そうです。もう随分昔のこととなりますが、大腸の術

っては受動的ですよね。逆にいうと、医療者側から見ると、患

翌日からエンシュアを飲んでもらったら、回復が早いという検

者さんの状態はどうであれ、静脈栄養と経腸栄養は医療者の力

討をしました。「飲む」が大事だと主張しましたし、確かにい

で実施できるんです。しかし、経口栄養は、患者さんが「食べ

いデータが得られました。ERAS の発想に近いものがあります

て、飲んで」くれないと、医療者は何もできないんです。そこ

よね。1995 年くらいにやった仕事です。

に大きな違いがありますよね。

小越先生：そうとう昔の仕事になってしまったけどな。

小越先生：そうか。そういう考え方もあるな。患者さんにとっ

ゼン先生：この時、チューインガムの検討もしようとしたんで

ては、経口栄養は能動的で主体的、静脈栄養・経腸栄養は受動

すが、実現できませんでした。

的、か。

小越先生：チューインガムを誰が買うのか？飲み込んでしまっ

ゼン先生：だから、経口栄養を進めるって、難しいんです。

たらどうするんだ？なんかが問題になったんじゃないか？

小越先生：一番の問題は食欲だろうな。

ゼン先生：高齢者で飲み込めなくて窒息したらどうするんだ？

ゼン先生：そうなんです。まあ、食欲って、こちらからコントロ

なんて問題もあります。とにかく、噛む、飲み込む、という点
で、経口栄養と経腸栄養は違うんですよね。ここは非常に大事
だと思います。
小越先生：その動作に、味が加わり、精神的な影響も加わるん
だな。
ゼン先生：そうです。食道瘻と胃瘻をつくって、食べたものは食
道瘻から出る、栄養は胃瘻から入れる、その時のエネルギー消
費についての実験もあります。食べるという行為で消費エネル
ギーが増えます。食物を胃瘻から注入すると消化・吸収に伴う
代謝エネルギーだけしか増えないんです。食べると、摂食に伴
うエネルギーと代謝エネルギーの両方が増えます。食事と胃瘻
からの注入には、エネルギー消費の面でも違いがあるんです。

↑私が持っている写真の中から、足立先生らしい写真を集めてみ
ました。表情豊かな、いい写真ばかりです。コメントは不要ですね。

↑2018 年 11 月 25 日、愛媛県松山市で開催した、漢字：栄養 100 年イベントの写真です。管理栄養士として、の講演を足立先生にしていただ
きました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ールすることは、ある意味、不可能です。

