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『用語として SEN: supplemental enteral nutrition
補完的経腸栄養も使おう』
11 月はあっというまに過ぎま
した。本当に速かった。早かった？
イベントも多かったし、12 月にな
れば忙しい、という思いがあって
せわしい気持ちになっていたから、
余計にそう感じたのかもしれませ
ん。
まずは 11 月 2 日、東大宮医療セ
ンターの AMG：NST フォーラム。山
本さんと坂本先生（現在はアルシ
エクリニックの院長）にお招きい
ただきました。ニプロの後援で、
PICC の講演と IP エコーを用いた
ハンズオンセミナー。参加者はか
なり多くて、非常に楽しいハンズ

↑11 月 2 日に東大宮医療センター主催の AMG NST フォーラムに講演に行きました。毎年のよう
に呼んでいただいているので、楽しく仕事をさせていただいています。今回はニプロの後援で
したので、ニプロ IP エコーと PICC の話で、実践も非常に楽しそうにやっていただきました。
恒例の、全員の集合写真です。最前列の 5 人が持っているのがニプロ IP エコーです。

オンセミナーになりました。管理
栄養士さんや薬剤師さん、看護師さん、検査技師さんが多
かったのです。現場で PICC をエコーガイド下に挿入するこ
とはないはずですが、シミュレータを用いたエコーガイド
下静脈穿刺を、積極的に実施しておられました。非常に楽
しそうに。シミュレータだけではなく、自分の血管もエコ
ーで観察する、お互いにやっていました。医師の参加は少
なかったのですが、参加した医師は非常に熱心に実践して
いました。私も机の上に寝て、左上腕尺側皮静脈を『見せ
てあげました』。今回も全員で記念撮影をしました。懇親会
は中華料理でした。

11 月 9 日は関西栄養管理技術研究会。新大阪駅近くの会議室で開催。思い起こせば、半年前の 5 月に、この研究会の世
話人会で同じビルに行きました。腰椎椎間板ヘルニアでどれだけつらかったか。思い出してしまいました。今回は「その
道のプロから学ぶ栄養管理のワザ」がテーマで、看護師、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士、いろいろな職種の方が
発表しました。薬剤師の発表がなかったのは残念でしたが。みなさん、発表時間が長い。時間を守れよ、と思ったのです
が・・・。特別講演はこの研究会の代表、明和病院看護部長の矢吹さん。栄養管理領域における看護師の代表として、自
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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分の来し方と看護師の栄養管理に対する思いを『栄養管理
とチーム医療と職能のワザ』と題してはつらつと講演され
ました。私は座長としてサポートさせてもらいました。
11 月 13 日には高知へ。臨床外科学会でのランチョンセ
ミナー講演のためです。せっかくの高知だから・・・伊丹
空港、朝 10 時発のフライトで高知龍馬空港へ。フライト時
間はわずか 45 分。レンタカーで高知観光をしました。まず
は空港の近くのレストランへ。なぜ？実は、ここに新しく
坂本龍馬の銅像ができていることを知ったのです。
「リョー
マの休日」と名付けられた、龍馬が横になっている像です。
かなり大きな像で、靴を脱いでリラックスしていました。
これで全国の坂本龍馬の銅像が 30 体になります。この『農
園レストラン：トリトン』はなかなかしゃれたお店でした。
高知にこんな店がある？なんて言ったら叱られそうですが。
その後は、もちろん桂浜の龍馬さんに会いに行きました。
今回も櫓が組まれていて、龍馬と同じ目線で太平洋を見
る！年 2 回とのことですが、私自身としては何回、龍馬と
同じ目線で太平洋を見たことか。その次は龍馬記念館へ行
き、シェイクハンド龍馬と握手して記念写真。次は高知城。
外国の方が大勢いました。久しぶりの高知城でしたが、天

↑リョーマの休日の像です。有名な映画『ローマの休日』をも
じったものでしょう。寝ている銅像は珍しいでしょう。しかも
靴を脱いで。肘枕をしながら、いろいろ考えている雰囲気です。
この靴は、長崎にある龍馬の靴とほぼ同じ大きさだと思います。

