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『令和の時代になったので、
栄養管理の領域もリスタートしましょう』
世の中は、平成が終わって令和へと元号が代わって大騒
動（変わる？代わる？私は「代わる」が適正な使い方だと
思っていますが）。おかげで平成天皇のこと、美智子皇后
のこと、いろいろ知ることができました。とにかく、平成
天皇は本当にすばらしい方で、美智子皇后もすばらしい方
であることがよくわかりました。新天皇も雅子皇后もりっ
ぱな方ですので、皇室は安泰。でも令和天皇は 59 歳です。
何年、令和が続くのか、次を考えておかなければならない
でしょうね。しかし、政治は・・・という気はします。
その記念すべき平成最後の 4 月は、桜が咲き、新緑の中
で明るいはずなのですが、私にとっては痛い痛い 4 月でし
た。ずっと腰痛、腰痛でした。本当は「でした」ではなく、

↑やっぱり、平成から令和に代わったことを、お示しする必要が
あります。もちろん、この写真はインターネットから使わせてい
ただきましたが、さすがに、著作権問題は起こらないと思うので
すが・・・。しかしよく考えると、日本って平和な国ですね。年
号が代わるだけでこんなに盛り上がるのですから。あまり深く考
えず、気分を一新してがんばろう、そういう気持ちになるための
きっかけにしましょう、という程度で受け止めたらいいのではな
いかと思います。

まだ続いています。3 月 17 日（日）の 3 時頃、ふと腰が
おかしい、と思ったのです。その週はそれほどは苦しくな
かったのです。22 日と 23 日は第 9 回リーダーズのために
東京で 2 泊。この頃から痛みが強くなりました。3 月 25
日からは、駐車場から研究室まで歩くのが痛くて大変でし
た。でも研究室に着くと、というか、動いているうちにな
んとなく痛みがおさまり、まあまあふつうに仕事ができま
した。しかし 3 月 29 日にはじっとしていても痛みが強く

↑やっぱり、平成天皇退位と令和天皇即位の写真は出さなくては
ならないでしょう。朝日新聞をカメラで撮影し、構成しました。

なりました。どうしようもないくらい痛くなって、4 月 1
日の朝は、仕事に行けないくらい痛くなりました。なんと
か研究室へ行きましたが、これはおかしい、ちゃんと調べ
なければと思い、東宝塚さとう病院で MRI を撮ると、腰椎
椎間板ヘルニアと診断されました。麻酔科の安部先生に紹
介していただき、翌日には阪大の整形外科の脊椎専門の海
↑新元号：令和が発表されて万葉集が注目されました。実は、私
はこの本を 45 年間、開きもせずに保管していました。昭和 49 年
大病院の外来まで歩くのは無理。タクシーで往復しました。 に阪大に入学した時、5 月の連休に「犬養孝の万葉の旅」という
イベントがありました。田舎から出てきた純朴な学生が、こんな
『手術はとりあえずなしでいけると思います。3 週間から
有名な先生と一緒に奈良をハイキングできるのか、と思って参加
しました。昼の弁当として駅弁を買いました。なんか、犬養先生
3 か月でだいたい痛みはよくなるはずです』ということで
が万葉集を謳うように解説されたことを覚えています。そして、
リリカとトラマールを処方していただきました。『いつご
この本を買いました。しかし、一回も開くことなく、でも、引っ
越しのたびにも捨てることなく、45 年間保管していました。上中
ろ痛みが消えるのか、それをお示しできないことがつらい
下の 3 巻であることも知りませんでした。令和が元号になったの
のですが』と言われました。2 剤、きちんと服用していま
をきっかけに、この本を開いてみました。

