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『我々が目指すのは Medical Nutritionist です』
2016 年になって、あっという間に 3 ヶ月が過ぎ、3 月が終わりました。
「1 月は行く、2 月は逃げる、3 月は去る」、この
原稿で何回使ったでしょうか。毎年、使っているかもしれません。ちゃんとやるべきことをやったかな？と反省するばか
りです。よく考えると、もう 2016 年の 25%、4 分の 1
が終わることになり、反省、反省、になっています。
だから？4 月は「始まりの月：始月（しがつ）」と考え
て、これからがんばろうと思います。
博多での静脈経腸栄養学会が終わってからも、なん
か、忙しくしていたな、という感じ。3 月 5 日には関東
信越国立病院管理栄養士協議会での講演に呼んでいた
だきました。かつて、武澤純先生と一緒に厚労省の研
究班として「感染対策ガイドライン」を作成するとき
によく来た、東京メトロの早稲田駅前で降りて、とぼ
とぼと会場の国立国際医療研究センター病院まで歩き
ました。曲がりくねった、わかりにくい道でした。協
議会会長の野口さん、国立がん研究センター東病院栄
養管理室長の千歳さんに、栄養士の活動の現状につい
てのお話を伺い、いい勉強をさせていただきました。
それから、本当に久しぶりに調所勝弘さん（独立行政
法人、国立病院機構本部、栄養専門職）に会いました。
特別用途食品制度の委員会でお世話になって以来なの

↑一般社団法人 UHC 機器開発協議会、理事会の様子です。左から理事
の徳増教授、代表理事の中島教授、そして、特別顧問、サクラグロー
バルホールディング株式会社、代表取締役会長の松本謙一氏です。NPO
法人海外医療機器技術協力会＜OMETA＞の会長でもあります。先日、
国交を回復したアメリカとキューバの NHK の報道でも、日本の医療機
器メーカーがキューバに進出しているという話題があり、松本氏が出
ていました。カストロ議長との写真が出ていて、驚きました。すごい
方なんですね。この方に特別顧問になっていただいているということ
は、本当にすごいことなのです。私も、親しく話をさせていただきま
した。（NHK のニュースの画面を写真に撮ったのです）

で、何年ぶりでしょうか。講演は 1 時間半。のびのび
としゃべらせていただきました。終わってから、すぐ
に早稲田駅へ歩いて戻り、今度は蒲田駅へ。「第 6 回
JSPEN 首都圏支部 NST 専門療法士セミナー」での講演の
ためです。今回のセミナーの詳細についての案内をし
てくれた林先生は、JR 蒲田駅よりも京急蒲田駅の方が
会場に近いと教えてくれていたのです。しかし、JR 東
京駅から乗ると、京急蒲田駅へ行くには品川で乗り換
えなければならないし、乗り換えずに JR 蒲田駅へ行く
方が便利だし、東京駅で「はみ出し天丼」を食べたか
ら腹ごなしも必要だし、ということで JR 蒲田駅で降り、
会場まで歩きました。大した距離ではありませんでし
た。このセミナーに集まっている方々は本当に熱心で、
やる気満々でしたね。そこに気楽な私が行って講演す
る？なんて思ったのですけどね。今回はカテーテル関

↑3 月 5 日、第 6 回 JSPEN 首都圏支部 NST 専門療法士セミナー後の懇
親会の写真です。お若い方に囲まれて、還暦を過ぎたおじさんが二人
座っております。みなさんお元気で、すばらしい。本気で栄養管理の
プロになってください。お手伝いはいくらでもさせていただきます。
もう、この年になりますと、後進を育てる、というのが最も大事な仕
事になりますから。

連血流感染症についての講演でした。終わってからの
懇親会も盛大で、にぎやかで、楽しい時間を過ごさせ
ていただきました。横須賀の三宅くんと私は同じ年な
んですよね。私の方が若い？ま、どうでもいいことで
す。
3 月 7 日は熊本大学へ。熊本ラーメンを食べなくては
ならない？食べたい、ということで早めに熊本へ到着。
有名な「黒亭」へ行きました。14 時半頃でしたが、外
で並んで待たされました。中国の方にまでここのラー
メンはうまいという情報が流れているのですね。熊本
大学では、NST の荒木教授、河島先生、大林先生、猪原
さんにお世話になりました。いい時間をいただきまし
た。ここでもカテーテル管理の講演だったのですが、
ICT の方々はどう思われたのか、知りたいですね。