小越先生：へええ、それはすばらしいな。

小越先生：そこだ、難しいのは。

ゼン先生：cyclic TPN では、輸液を止めている間の輸液ラインの

ゼン先生：今、医療者ががんばっているのは、摂食・嚥下機能の

管理が問題になるんです。接続部をどうやって汚染させないよ

回復ですが、それが可能でも食欲はコントロールするのが難し

うにするかも大事です。

い。だから経口栄養は難しいんです。

小越先生：なるほど。どうやっているんだ？

小越先生：それなのに、医療者はがんばって食べなさいと強制

ゼン先生：I-system を使っています。I-system の先端の I-set を、

するような発言をする。

側注用 Y 字管に接続して、閉鎖系にしておくんです。簡単に実

ゼン先生：余計、食欲がなくなる、そんな感じです。

施できます。感染予防にもなります。

小越先生：食欲が出ない原因の一つに、元気が出ない、という

小越先生：なるほどな。それで、食事が進むようになった患者

のもあるんだろう？

さんもいるんだろうな。

ゼン先生：そうですね。気持ちの問題として元気が出ない、それ

ゼン先生：劇的に、という患者さんは少ないのですが、とにか

はありますね。

く、余裕をもって、食事摂取量が増えるのを待つことはできま

小越先生：それと、栄養状態が悪いから元気が出ない、という

す。

のもあるだろう？

小越先生：そこは大事だな。

ゼン先生：ありますね。実は、栄養状態が悪いから食欲が出な

ゼン先生：現在の栄養管理のレベルは、いろいろ考えて実施す

い、これって、かなり大きな問題ですよ。

れば、いい栄養管理ができるようになっているんですよ。方法

小越先生：ということは、食べられないというか、食べる量が

としても確立しています。しかし、医療者のレベルが、それを

少ない患者さんに対して、静脈栄養と経腸栄養を駆使して栄養

きちんと実施できるレベルではないことが問題なんです。Cyclic

状態を良くしたら、それに伴って元気になって、食欲が出るん

TPN 自体、理解できている医療者は少ないんじゃないでしょう

だよ、な。

か。

ゼン先生：そうなんです。そういう理解が必要なんです。しか

小越先生：それすら知らないのか？

し、食欲が出ない患者さんに静脈栄養をしていると、血糖値が

ゼン先生：知らないでしょうね、残念ながら。それに、cyclicTPN

高めになっているから食欲が出ない、静脈栄養を止めたら食欲

を実施する時、急に輸液投与を止めてはいけない、低血糖にな

が出る、と考えている医師もいます。

るから。逆に、再開する時は急に元の投与速度では開始しては

小越先生：それを完全に否定することもできないんだろう？

いけない、高血糖になるから。そういうことを理解している医

ゼン先生：そこは難しいところです。しかし、静脈栄養を止め

療者は非常に少ないと思います。

て、脱水状態になったり栄養状態が悪くなると、食欲はさらに

小越先生：なるほど、そうかもしれない。

なくなります。

ゼン先生：いったん、投与速度を半分にして 30 分から 1 時間、

小越先生：そういう時はどうしているんだ？
ゼン先生：cyclic TPN が一つの対策でしょうね。昼間、TPN を
止めて、夜間に TPN を実施して、必要な栄養を投与する管理方
法です。輸液を止めている期間、患者さんは輸液ラインから解
放されて、自由に動くこともできますから。お腹も減るでしょ
うね。この方法、以前は間歇的輸液法といっていましたが、今
は、周期的輸液法といっています。
小越先生：しかし、そういうめんどくさいことをしている病院
はあるのかなあ。
ゼン先生：どうなんでしょう。私は、結構、そういう目的の cyclic
TPN はやってきました。今、東宝塚さとう病院ではやっていま
すよ。看護師さんが、うまく管理してくれています。

↑I-system を用いると、容易に cyclic TPN の輸液ライン管理がで
きる。先端の I-set を側注用 Y 字管に接続すると、閉鎖状態を維
持することができる。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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様子を見て止める、半分の速度で開始してから元の速度にする、

ゼン先生：かもしれません。患者さんは食事の時間が苦痛にな

こういう基本的なことは、理解できていないでしょう。

りますよ。

小越先生：だから、点滴を止めたら食事が進む、なんていう管

小越先生：本当だ。経口栄養、食事が大事なのは当然だけど、

理をして、栄養障害や脱水状態にして食事が進まない、そうい

Medical Nutritionist として、静脈栄養も経腸栄養も駆使して、栄

う状態を長引かせているんだろうな。

養状態を保ちながら、良くしながら、経口栄養を進めるように

ゼン先生：でしょうね。そして、ひたすら、がんばって食べなさ

して欲しいもんだな。

い、と言っているんですよ。

ゼン先生：その通りです。がんばらなくていい経口栄養を進め

小越先生：それは、ある意味、拷問だな。

て欲しいですよね。

【今回のまとめ】
1. 管理栄養士のカリスマ、足立香代子先生がお亡くなりになりました。寂しい。足立先生、ありがとうござ
いました。遺志を継いで適正な栄養管理の普及のためにがんばります。
2. 静脈栄養、経腸栄養は患者さんにとっては受動的で、経口栄養は能動的で主体的です。食欲が大きな因子
なので、難しいのですよね。
3. 経口栄養は大事ですが、がんばらなくていい経口栄養を進めてください。静脈栄養、経腸栄養で栄養状態
を維持しながら、自然に経口栄養が増えるのを待つ、そういう意味です。
4. ONS は経口栄養補助食（剤）で、SON（supplemental oral nutrition）は補完的経口栄養法。ONS で経口
栄養の必要量まで補完する、という意味の用語です。造語しました。
5. Cyclic TPN は、なかなか経口栄養が進まない患者さんに対し、栄養状態を維持しながら経口栄養が増える
のを待つ、その手段として有用だと思います。
6. 経口栄養には経腸栄養とは違う意義があります。咀嚼する、飲みこむ、そして、味わう、その意義は非常
に大きい。そういう意義も考えながら経口栄養を進めましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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