渡先生に診察していただきました。しかし、研究室から阪

すが、効かない。ずっと痛みとおつきあいしていて、さす
がに仕事もなかなかはかどらない、そんな状況です。痛みに苦しんでいる患者さんの気持ちが本当によくわかります。9
年前に 2 回の手術を受け、患者さんの気持ちがよくわかると言いましたが、今回も、そうです。医療者はみな、こういう
病気を経験するべきかも、なんて思います。患者に寄り添う？なってもいない人が本当に理解できるかい！そんな思いに
もなる、結構な強い痛みです。杖を突きながら歩いています。東宝塚さとう病院での栄養回診では、患者さんの部屋に入
ると椅子に座ります。患者さんと目の高さを同じにする？のではなく、立っていると腰痛で辛いからです。いつになった
ら痛みがなくなるのだろう？
それでもちゃんと仕事はこなしています。4 月 8 日は千里金蘭大学食物栄養学科の臨床医学の講義。今年の学生は昨年
よりよく話を聞いてくれているような気がします。4 月 9 日は星薬科大学での臨床栄養の講義。新幹線での移動中はいい
のですが、歩くのがつらい。新神戸駅まで車で行き、クラウンプラザホテルの駐車場へ。駐車場から新幹線乗り場までが
つらい。杖を突いて、腰を曲げて、一歩一歩歩く。駅に着いたら、とにかく、座る。できるだけ歩かないですむようにし
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ています。新幹線はグリーン車に乗る。大学からは指定席
料金だけしか出ません。品川駅では、新幹線を降りてから
タクシー乗り場までが遠い。痛い、つらい。杖をつきなが
らとぼとぼタクシー乗り場まで歩く時、スタスタ歩いてい
る人がうらやましいし、自分がなんとなくみじめな気持ち
になるのです。講義は、ピアノ用の、高さを変えることが
できる椅子を用意してもらって座ってやりました。座って
いると痛みがないので、楽しく講義をさせてもらいました。
帰りはタクシーに来てもらって、品川駅まで。片道 1500
円ほどですが、着くとタクシー料金に 820 円が加算されま
した。なぜ？迎車で 410 円、時間指定で 410 円、合わせて
820 円なのだとのこと。え？そんなん、大阪ではないぞ、
ぼったくりだ、と思ったのですが、そう決まっているので
すから文句を言っても仕方ありません。おかげで楽に品川
駅と星薬科大学の間を往復させてもらっているのですか

↑左は、中島さんに送っていただいた、花です。毎年、4 月 1 日
に送っていただいています。気配りに感謝、感謝です。ありがと
うございます。新たな気持ちで、2019 年度もがんばろうと思いま
す。右は、このたび、十三市民病院の院長に就任された西口幸雄
先生です。お祝いにプリザーブドフラワーを送りました。その花
を前にして、院長としての写真を送っていただきました。小さい
けど、プリザーブドフラワーなので、枯れません。がんばってく
ださい。

らね。
4 月 13 日には堺市で、近畿大学の小児外科教授、八木
誠先生の退職記念パーティ。なつかしい小児外科の方々に
会うことができました。食事はビュッフェ形式。でも、痛
みが強かったので、食事のため以外は自分のテーブルから
は一歩も動きませんでした。翌 14 日には高木洋治先生の
お家へ。高木先生の大量の料理を味わわせていただきまし
た。高木先生、料理、作りすぎです。でも、ありがとうご
ざいました。根津先生を始め、なつかしい IVH 研の面々と
楽しい時間を過ごしました。高木先生、お元気です。

↑高木洋治先生のお家での食事会。といっても、高木先生に食べ
させていただいているだけなのですが。この写真はタイマーで撮
影しました。セットしてから 10 秒以内に座らなくてはなりませ
ん。ヘルニアで思うように動けない私がセットしなければならな
いのです。後ろの面々は、扶桑薬品、味の素から研究生として阪
大 IVH 研を支えてくださった方々です。もう 30 年以上前のことで
す。高木先生が、企業から来られた方々をいかに大事にされてい
たか、ということです。根津先生の白髪、きれいです。しかし、
高木先生、小さくなったな。いつもありがとうございます。

↑近畿大学小児外科教授、八木誠先生の退職記念パーティです。
阪大の IVH 研の先輩です。私は、腰が痛いので、早く撮影が終わ
らないかな、そればかり思っていました。八木先生、ご苦労様で
した。

↑高木先生が準備してくれた食事です。自分で作られた料理もた
くさん出てきました。この後、すき焼きにする？しゃしゃぶにす
る？寄せ鍋にする？それに加えて桜餅とおはぎがあり、おでんも
大量にあり、ケーキもあり・・・でした。さすがに鍋は、しゃぶ
しゃぶだけにさせていただきました。ありがとうございました。
写真は、なんか、ずっと私だけが食べている雰囲気です。