↑熊本ラーメンの黒亭です。お店の前には列ができていました。着い
たのは 14 時半を過ぎていたのですが、こんな雰囲気でした。下の写
真のサングラスの女性は、中国の方のようです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑熊本です。熊本城です。宿泊したホテルからの写真です。ライ
トアップがすばらしい。姫路城がリニューアルされて、観光客が
増えているそうです。姫路城と熊本城、どちらが日本一？

↑熊本大学 NST セミナー後の懇親会の写真です。楽しい会話をさ
せていただきました。熊本大学は、かつては、外科が栄養管理の
中心的活動をしておられたようですが、現在は、代謝内科が NST
活動をしておられるとのこと。大熊先生、岡村先生、田平先生、
田中先生、永本先生など、今でも私は仲良くしていただいていま
す。今回の私のカテーテル感染に関する講演で、何か、変化が起
こるのでしょうか。

↑餃子、ライス、ラーメン。これだけを昼飯として食べました。
よく見ると、玉子が 2 個です。黄身だけだった、と思うのですが。
腹いっぱい？になりました。同行の方に、よく食べられますね、
と言われました。食欲と体重増加の関係で、悩んでいます。大変
なんですよ。

3 月 10 日は、西口先生にお招きいただき、第 30 回「なにわ NST 俱楽部」で講演しました。30 回記念ということでした。
「今、栄養管理に求められているもの」というタイトルで講演しました。実は、JSPEN 九州支部会の特別講演の内容をそ
のまましゃべったのです。九州支部会では、『JSPEN の定款の第 3 章（懲戒）
「法人の目的に反した行為等」に当たるか否
かを検討すべき内容である』なんて言われ、不愉快な思いをしました。今回は、そういう評価？噂？はなかったと思うの
ですけどね。九州支部会での問題に関しては、いろいろありましたが、言いたい人には言わせておけ、という感じ。私の
講演を聞いていない方からの中傷だと思うのですが、詳細を知りたい方は連絡ください。私の前には東近江総合医療セン
ターの伊藤明彦先生が「正しい知識で素敵な”PEG ライフ”支えませんか」というタイトルで講演されましたが、胃瘻の
専門家らしい内容でした。気合が入っています。12 日は第
20 回大阪府栄養士会研究発表会での教育講演。
「周術期の栄

↑「なにわ NST 俱楽部」の第 30 回記念ということで、なんでも、
会員の人気投票で私と伊藤明彦先生が選ばれて講師に決まった
ということなのです。私の前の伊藤先生の講演の時の雰囲気で
す。満席でした。『素敵な PEG ライフを支えてあげよう』なんて、
なかなかそういう話はできません。みなさん、熱心に聞き入って
おられました。

↑なにわ NST 俱楽部での講演会後の写真です。西口先生のお仲間
との写真です。九州支部会の特別講演の内容をそのまましゃべっ
たのですが、何か、問題がありましたか？いろいろご批判もある
と思いますが、批判もされない、何も自分の意見を主張しない講
演をしても、意味がないでしょう。誰かがどう言ったと伝言をす
るような内容ではなく、講師の主張、考え方を聞きたいから講演
を聞いているのでしょう？それを土台として、意見を交わす、自
分の考えを確認する、それが講演の意義だと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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養管理」について 90 分ほどしゃべりました。またまた気楽にしゃべってしまいました。
その後は、ひたすら 3 月 26 日のリーダーズの準備。これがいろいろ大変でした。9 月の「栄養管理指導者協議会設立記
念学術集会」の記録集の作成が特に大変だったのです。司会、講演、質疑応答、これをビデオで収録していたのですが、
テープ起こしをして、内容を把握し、話し言葉を、意味を変更しないように文章にするのですが、意味の通じない発言も
あるし、話が飛ぶし、いろいろ、発言者による癖もあり、正直、大変でした。でも、発言を文章にするのは、手間も時間
もかかりますが、いい勉強になります。スライドも写真も掲載し、本当にいい記録集ができました。こういう学術集会の
内容は、やはり、本気で記録に残すべきだと思います。しゃべりっぱなしではダメだと思います。この記録集の欲しいか
たは、栄養管理指導者協議会の会員になってください。すばらしい内容になっていますから。入会申し込みは、HP:
http://www.penleaders.org/member.html まで。
そうして、第 2 回栄養管理指導者協議会の当日を迎えました。神戸国際会議場。天気は晴れ！気温はまあまあ。抄録集
はバッチリ！司会者、話題提供者、ディスカッサントは既にいろいろメールで議論している。もちろん、特別講演Ⅰ、Ⅱ
は、素晴らしい内容であることはわかりきったこと。あとは、栄養管理に気合の入っている方々がどれだけ集まるか・・・
でした。とにかく、議論沸騰の、有意義な会であったことは間違いありません。マイクの前に何人もが並んで、自分の出
番を待っている姿は、やはり、これが学術集会の本来の形だ、ということの表れです。やる気のある方が集まっているの
だということを確認しました。参加者から、
「心地よい緊張感があった」、
「いろいろな学会が演題をこなすために淡々とし
た、まるで消化試合を行うような進行で、そんな学会が多い中、久しぶりに徹底的な議論ができた」、「本当の意味の議論
が出来る場を求めて居る人が多いことがわかった」、「あんなに活発に会場から意見を聞けるのは他の学会・研究会にはな