守閣までの石段が大変でした。天守閣までは登りましたが、天守閣には入りませんでした。次は『龍馬の生まれたまち記
念館』。そこで、なんと、第一外科の先輩、呉医療センターの院長だった、上池渉先生に遭遇。驚きました。一緒に龍馬の
像と並んで写真を撮りました。それからレンタカーを JR 高知駅で返し、駅前の像（坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎）

↑桂浜の龍馬さんにご挨拶。今回も同じ目線で太平洋を見せて
いただきました。外国の方が多かった！

↑高知城の天守閣です。石段が結構な数で、登るのは大変でし
た。ニプロの西山くんと上ったのですが、西山くんも私と同じ
ように腰椎椎間板ヘルニアです。年齢も同じだし、同じような
症状。しかし、君のほうが症状が軽い！

↑シェイクハンド龍馬です。もう何回、この写真を撮ったかな
あ。右は記念館の中にある像です。これは、全国の龍馬像のカ
ウントには数えていません。

↑龍馬の生まれたまち記念館にある龍馬像です。左はお姉さん
の乙女さん、右は近藤長次郎、真ん中が龍馬の座像です。私の
後ろが、まったくの偶然にお会いした、上池先生です。本当、
驚きました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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の写真を撮って、歩いてホテルへ。その夜は土佐料理をいろいろ食べました。翌朝は早く起きて龍馬生誕の地の記念碑の
写真を撮りに散歩。上町病院の入口にありました。この日は 11 月 14 日で、龍馬が生まれた日、龍馬がなくなった日の前
日で、龍馬まつりでした。講演は IP エコーと上腕 PICC 法についてで、山口大学の消化器・腫瘍外科学の永野浩昭教授に
座長をしていただきました。その後、企業展示会場へ行きましたが、これが本会場から遠い。ポスター会場だったのです
が、バスで 20 分ほどかかりました。早めに空港へ行き、大阪へ戻りました。ワークショップ、栄養と感染のセッションを
拝聴しましたが・・・。
11 月 21 日は恒例の？麻生飯塚病院での筑豊臨床栄養研究
会。もう 15 年連続です。今回はクリニコの後援で、「経腸
栄養と感染対策」と題する講演をしました。経腸栄養にお
けるいろいろな感染性合併症とその予防対策について、で
した。その後は、いつものように鮎川副院長、小児外科の
中村先生、薬剤師の林くん、看護師の田中さん、管理栄養
士の宮本さん、そしていつもの合谷さんと楽しい食事会で
した。宿泊は福岡市内、博多まで戻ってだったのですが、
タクシーの運転手さんが博多は不案内だったので、私がナ
ビで調べながらホテルにたどり着きました。
11 月 29 日は京都で開催された医療の質安全学会。西宮か
ら JR を乗り継いで京都へ行き、地下鉄で京都国際会議場ま
で行きました。朝だったので、ずっと立ちっぱなし。ラッ
シュアワーに遭遇したことになります。約 2 時間。足より
も腰が疲れました。会場は結構混雑していて、参加登録に
時間がかかりました。当日、非会員で 16000 円でした。薬
剤師が安全管理の専従者だったら？給食と安全管理、につ

↑麻生飯塚病院での写真。上は講演後の写真です。うしろに並
んでいるのが、今回の講演会のスポンサーのクリニコのみなさ
んです。下は懇親会。もう 15 回目なので、いつもの食事会とい
う雰囲気です。

いての発表を聞きましたが、ピンときませんでした。私は
「安全に静脈栄養を実施するために―IP エコーを用いた上腕 PICC 法」の講演をしました。しかし、なぜかわかりません
が、スライドが不調。PPT に貼り付けておいたビデオが動かず。PPT を中断してビデオだけを見せる、そんなことになりま
した。一応、必要なビデオは見せることができました。IP エコーの紹介の前には、静脈栄養の重要性についての話をしま
した。今や、静脈栄養について講演をする機会は本当に少なくなりましたので、こういう機会を作って話すしかないので
す。聞いてくれた方々は、静脈栄養の重要性と意義を少しはわかってくれたかな、そんな思いです。11 月 30 日は、東宝
塚さとう病院の外科部長、大川先生が当番世話人の『第 14 回関西ヘルニア研究会』大阪の梅田スカイビルで開催されまし
た。久しぶりにヘルニア手術についていろいろ勉強しました。特別講演は、アルシエクリニックの坂本院長。いい話でし
た。開会前に時間があったので、梅田スカイビルの空中庭園展望台へ。1500 円もしました。ただ、歩いて写真を撮っただ
けでした。この研究会の終了後、懇親会がスカイビルの 36 階であったのですが、夜景がきれい。昼間、空中展望台へ行く
必要はなかった、1500 円は無駄だった、そんなことも考えましたが。スカイビル周囲はクリスマス一色。別世界でした。