4 月 19 日には天理よろづ相談所病院へ講演に行きまし
た。車での移動には何も問題ないのです。もちろん、座っ
て講演させていただきました。ちょうどその日は天理教の
お祭りだったそうです。講演は『静脈栄養について』だっ
たのですが、医師がほとんど出席してくれていませんでし

↑天理教本部の写真です。天理よろづ相談所病院の臨床検査技師、
松村さんに案内していただきました。初めての天理市でした。独
特だな、と思いました。ありがとうございました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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た。松末先生が確立された NST がある施設なので、大勢が
参加してくれると思ったのですが、ちょっと残念でした。
でも、松村さん、福原さん、角田さん、NST の面々に大歓
迎していただきました。ありがとうございました。翌日は
東京へ。日経ヘルスケア主催セミナー『たんぽぽ先生と学
ぶ！在宅報酬の仕組み 』に出席しました。参加費は 41000
円。在宅でどんなことが行われているのだろう、と思って
参加したのですが、診療報酬の話ばかり。なんというか、
参加する必要がなかったと思いました。お金の計算ばかり
で・・・。
4 月 22 日は千里金蘭大学での 3 回目の講義。杖をつき

↑天理よろづ相談所病院の建物です。もちろんこれだけではあり
ません。いくつあったかなあ。端から端まで歩くのは大変だと思
いました。約 900 床の病院ですからね。

ながら講義室へ入ります。講義は座って行うのでいいので
すが、プリントを配布する時は歩く必要があります。座席
は自由にしています。学生達は後ろの席にすわります。だ
から、私の歩く距離が延びる・・・。23 日は東京の星薬
科大学へ。新神戸駅と品川駅の往復ですが、駅で歩く距離
って意外に長いのです。元気な時はそんなふうに思ったこ
とはなかったのですがねえ。とにかく、一歩一歩、息を止
めながら歩きます。ふつうに歩ける人はいいなあ、と思い
ます。お前らにはオレの辛さはわからんだろう。なに？わ
かる気もない？まあ、そうでしょうね。他人の苦しみがわ
かるわけがないよねえ。

↑天理よろづ相談所病院の NST のみなさんとの懇親会での写真で
す。お店のおじさんに撮ってもらったのです。大丈夫かなあ、と
心配していたのですが、予想通り、左の写真はピントは合ってい
ますが、まだみんなの準備ができていません。右の写真は、準備
はできていたのですが、実は、この写真、ピンボケ。私のカメラ
でも撮っておけばよかったなあ。

4 月 27 日からは愛媛へ帰省。10 連休の前半です。車で
の移動には問題ないのです。4 日間で 1400km 走りました。
意外と道路は混雑していませんでした。愛媛ではたいした
ことはしていませんが、栄養寺の住職に会いました。30
日に帰阪し、原稿を書きながら平成が終わって令和が始ま
るのを待っているところです。10 連休？本当、こういう
ことをしてはいけないと思います。休みが多すぎます、日
本は。新元号に代わったことのお祝い？お祝いのための

↑栄養寺へ行き、高橋住職に漢字『栄養』の本当のルーツについ
て話してきました。やっぱり、こういう写真を撮らなくてはなら
ないでしょう。右足が痛いので、左足に体重がかかっています。