↑徹底的に議論しましょう、ということですが、上の写真では 3
人、下の写真では 5 人がマイクの前に立っています。こういう雰
囲気がだいじなのだと思います。これが本当の学術集会ですよ。
当番会長の西口先生も、非常ににこやかに開会の挨拶をしておら
れました。

↑松末先生が栄養管理の本質に目覚め、チーム医療の重要性に目
覚めたのが、1977 年に参加した、アメリカでの栄養管理セミナー
だそうです。この写真は、ダドリック先生の家を訪問した時の写
真だそうです。左端に岡田先生、その右に若き日の松末先生がお
られます。確かに米国栄養輸液調査団、という雰囲気でしょう。

↑「報道番組に物申す」胃瘻を造設すると食べられない？のセッシ
ョンです。上段は司会者とディスカッサントの方々です。左から司
会の白尾、小川両氏で、ディスカッサントは島崎、三宅、伊藤、西
山の 4 氏です。その下は、質問や意見を述べられた方々です。2 回、
出てこられた方もいますが、20 人くらいです。90 分間のセッショ
ンで、これだけの方が質問をし、意見を述べられる、これだけでも
すごい学術集会であることがおわかりだと思います。医師が 17 名、
看護師が 2 名、歯科医師、栄養士、薬剤師がそれぞれ 1 名、でした
か。それぞれの立場から、意見を述べておられました。

↑ランチョンセミナーのお弁当配布の雰囲気です。弁当を 3 種類
準備したので、どれを選ぶか、悩んだ方もいたようです。事前登
録が 220 名でしたので、300 人分のお弁当を準備しました。足りな
いと困りますので。余分に用意してくださった、陽進堂に感謝で
す。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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い」、
「議論が尽きない大事な内容でしたが、きちんと考えている医療人が集結しているのだと思った」、などの感想が聞か
れました。客観的に振り返ると、議論の流れに乗っていないような質問や発言もありましたし、議論の的が絞られていな
いなどの問題もありましたが、要するに、こういう議論を
しながら進行する、という形式に慣れていないということ
なのかもしれません。これから、このリーダーズの学術集
会を重ねることによって、みんなで学んでいけばいいのだ
と思っています。

↑緩和医療領域の栄養管理のセッションです。いろいろな意見が
飛び交いました。この領域は、確かに、範囲が広くて、議論がか
み合わない部分がありました。ギアチェンジという用語は、使わ
ないようにしましょう、というのが、一つの結論でしたね。カク、
カク、カクという変更ではなく、患者さんの状態を診ながら、ス
ムースな対応をするべきである、ということです。

1

↑9 社が展示に協力してくださいました。ありがとうございます。本当に、企業の方のサポートがなければこういう学術集会は成
り立ちません。そうでなければ、参加費を何倍にもしなければなりません。本当、ご協力ありがとうございました。今後もよろし
くお願いします。書籍展示もしました。