↑第 14 回関西ヘルニア研究会の当番世話人の大川淳先生と、特別
講演の坂本嗣郎先生です。この研究会が梅田スカイビルの会議室
で開催されたので、空中庭園へ行ったのです。まわりはクリスマ
スでした。

↑梅田スカイビルの空中庭園展望台です。1500 円も払いました。
いい景色でした。でも、行くなら夜のほうがムードがありますよ。

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：久しぶりに高知へ行きました。
小越先生：桂浜の龍馬さんに挨拶しただろうな。
ゼン先生：もちろんです。今回も櫓が組まれていたので、龍馬
さんと同じ目線で太平洋を見ることができました。
小越先生：今回も櫓か。
ゼン先生：そうです。年 2 回、櫓が組まれるのだそうです。も
う何回、この櫓に登ったのか、数えられません。今回は、新し
い龍馬像も見てきました。
小越先生：新しい龍馬像？
ゼン先生：はい。高知では『リョーマの休日』キャンペーンな
んです。そのためでしょうか、空港の近くのレストランに寝て
いる龍馬像ができていました。
小越先生：へええ、龍馬が寝ているのか。
ゼン先生：そうです。靴を脱いで、横になって肘をついて肘枕
をしている像です。
小越先生：そういう像は初めてだな。
ゼン先生：私が知る限りでは、初めてです。座っている像は、
高知市内の龍馬の生まれたまち記念館にあります。
小越先生：ちょうど、龍馬の誕生日に近かったんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。11 月 13 日と 14 日でしたので。
小越先生：そうか、11 月 15 日は龍馬の誕生日だったな。
ゼン先生：1835 年 11 月 15 日、先生が生まれる 100 年前です。
小越先生：そうだよ、龍馬が生まれて 100 年後にオレは生まれ
たんだよ。
ゼン先生：でも、これは旧暦です。本当は 1836 年 1 月 3 日なん
ですよ。
小越先生：その話は、もう聞いたよ。いいじゃないか。旧暦の
1835 年でいいじゃないか。
ゼン先生：いいんですが、正確を期したい、これが私の性格で
すから。
小越先生：夢がないな、夢が。
ゼン先生：龍馬が生まれたまち記念館の館長さんもそんなこと
を言っていました。正確には 1836 年だけど、ハレー彗星が地球
に近づいたのが 1835 年で、龍馬がハレー彗星とともに生まれた、
そのほうが夢があるでしょう？でした。
小越先生：館長さん、やるじゃないか。
ゼン先生：それから、同じように夢があるのが、福島の木暮く
んです。
小越先生：おお、あの木暮君か。夢がありそうな男だ。
ゼン先生：龍馬と誕生日が一緒だから、龍馬と同じように 11 月
15 日に死にたい、そう言っていました。
小越先生：ははは。龍馬が生まれた日と命日は一緒だけど、そ
れは旧暦だから、だよ。暗殺されたのは 1867 年 12 月 10 日、新
暦では。11 月 15 日ではないんだからな。ちょっと意味は違う
んだけどな。
ゼン先生：あれ？旧暦の 1835 年でいいと先生はおっしゃいまし
たが。
小越先生：いいんだよ、そう細かいことは言わなくても。夢が
ある、そこが大事だ。
ゼン先生：まあそうですね。龍馬が好きという方は、みなさん、
夢を持っているんですよ。
小越先生：そういう君はどうなんだ？
ゼン先生：いやあ、夢を見ても現実は、と思ってしまうので、
最近は夢をみないで現実を見るようにしています。
小越先生：本当に夢がないやつだなあ。まあ、それも仕方ない