10 連休は必要ないでしょう。

↑故郷の海です。相変わらずでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、この 4 月は、平成の最後の月だということで、
世間はいろいろ盛り上がっていました。新しい元号が令和に決
まったり、平成天皇が退位し、浩宮が新天皇になり。めでたい
とは思いますが。テレビもずっと皇室関係ばかりでした。
小越先生：今回のは退位。昭和から平成に代わった時は、昭和
天皇が崩御されたためだからな。今回は、そういう意味ではめ
でたいんじゃないか。
ゼン先生：確かにそうですね。確かに・・・。でも、私は腰痛
で大変でした。
小越先生：世間の盛り上がりに君はついていけなかったのか？
ゼン先生：そういうことではないんですが。気持ちが盛り上が
らないというか、痛みのために何もやる気が起こらないんです
よ。
小越先生：そうか。痛みなあ。わかるよ。椎間板ヘルニアだっ
てな。しかし、君の年齢で椎間板ヘルニアになるか？結構、若
い人に多いはずだけど。
ゼン先生：好発年齢は 20～40 歳代です。還暦を過ぎてからの腰
痛は、脊柱管狭窄症が多いということですが。
小越先生：なってしまったんだから仕方ないな。がまんしなく
ては、な。
ゼン先生：そうとうがまんしていますよ。
小越先生：オレに訴えてもダメだよ。オレは君の痛みを軽くし
てやることもできないし、代わってやることもできないんだか
ら。
ゼン先生：わかっています。自分でがまんするしかないこと、
わかっています。とにかく、がまん、がまんです。
小越先生：そうだ。そういうことだから、今回は臨床栄養の話
をすることもやめるか？
ゼン先生：そうしたいところですが。休んでも、楽にはならな
いんです。横になっても痛いんです。仰向けもダメ、うつ伏せ
もダメ。椅子に座っても、椅子の高さによっては痛いんです。
小越先生：へええ、寝る時も痛いのか？
ゼン先生：そうです。背骨を伸ばすことになるんでしょう。
小越先生：夜も眠れないのか？
ゼン先生：うずくまって寝ています。いつの間にか寝ている、
痛みに耐えながら寝ている、そんな感じです。
小越先生：そうか。本当に大変なんだな。どうやったら楽なん
だ？
ゼン先生：実は、車を運転している時が一番楽なんです。夜、
寝る時も車で寝たいくらいです。
小越先生：そうか。そしたら、この会話も、君の車に乗ってや
るか？
ゼン先生：先生、私の痛みを面白がっているでしょう。
小越先生：いや、そんなことはないよ。できたら、君の苦しみ
を肩代わりしてやりたいと思っているよ。
ゼン先生：その顔は、思っていませんね。
小越先生：どういえばいいんだよ。
ゼン先生：いいです、何も言わなくていいです。
小越先生：こういう時って、何を言ったらいいのか、非常に難
しいんだけどな。
ゼン先生：すみません。今日の話題に進みましょう。
小越先生：どんな内容にするつもりなんだ？
ゼン先生：そうですね。その前に、ちょっとうれしいことがあ
りましてね。

第６５回

↑愛媛県西予市にある、日本最古の小学校、開明学校です。そのままの
形で残されています。西予市って、そういう意味では非常にユニークな
街並みが残っています。

↑いわゆる『オランダおイネ』です。西予市にある、宇和先哲記念館に
展示されていました。左は、いわゆるレジ袋です。いろいろ本を買った
のでこの袋に入れてもらいました。こういうデザインでした。なかなか
やりますね、西予市、宇和町は。

↑シーボルトの娘、楠本イネと、シーボルトの弟子：二宮敬作が特集さ
れていました。ここもシーボルト家の二百年展の記念碑がありました。
是非、行ってみてください。痛い脚をひきずりながら、開明学校から宇
和先哲記念館まで歩きました。