↑腰痛症でここんとこ苦しんでおります。そこで、立って仕事をすることにして、左の
写真のような工夫をしてがんばっておりました。ところが、右の写真のように、立って
仕事ができる、机の上に置く机があることを知り、購入しました。高さも調節すること
ができますので、座って仕事をしたい時はそのようにできます。雰囲気が全く変わりま
した。仕事がサクサクはかどる？そうでもないのですが、とにかく、雰囲気が変わりま
した。日本人って、世界中で座る時間が最も長いのだそうです。NHK の「ためしてガッテ
ン」でやっていましたが、最近は、立ったままで仕事をするようになったオフィスも多
いようです。

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：先生、リーダーズの第 2 回が終わりました。ほ

小越先生：なるほど。

っとしているところです。

ゼン先生：長すぎるので、何を議論していたかがわからな

小越先生：そうか。で、どうだったんだ？

くなる。とにかくしゃべりたい、そんな雰囲気もなくはな

ゼン先生：あとで振り返ると、いろいろ反省する点もあり

い。

ますが、とにかく、質問や意見がたくさん出ましたので、

小越先生：まあ、ゆっくり議論ができる学会や研究会が少

有意義だったと思います。

ないからな。

小越先生：そうか、それはよかった。参加者は何人だった

ゼン先生：流れに関係ないことをしゃべることもある。

んだ？

小越先生：ふん、ふん。

ゼン先生：事前登録が 220 人で、最終的には 280 人でした。

ゼン先生：いろいろ反省するべき点はあるんですけどね。

小越先生：そんなものだろうな。でも、もう少し多くても

でも、そういう風に、議論をする、という雰囲気は非常に

よかったんじゃないか？

大事なので、この形を続けていきたいと思っています。

ゼン先生：確かにそう思っています。400 人か 500 人、く

小越先生：それは大事だ。議論をしながら、前へ進む、そ

らいが私が希望する参加者数です。でも、多すぎても議論

れが学術集会だぞ。

をする雰囲気が作りにくくなってしまうので、微妙なとこ

ゼン先生：本当、そうだと思います。一人ひとりの意見や

ろです。

質問の時間制限をするのは、ちょっと難しいし、雰囲気が

小越先生：それはそうだけど、参加者があまり少ないと、

壊れそうにも思いますので、質問者の自覚を促す、レベル

企業のバックアップも得られにくいだろう。

アップを期待する、そんな方法しかないかもしれません。

ゼン先生：そうなんですよ。そこがむずかしいんです。で

小越先生：『チーン』なんて音を鳴らすか？

も、議論をつくす、という目的を大事にしたいので、企業

ゼン先生：それは、やりません。だんだん、話す内容を端

の方にもいろいろお願いしているし、気を使っているつも

的に、短くまとめることができるようになると思うんです

りなんですよね。

けどね。

小越先生：気を使う？君がか？

小越先生：そうだな。そのうち、かな。

ゼン先生：そうですよ。アナウンスの時も、何回も、企業

ゼン先生：事務局としては、その議論を、きちんとした形

の展示のところも訪れてください、と言いました。終わっ

にして残す。きちんとした記録集を作る。それをしなけれ

てからも、忌憚ない意見を、というお願いのメールも出し

ばなりません。しゃべりっぱなし、ではダメですから。

ています。もちろん、この栄養管理講座にも、企業の方の

小越先生：その通りだ。設立記念集会の記録集は作ったん

写真などを出していますから。

だろう？

小越先生：とにかく、そういう配慮は大事だよな。

ゼン先生：もちろんです。ビデオを撮っていますので、話

ゼン先生：そう思っています。援助してくれ、お金を出し

した言葉を文章にしました。専門業者にお願いして、話し

てくれ、ばかりではダメで、やはり、ギブアンドテイクで

言葉を文章にするんですが、その後の校正が大変なんです

す。いい意味で、と思っています。

よ。話し言葉って、みなさん、いろいろ癖があります。
「や

小越先生：オレもそう考えながらやってきたつもりだ。医

っぱり」とか「そして」とか「何々ですけれども」とか、

者っていうのはな、なんとなく上から目線で、表現はよく

繰り返し出てくるんです。読む側にとっては、そういう部

ないけど、援助してもらって当然、みたいな雰囲気がある

分は邪魔になるので、それも処理しなくてはならない。
「け

からな。

れど」や「けれども」、
「しかし」なんかで話が続くからど

ゼン先生：そうですよね。よくわかっています。なんか、

こで区切っていいかわからない。文章の末尾が聞こえない、

無理やり援助せよ、みたいな雰囲気でお金を集める学会や

わからない、なんてことになりまして。

研究会もあるそうですけど。品格の問題でしょうね。

小越先生：わかるな、それ。

小越先生：そうだよ、品格だ。

ゼン先生：わかるでしょう？結局、プリントアウトした原

ゼン先生：その点は先生に教えていただいたし、マネして

稿も、3 回も見直しました。大変な時間がかかりましたが、

いるつもりです。

りっぱな記録集になったと思います。

小越先生：そうだぞ。いつも言っているだろう？医者と会

小越先生：それ、質問者や意見を言った人が読むと、本当、

社じゃなくて、人と人なんだからな。

いい勉強になるな。

ゼン先生：そう思っています。そこが大事だと思っていま

ゼン先生：確かに、そう思います。是非、会員になって、

す。

記録集を読んでもらいたいと思います。

小越先生：ところで、参加者の感想はどうだった？

小越先生：何？会員にならないと記録集は手に入らないの

ゼン先生：議論がたくさん出て、よかった、という感想が

か？

多いのですが、反省する点もたくさんありますね。

ゼン先生：普通、そうでしょう。

小越先生：しゃべればいい、ということではないからな。

小越先生：普通？そうなのか？

ゼン先生：そうなんですよね。客観的にいうと、一つ一つ

ゼン先生：たぶん、そうだと思います。

の発言が長い、長すぎる。

小越先生：ところで、機関誌を出すんだって？
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：準備中です。記録集はりっぱなものにしている

ゼン先生：若い方々に論文を書かせる、それならいいんで

つもりですが、やはり、学術団体として、きちんとした、

すが、自分が書いたらこうなる、なんていうレベルの論文

原著論文や症例報告を掲載する機関誌を出したいんです。

にしてほしいと思いますけどね。

オリジナルですよ、大事なのは。

小越先生：上の方になると、なかなか、自分のデータとい

小越先生：大変だぞ、それは。

うものは作れないからな。

ゼン先生：わかっています。でも、よく考えておかなけれ

ゼン先生：でも、みんながみんな、上の方ではありません

ばならないのは、本気で論文を書く、という雰囲気がなく

よ。要するに、書く気がないんですよ。

なっているような気がしてならないんです。特に、この栄

小越先生：外科代謝栄養学会雑誌も、原著論文は少ないな。

養管理の領域は。

ゼン先生：ああ、それもそうだと思っています。かつて、

小越先生：そうなのか？

私の論文だけだった号もありますから。

ゼン先生：論文を書く、というと、ものすごくインパクト

小越先生：君の論文だけ？

ファクターが高い英文雑誌に投稿する、商業誌などに依頼

ゼン先生：そうなんですよ。会員に配られた号は、私の論

原稿を書く、という二つに分かれてしまっているいるよう

文の別冊みたいなものでした。

に思うんですよ。

小越先生：外科代謝は査読が厳しいだろう？

小越先生：確かに、そんな気がするなあ。依頼原稿の総説、

ゼン先生：確かにそう思います。そういう意味では、掲載

それは多いな。そればっかり書いている人が多いんじゃな

されたら価値があると思いますが、でも、そういう問題で

いか？

はないでしょうね。評議員が 200 人以上いるんですから、

ゼン先生：そうだと思います。オリジナルと言える、症例

評議員が指導して若い人に論文を書かせたら、1 年間で 200

報告や、自分のデータで書く論文が少なすぎます。

題は出ますよね。

小越先生：学会や研究会での発表は多いよな。

小越先生：まあな、計算上はそうだけど。

ゼン先生：多いですよ。JSPEN なんて 1500 題も発表されて

ゼン先生：静脈経腸栄養学会雑誌もそうですよ。代議員が

いるんですから。

何百人といるんですから。原著論文がもっと出てもいいと

小越先生：しかし、それが論文にはならない、ということ

思います。それに、原著論文を投稿しても、掲載までに 1

が言いたいんだな。

年ほどかかりますからね。余計な意見でしょうが、そろそ

ゼン先生：そうです。はっきり言うと、医師がこの栄養の

ろ特集記事をやめてもいいかな、なんて思います。オリジ

領域の論文を書きませんよね。栄養の論文はレベルが低い、

ナルな論文を掲載するのが、学会の機関誌の意義だと思い

みたいな雰囲気が感じられます。偉い方々は、依頼原稿ば

ますから。

っかり書いていますから。

小越先生：ハハハ、余計なことは言わない方がいいぞ。

小越先生：実は、オレもそう思っている。

ゼン先生：わかってます。とにかく、発表したら論文にす

↑（第２回リーダーズ）特別講演Ⅱの坂本先生です。司会は増本先生。「骨髄移植を受けた現役外科医が語る栄養管理の重要性」の講
演はすごかった。愛媛県立病院血液内科の中瀬先生が、専門家として感動しておられました。坂本先生は、化学療法施行中に 68 歳で
バイクの大型免許を取得され、治ってバイクに乗るのだという気合が大切だったと述べておられました。治療中の栄養管理において、
最大の励ましは「今日は何か食べましたか？大丈夫ですよ、何も食べなくても」という声掛けだったということです。重い、有意義な、
貴重な講演をしていただきました。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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る、という考え方をもってほしいんですよね。