↑高野長英の隠家です。愛媛県指定文化財になっていました。この奥の
家に、2 週間ほど隠れていたのだそうですが、詳しいことはわかりませ
ん。資料にも、そのように書かれていました。鹿児島へ行ったという説
もありますが・・・。
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：腰痛で苦しんでいる君を喜ばせたのは、何だ？そん
なにうれしいことだったのか？
ゼン先生：NHK の大河ドラマの『いだてん』ですが、おもしろく
ない、って言っていたでしょう？
小越先生：そうだな。主役の走り方がかっこよくないし、賢く
ない、ということだったな。
ゼン先生：まあ、それはさておいて、なんですが。金栗四三が
熊本の名家に養子に入るんですが、そこの母親役を大竹しのぶ
がやっているんです。まあ老け役ですね。
小越先生：大竹しのぶも老け役をやるようになったんだな。
ゼン先生：その大竹しのぶが、四三の兄の家へ怒鳴り込むシー
ンがありまして。そこで『いだてんかじゃこ天かは知らんばっ
てん』と叫んだんです。
『いだてんかじゃこ天』です。ここで『じ
ゃこ天』が出るか？と思いましてね。
小越先生：『じゃこ天』って、愛媛の名産だろう？
ゼン先生：そうです。私の地元です。金栗のふるさとの熊本に
はじゃこ天はないはずなんです。それなのに、なぜ『じゃこ天』
が出たんでしょう。大竹しのぶのアドリブでしょうか。わかり
ませんけど、とにかく、うれしくなりました。
小越先生：なんだ、それだけのことか。それだけでうれしくな
るなんて、よっぽど腰の痛みがつらいんだな。
ゼン先生：腰痛とは関係ありません。とにかく、うれしかった、
それだけのことです。
小越先生：まあいいだろう。悪い話ではない。しかし、脚本に
その台詞があったのか、大竹しのぶのアドリブか、それは知り
たいな。
ゼン先生：そうなんです。知りたいんですけど、わからないで
しょうね。
小越先生：いつか、なにかの機会にわかるかもしれないけどな。
ゼン先生：まあ、わからないでしょう。とにかく、大竹しのぶ
はすばらしい！
小越先生：ところで、今日の話題は？
ゼン先生：実は、義理の姉と、食道癌で亡くなった義兄の話を
していたんですよ。義兄は 60 歳くらいだったんです。その義兄
の術後の栄養管理についてなんですが。
小越先生：術後の食事が大変だった、ということだろう？
ゼン先生：そうです。
「手術が終わって退院してからは、がんば
って食べて元気になって欲しい、という思いで料理にも工夫し
たし、励ましたりしたけど。ある時、
『無理なんだ、食べられな
いんだ。食べられないのに、そうやっていろいろ気を使って料
理を工夫したり励ましてくれたりするのは苦しいんだよ。』と言
われた」という話です。
小越先生：その通りだろうな。患者としてのその気持ちはよく
わかる。オレも、化学療法の時には同じ思いだったよ。
ゼン先生：骨髄移植を受けられた坂本先生の講演でも『大丈夫
ですよ、今日は何も食べなくていいですよ』という看護師さん
の言葉が一番救われたと言っておられました。
小越先生：本当にそうなんだ。その気持ちは、主治医はわかる、
と言いながら、わかっていないんだとオレは思う。オレも食道
外科医なんだけどな。
ゼン先生：そうそう。義姉が言っていたんですが、手術前の説
明では『癌はこうやって取り除きます。こういう手術内容です。』
ということだけで、術後にこんなに食事で苦労することになる
って、ほとんど説明は受けなかった、と言っていました。

第６５回

小越先生：そうか、そうかもしれないな。術後、食事で苦労す
るとは、それほどは説明していないかもしれない。
ゼン先生：実は、そこが大事なんですけどね。癌の手術はうま
くいったが・・・ということです。
小越先生：そうだな。術後の栄養についても、もっと説明して
おくべきだな。

↑椎間板ヘルニアで苦しんでいるという話をすると、結構、まわりにも
同じように苦しんでいる人がいることもわかりました。人知れず苦しん
でいる人がたくさんいるようです。一発で直す治療法を開発してくださ
い。そういえば、ゴルフの石川遼選手も腰椎椎間板ヘルニアで苦しんで
いるとのこと。仲間意識が出てきて、応援したくなりました。石川遼選
手、がんばれ！本当は、こんなことを言う余裕はないんですけどね。

↑本当に正直な気持ちを言わせていただきますと、建物の前のこういう
駐車スペースは不要だと思っていました。とにかく大学構内ではどこに
車を停めるかに常に気を遣わなくてはならないので。しかし、ヘルニア
で動きがままならなくなると、ここに自分の車を停めさせてもらってい
ることがどれほどありがたいか。特別に停めさせてもらっています。歩
くこと自体がままならなくなると、本当にいろいろ、これまで見えなか
ったことが見えてきます。