怪しい人か、区別がつかない」、なんていう情報もありま

小越先生：そうだな、それは同感だ。雑誌名はどうするん

した。

だ？

小越先生：そうか、それだったら、nutritionist という用

ゼン先生：いろいろ考えたんですよね。静脈栄養と経腸栄

語は使いたくないな、オレとしては。

養を中心とした栄養管理法についての論文を集めたいん

ゼン先生：私もそう思ったんです。でも、そしたら、静脈

です。でも JSPEN が使っていた「静脈経腸栄養」は使えな

栄養や経腸栄養に詳しい医師なんか、なんて呼べばいいん

い。「静脈・経腸栄養」はどうかな？「静脈栄養・経腸栄

でしょうか。栄養士以外で、栄養に詳しい人達は？英語で

養」や「静脈栄養と経腸栄養」なんていうのも考えました。

調べても、そういう呼び方って、ないんです。

「栄養療法」も考えました。でも、リーダーズの目的から

小越先生：そうか、ないか。そうかもしれないな。

考えて、「栄養管理」という単純なものにしようと思いま

ゼン先生：ということで、職種ではないんですが、Medical

す。

Nutritionist という表現がいいんじゃないか、と思ってい

小越先生：
「栄養管理」か。それって、使われてないのか？

るんです。

ゼン先生：使われていませんね。

小越先生：Medical Nutritionist か。なるほど。職種では

小越先生：そうか。とにかく、単純なのがいいぞ、確かに。

ないので、別に、dietitian と区別する必要もないからな。

ゼン先生：ありがとうございます。でも、英語名は、いろ

ゼン先生：そうなんですよ。静脈栄養や経腸栄養にも詳し

いろ悩みましてね。

い医療者を、Medical Nutritionist と呼ぶ、っていうこと

小越先生：
「栄養管理」ということだったら、nutritional

にしたいと思っています。

management か？nutritional support か？単純に

小越先生；なるほど。そういう、ま、新しい考え方だな。

parenteral and enteral nutrition とするか？

ゼン先生：そうですよね。栄養管理専門医なんていう名称

ゼン先生：いやあ、本当に悩みました。実は、2 月に集中

は、使えないんです。規定があって。

治療学会に参加したんですけど。その標語が「Be an

小越先生：そうなのか。

Intensivist!」だったんですよ。

ゼン先生：でも、制度ではないけど、職種でもないけど、

小越先生：集中治療医たれ！ということか？

「私は Medical Nutritionist で、静脈栄養や経腸栄養を

ゼン先生：でしょうね。会長の西村教授が、ポスターのテ

中心とした栄養管理をきちんと実施できます」、と言える

ーマもそうだったんですが、会長講演でその話をものすご

ようになると、なんか、うれしいかな、と思いましてね。

く強調されましてね。いいな、これはいいなって、感動し

小越先生：なんか、うれしい・・・いいんじゃないか、オ

たんです。講演を聞きながら、なんか、栄養管理の領域で

レは賛成だ。

も、そういうものはないか、って考えましてね。

ゼン先生：最近は、アメリカでも登録栄養士として働くに

小越先生：Be an Nutritionist か？

は、RDN：Registered Dietetian Nutritionist という風に

ゼン先生：私もそう思ったんですよ。

Nutritionist がくっついているそうですよ。

小越先生：なぜ、Be an Dietitian!ではないのか？という

小越先生：そうなのか？Nutritionist がくっついたか。そ

ことも考えた・・・。

れは、経口摂取だけではなく、静脈栄養や経腸栄養も理解

ゼン先生：その通りです。でも、Dietitian って、当然で

しておかないといけない、という意味なんじゃないか？

すが、栄養士ですよ。職種ですよね。もちろん私は栄養士

ゼン先生：そう思います。やっぱり、イメージとしては

ではない。でも、栄養管理の専門家だ。でも、どう表現す

dietitian は経口摂取ですよね。

る？医師として栄養管理の専門家に対する呼び方がない。

小越先生：そうだな。でも、静脈栄養も経腸栄養も、とい

だから Nutritionist というのはいいんじゃないか、そう

う意味で Nutritionist をくっつけたのか？だろうな。

思いました。

ゼン先生：そう思います。だから、栄養士以外で栄養管理

小越先生：なるほど。

に詳しい人は Medical Nutritionist と呼び、栄養士で静

ゼン先生：でも、英語ですから、アメリカではどうなんだ、

脈栄養も経腸栄養も詳しい人達は、Medical Dietitian

って思いましてね。nutritionist と dietitian の違いは？

Nutritionist か、並べ替えて Medical Nutritionist

っていろいろ調べてみました。

Dietitian と呼べばいいんじゃないかと思うんですよ。

小越先生：どうなんだ？

小越先生：それ、いいんじゃないか？オレは賛成だ。

ゼン先生：「制度としては、nutritionist は、栄養の知識

ゼン先生：だから、栄養管理指導者協議会は、Medical

と技術を生業としている人全般を指すので、栄養士の資格

Nutritionist を育てる、を目的にしようと思っているんで

の有無は関係ない、いわゆる一般名である。Dietitian は

す。

医学、科学的知識のバックグラウンドがある職業で、米国

小越先生：なるほど。そうすると、薬剤師や看護師でも、

なら州のライセンスが必要、ということです。制度上の違

静脈栄養も経腸栄養も詳しい人は、Medical Nutritionist

いがあるようです。英語で自己紹介する時に、

と呼んでもいいんだな。

nutritionist を名乗ると、栄養士か、変なサプリ売ってる

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：そういうことです。静脈栄養と経腸栄養を自信

品」の市場を拡大しようという、流動食を販売している会

をもって実施できる医療従事者は Medical Nutritionist

社が集まったものなんですよね。

である、ということです。

小越先生：それは、medical nutrition ではなく、medical

小越先生：職種ではないけど、ということだな。

food だな。

ゼン先生：そうですね。自己満足に過ぎないと言われるか

ゼン先生：そうなんです。でも、もう、この英語を使って

もしれませんけどね。それを、リーダーズで認定する、と

いるので、変更してくれとも言えません。

いう考え方で進めようかと思っています。

小越先生：で、どうするんだ？

小越先生：そうか。オレはいいと思うぞ。

ゼン先生：目的自体が違いますし、ある意味、これは、誤

ゼン先生：ありがとうございます。これが無難な考え方で

用だと思いますので、この協議会の存在については考えず、

はないかと思います。環境感染学会の教育ビデオを見ると、

Medical Nutritionist という用語は使おうと思います。

NST は経口摂取だけをサポートするチームだ、という雰囲

小越先生：それがいいな。もともとは medical food の領

気になってしまっていますからね。そういう意味では、

域の話のはずだからな。

Medical Nutritionist という呼称を作って、静脈栄養も経

ゼン先生：私が考えている Medical Nutritionist は、医療

腸栄養も理解した上で経口摂取を考えるスタッフがいる、

従事者の領域での話なので、理解してもらえると思います。

ということにしたらいいんじゃないかと思いましてね。

小越先生：そうすると、静脈栄養も経腸栄養も、そして、

小越先生：オレはいいと思うけどな。

経口摂取のサポートもできる、という意味では、Medical

ゼン先生：一つひっかかっていることがあるんです。実は

Nutritional Support Team と呼ばれるようになりたいもの

「日本メディカルニュートリション協議会：Medical

だな。

Nutrition Council of Japan」という組織があるんですよ。

ゼン先生：そうですね。本来は Nutrition support team

小越先生：medical nutrition という英語を使っている協