いだてんかじゃこ天かは知らんばってん
↑NHK 大河ドラマ「いだてん」の 1 シーン。テレビ画面を撮影しました。
大竹しのぶの名せりふ。すばらしい！大女優です。
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ゼン先生：しかし、そこまで考えて説明できる医師がどれだけ
いるか、です。医師が、これだけ栄養に興味がなくなってしま
ったら、それ自体が無理なような気がします。
小越先生：そうかなあ。昔、拡大手術がもてはやされた時があ
っただろう？
ゼン先生：ありましたね。膵島十二指腸切除兼拡大肝右葉切除
のようなものすごい手術でしょう？
小越先生：そうだよ。ものすごい大きな手術をやった、うまく
いった、という発表があったな。その時、術後に高度の栄養障
害に陥ってしまっているじゃないか、それでいいのか、という
ことで、いろいろ議論されただろう。
ゼン先生：そうです。それに対して、やはり QOL が大事だ、そ
のためには栄養管理が大事だ、という議論も始まりました。
小越先生：そうなんだよ。そういう議論の結果、手術を始め、
化学療法や放射線療法時、QOL を考えながら治療を実施すべき
だ、栄養管理も考えるべきだ、となってきたんじゃないか。
ゼン先生：そうです。でも、それは一時的だったと思います。
ERAS の普及に伴って、栄養管理が軽視されるようになってきた
ように思います。
小越先生：ERAS か。これも君が日本に紹介したんだったな。
ゼン先生：そうです。大塚製薬工場と一緒に仕事していた頃の
ESPEN レポートです。2004 年でしたでしょうか。要するに、栄
養に関しては絶食期間をなくす、短くすることが大事、そのた
めにはできるだけ早く経口摂取を再開する、という内容です。
小越先生：それはいいことだろう。早く回復できる、その一つ
の要因だからな。
ゼン先生：もちろんそうです。しかし、その本当の意義を理解
しないで、術後はすぐに食事ができるんだ、栄養管理なんてい
らないんだ、という考えが定着したんです。その結果、栄養管
理の重要性が理解されなくなったんだと思います。
小越先生：術後はすぐに食べることができるから、栄養管理に
はそれほど気を使う必要がない、という傾向だな。
ゼン先生：そうです。その傾向が、外科医の栄養管理に関する
全体的な傾向になってしまっているように思います。
小越先生：外科医が栄養管理に気を使わなくなっている、とい
うことなんだな。
ゼン先生：そう思っています。
小越先生：外科医の全体的な傾向になってしまっているのか。
ゼン先生：そう思います。本当、正直、困ったもんだと思って
います。
小越先生：確かにそうだ。困ったことだな。現在の臨床栄養学
は外科医が中心となって発達したんだからな。
ゼン先生：そうですよね。食道癌の患者で、いや、食道癌だけ
ではありませんが、合併症を減らすため、合併症が起こった時、
などの対応ということで静脈栄養、経腸栄養が発達したんです
よね。
小越先生：そうだよ。オレは食道外科だし、久留米の掛川先生、
東北大学の森先生、岩手医大の齋藤先生、熊本の大熊先生、な
どなどだな。食道外科医が臨床栄養のリーダーでもあったな、
オレはそう思っている。もちろん、消化器外科医、小児外科医
もだけどな。
ゼン先生：とにかく、先生の時代は、外科医が栄養管理の重要
性を理解して、いろいろ工夫されたんですよね。
小越先生：そうだな。たとえばだけど、エレンタールを開発し
た時なんか、最初の研究会は、あっというまに 130 ほどの施設
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が治験に参加したいという意思表示をしてくれたんだからな。
あの頃の外科医は、栄養管理にものすごく興味をもっていたん
だ。栄養管理の重要性を、身に染みて感じていたんだろう。
ゼン先生：それはすごいですね。そういう先生達のご苦労のお
かげで、現在のわれわれは、やろうと思えばきちんと栄養管理
が実施できるようになったんですよね。
小越先生：そうだよ。エレンタールだけでなく、静脈栄養剤、
投与器具、安全に栄養管理を実施するために必要なものが開発
されたんだ。そういう開発の歴史やその意義を、現在の外科医
も知っていて欲しいけどな。
ゼン先生：今の外科医は、そういうことにはほとんど興味がな
いと思います。
小越先生：そうか。それは残念だ。しかし、内視鏡外科手術を
始め、さまざまな進歩によって手術成績は向上したんだろう？
ゼン先生：確かに手術成績は向上しました。手術侵襲に対して
もいろいろな対応ができるようになって、侵襲からの回復も速
くなりました。それはすごく進歩したと思います。しかし、栄
養管理については、退歩しているように思います。
『がんばって
食べないと元気にならない』という方針に戻ってしまっている
と思います。
小越先生：静脈栄養も経腸栄養もやらないんだな。
ゼン先生：そうですね。昔と一緒です。静脈栄養も経腸栄養も
実施できなかった頃と同じ状態ですよ。
小越先生：でも、やろうと思えばできるんだろう？