がそうなんですけどね。

議会があるのか？それは気に入らんなあ。

小越先生：とすると、機関誌の名前は、日本語は「栄養管

ゼン先生：そうなんですよ。そういうことで、いろいろ考

理」で、英語は「Medical Nutritional Support」という

えてみました。この協議会は、「治療食品」や「高齢者食

ことになるのか？

↑学術集会が終わってからの懇親会です。楽しい時間を過ごすことができましたが、残念、料理が不満でした。やはり、神戸の国際会
議場は高い。満足するような懇親会の料理を出すには、会費を 2 倍以上にしなければならなかったと思います。参加してくださった
方々、申し訳ない。本当、すみませんでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：そうしたいと思っています。

ゼン先生：そうです。これは絶対に掲載したい、と思いま

小越先生：投稿がどれだけあるか、それが問題だな。

したから。今、医学中央雑誌の検索で、鎖骨下穿刺、医療

ゼン先生：そうですね。考え方を変えるのは難しいですよ

過誤というキーワードで検索すると、この論文だけが表示

ね。考え方を楽な方へと変えるのは簡単かもしれませんが、

されるんですよ。

オリジナルな論文を書く、というしんどい方へ、ですから

小越先生：なるほど。大事な内容だったから、そこまでや

ね。

った、ということなんだな。

小越先生：どうするんだ？打つ手はあるのか？

ゼン先生：そうです。静脈経腸栄養学会の学術集会で、1000

ゼン先生：論文を書く手助けをしたいと思っています。投

題以上が発表されているんですよ。その中には、ものすご

稿してくれたら、ここを直す、こういうデータはないのか、

く大事な臨床経験や、症例報告や、原著論文になる検討が

そういう指導をして、投稿しやすくしたいと思っているん

あると思います。別に、それをうちの雑誌に投稿しなさい、

です。

なんていうつもりはありません。そんなことをいうと、大

小越先生：なるほど。そういう考え方があるか。

問題になりますから。でも、それを、きちんと論文にする、

ゼン先生：かつて、私も、JSPEN の雑誌の「静脈経腸栄養」

という意識をもってもらいたいとは思っています。

の査読委員をしていたころは、そういうこともしました。

小越先生：それは、大事な話だな。そういう考え方を地道

今でも覚えていますが、鎖骨下穿刺で患者さんが亡くなっ

に広めながら、学術的な臨床栄養を普及させるためにがん

たという論文の投稿がありました。最初の論文は、はっき

ばるか。

りいうと、これでは掲載できないというレベルだったので

ゼン先生：そう思います。先生も、岡田先生も、そう思っ

すが、内容が非常に重要だと思いまして、いわば、論文を

て活動してこられたんですよね。

書く指導をした、ということになるんでしょうか、4 回も

小越先生：もちろんだ。それが本当のリーダーの役割だ。

書き直しをしてもらいました。

大多数に迎合するのではなくって、目標レベルを高く掲げ

小越先生：へええ、4 回もか？

て、そこへ向けて引っ張るんだよ。それが大事だ。

【今回のまとめ】
1. もう 1 年の 4 分の 1 が過ぎて、振り返ると何もできていないな、と反省。
4 月は「始月（しがつ）」と考えて、気分一新、がんばりましょう。
2. 第 2 回栄養管理指導者協議会（リーダーズ）学術集会は、280 名の参加をいただき、成功裏に
終了した、といっていいと思います。
3. 活発な議論が続きました。いろいろ反省する点もありますが、参加された方たちと一緒に学
びながら前向きに進みたいと思っています。
4. 静脈栄養、経腸栄養を中心とした栄養管理に精通している医療者を、Medical Nutritionist
と呼ぶことにしました。そうして、リーダーズは、「Medical Nutritionist を育てる協議会」
です。
5. 機関誌を創ることにしました。詳細は後日ホームページなどでお知らせしますが、オリジナ
ルな論文を、コツコツ書く、という意識をもってもらいたいというのが目的です。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。

9