↑季節は春。気候は暖かくなったり、寒くなったり、雪が降ったり、不
安定ですが、確実に春になっています。サクラが咲き、華やかになりま
した。しかし、花が散ると、その後、茎がたくさん落ちてきます。駐車
場に停めている車の上に茎が・・・洗車したりしなければならないので
大変です。とにかく、阪大構内は緑もいっぱいできれいです。春の息吹
が感じられます。そんないい季節なのに、腰痛が治りません。
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ゼン先生：もちろんです。方法も器材も、静脈栄養剤も経腸栄
養剤も、すべて、そろっています。
小越先生：そのはずだ。知識も、だろう？
ゼン先生：実は、その知識が問題かもしれません。勉強してい
ないんですよ、栄養管理について。
小越先生：しかし、それって、初歩中の初歩だろう？
ゼン先生：本当、初歩中の初歩です。でも、栄養は大事だ、こ
れをわかってくれない。
小越先生：まあな。しかし、栄養管理の実施方法を教えたら、
すぐに栄養は大事だということがわかるんじゃないか？
ゼン先生：栄養管理の方法がきちんと教えられていないんです
よ。そこが問題です。
小越先生：大学では教えていないのか。
ゼン先生：そうだと思います。昔より、栄養の講義は少なくな
っているんじゃないでしょうか。
小越先生：そうか。大学で教えられていない。研修医になって
臨床の現場に出ても、栄養の重要性を教えていない。
ゼン先生：そうなっていると思います。それに、指導する立場
にいる医師が、栄養の重要性を認識していないんですから、ど
うしようもないでしょう。
小越先生：前回も言ったけど、TNT セミナーで 2 万人の医師に
臨床栄養を教育しただろう？
ゼン先生：私も前回も言いましたけど、それだけでは栄養管理
の重要性に実感が伴わなかったんでしょう。
小越先生：そうか、そうなのか。当初は 1 万人の医師を教育し
て、特に、指導的立場にある医師を教育すれば、日本全体の栄
養管理レベルが上がる、そう思って TNT を開始したんだけどな。
ゼン先生：そうです。私も、その先生の考え方に全く同感で、
がんばったんですが。
小越先生：無駄だったのか？
ゼン先生：無駄ではないと思います。しかし、期待した効果は
見えていないのかもしれません。
小越先生：しかし、日本全体の栄養管理レベルは上がっている
んだろう？NST は普及しているんだからな。
ゼン先生：それは、残念ながら、錯覚かもしれません。NST は数
は増えていますが、内容が伴わない NST のほうが多いようです。
現実を直視すると、昔より栄養管理レベルは低下していると思
います。
小越先生：その昔っていつだ？
ゼン先生：そうですね。先生が日本静脈経腸栄養学会を研究会
から学会にして、日本中に NST というものを普及させようとい
う活動を開始した頃、でしょうか。
小越先生：それって、その後の 20 年間の活動が無駄だった、と
いうことになるじゃないか。
ゼン先生：だから、無駄ではないと言っていますよ。先生の考
えを理解して、がんばっている医師もいますから。
小越先生：どれだけいるんだ？
ゼン先生：少ないですね、確かに。少なくなっているように思
います。
小越先生：そうか、少ないか。でも、メディカルスタッフには
栄養の重要性が理解されているんだろう？
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ゼン先生：確かに、昔より栄養の重要性を理解していて、知識
も経験も豊富なメディカルスタッフは多くなっています。
小越先生：だろう？それは活動の成果だろう？
ゼン先生：そう思います。しかし、逆に、栄養管理に興味のな
い医師は増えているし、全く興味がないメディカルスタッフも
増えていると思います。
小越先生：そりゃあ、みんながみんな、栄養管理に興味をもつ、
そんなことはないだろう？
ゼン先生：まあそうなんですけど。でも、栄養管理なんてじゃ
まくさい、という考えを持っている医療スタッフは多くなって
います。それと、栄養管理をやっても儲からないからやっても
仕方ない、という病院も増えていますから。
小越先生：それはつらい話だなあ。
ゼン先生：まあ、栄養管理に関してはいろいろでしょうね。病
院として、栄養が大事だという考え方が普及している病院と、
栄養に興味がない病院と、いろいろでしょう。
小越先生：そうか。そういうことか。
ゼン先生：もう一つの傾向は、在院日数が短いから、栄養管理
をするには時間がない。そんな短い時間に栄養管理をやっても
意味がない、そういう傾向があると思います。
小越先生：在院日数が短いから栄養管理を実施する時間がない、
か。
ゼン先生：そうですね。なんとなく、栄養管理を積極的に実施
するための条件が、どんどん減ってきているような感じがしま
す。苦労している NST が多いはずです。
小越先生：しかし、それに対する対応は、栄養管理の意義を理
解することだろう？
ゼン先生：そうです。その通りです。先生が JSPEN で NST を普
及させるための活動を開始して、一旦はそれが広まったと思い
ます。しかし、その後、また、栄養を考えなくなってきたよう
に思います。そこを見つめる必要があると思っています。
小越先生：歴史は繰り返す、ということか。TPN が開発された
頃には栄養管理の重要性が認識されたけど、TPN が普及すると
興味が失われ、NST を普及させるための活動を開始して盛り上
がった。しかし、再び栄養を考えなくなってきた、そういうこ
とか。歴史は繰り返す、だな、確かに。
ゼン先生：歴史は繰り返すかもしれませんが、今後、もう一度、
栄養が大事と考える人が増えてくる、そうなることはないよう
に思います。
小越先生：そんなことはないだろう。
ゼン先生：あの頃は、先生を始め、臨床栄養に熱心な外科系の
リーダーがたくさんおられました。その方々が、栄養は大事だ、
という啓発活動をなされました。でも、今は、そういう人はほ
とんどいませんからね。
小越先生：どうするんだ？
ゼン先生：いつも言いますが、1 人ずつ、1 人ずつ、栄養が大事
だと思ってくれる仲間を増やす活動を続けるしかありません。
残念ですが、それが現実だと思います。しかし、リーダーズに
集まってくれる方々は、本当に栄養の重要性を理解してくれて
いますから、この輪を広げたいと思っています。
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↑VHS のビデオテープを DVD に変換してもらってチェックしていると、2002
年に熊本で開催された、第 17 回日本静脈経腸栄養学会の前日の味の素
Nutritional Seminar のビデオが出てきました。このビデオを撮影していた
ことすら知らなかったのです。HPN の患者さんはこんなに元気なのです、と
いうことを知ってもらうために、私の患者さん、短腸症候群で HPN を実施し
ていた中村絵里さんに出演してもらった、そのビデオです。絵里さんは 2
年前に亡くなりましたが、このビデオを見つけて、うれしくて、うれしくて。
ご主人、お父さん、お姉さんに電話してしまいました。檀上での写真ですが、
いい雰囲気のセミナーですよね。
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↑4 月 4 日、JB01001、製造番号 1 番の IP エコーを用いて、実際の患者
さんに PICC を挿入しました。吉川先生が一発で決めてくれました。私
がやろうかと思ったのですが、腰痛ですからね。吉川先生、一発で決
めてくれてありがとうございました。感想は？すごいです、いいです、
緊張しました、でした。

【今回のまとめ】
1. 平成から令和に元号が代わりました。本当は何も変わってはいないのですが、これをきっかけに気分一新、
それが大事なのだと思います。
2. 椎間板ヘルニアの痛みに苦しんでいます。本当、苦しいし、大変です。でも、がまんがまんです。それでも、
その痛みに耐えながら、がんばって生きていかなければなりません。大げさな表現かな？
3. 自分が病気になると、本当に患者さんの気持ちがよくわかります。栄養もそうです。なんとかしてあげたい、
いい栄養管理をしてもっと元気にしてあげたい、そこに栄養管理の原点があると思います。患者さんに対す
る「思いやり」です。
4. ERAS が導入されて、実は、栄養管理のレベルが下がってきていると思います。すぐに食べさせることがで
きるから栄養管理なんていらない、そんな傾向が出てきてしまいました。それが外科医の栄養管理全体に対
する考え方になってしまっている、困ったことです。
5. 栄養が大事、そう思ってくれる仲間を一人ひとり増やす、それが今、私にできることです。ご協力をお願い
します。
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