第７２回

な、性格だから。ところで、今回はどんな話題にするんだ？
ゼン先生：前回は、経腸栄養ラインの新しい接続部、ENFit につ
いてと、ガイドラインについて、でしたね。
小越先生：そうだよ、なぜ「でしたね」なんてオレに聞くんだ
よ。
ゼン先生：この原稿を書こうとして、前回の話題を思い出そう
としたんですが、思い出せなくて、原稿を見直して確認したん
です。
小越先生：そうか。前回の内容が思い出せなかったか。来たな、
君も、ついに。65 歳になったんだもんな。
ゼン先生：はい。本当に、来ました、老人性痴呆の前兆が。
小越先生：痴呆じゃないだろう？認知症だろう？
ゼン先生：そうでした、すみません。しかしですね、あの ENFit
とガイドラインの話題、何人くらいの人が読んでくれているん
でしょうかねえ。
小越先生：それってわからないのか？
ゼン先生：わからないそうです。しかも、最初から最後まで読

↑龍馬記念館の横にある、国民宿舎の玄関にこの像がありました。こ
れは、ちょっと出来が悪い。
『ようきたねえ』と言ってくれているので、
写真を撮らざるを得ませんでした。

↑徳川家康に滅ぼされた、というか、山内家が高知に赴任して来たた
め、長宗我部家は滅びることになったのです。その長宗我部元親の像
です。非常に男前だったとのことです。非常にりりしい像です。

↑山内一豊とその妻の像です。一豊の像はお城の入り口にありますが、
その妻の像は、お城の中にあります。妻のほうが有名です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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んでくれている人、ちらっと見てくれている人、わからないん
ですよ。
小越先生：しかし、あれだけ刺激的な内容にしているんだから、
結構読まれているんじゃないか？
ゼン先生：そうであって欲しいと思っています。『こんなこと
書いているんですよ』なんて、私の活動が気に入らない人が話
している、という噂を聞いたことがあります。
小越先生：それは、ゼン先生の栄養管理講座を読んでくれてい
るということだろう？実は、愛読者かもしれないぞ。
ゼン先生：そうですね。今回は何を書いているんだろう、コイ
ツ！と思いながらでも読んでくれているということは、そうで
すね、愛読者なんですよ。
小越先生：その通りだ。うれしいことじゃないか。
ゼン先生：そう思うと、やっぱりがんばって書かなくては、と
思いますね。
小越先生：がんばれ、それは大事だ。そいじゃあ、今回の話題
は？
ゼン先生：先日の NHK の番組、ためしてガッテンなんですが、
大きく口を開けるという訓練をやると誤嚥が防げるというのが
話題になりまして。
小越先生：へええ、大きく口を開けるのが有効なのか。
ゼン先生：10 秒間、1 日、5 回くらいやると効果があるそうです。
摂食嚥下訓練としても有効だそうです。
小越先生：そうか、オレもやってみよう。
ゼン先生：東京医科歯科大学の歯科医の戸原先生が考案したん
です。ずっと若い頃に思いついていたんですが、上司が採用し
てくれなくてずっとがまんしていた、自分が偉くなって、実践
できるようになったので仕事としてやってきたのだそうです。
小越先生：なるほど、そういうことだ。上司と反対の意見を持
っていても、反論せずに従っていく、これが大事だ。出世の道
だよ。
ゼン先生：そのご意見はごもっともでございます。
小越先生：いや、別に、君に対して言っているのではないけど。
ゼン先生：そういうふうに聞こえましたが。
小越先生：それは君が曲解して受け止めているからだ。
ゼン先生：すみません。
小越先生：素直になれよな。
ゼン先生：ありがとうございます。65 歳になっても、先生には
叱られてばかりです。
小越先生：オレと君の年の差、立場の差は、ずっと変わらない
んだからな。
ゼン先生：もちろんです。わかっています。温かい励ましの言
葉として受け止めておきます。
小越先生：なんか、張本勲が、サッカーの三浦カズ選手に、も
うお辞めなさい、と言った時、三浦カズが、温かい励ましの言
葉と受け止めますといった、あれそのものだな。
ゼン先生：いや、それは違います。素直な表現です。
小越先生：まあいいよ、それは。さっきまでどういう話をして
いたんだったかなあ。
ゼン先生：大きく口を開ける訓練をやろうか、という話です。
小越先生：そうだった。本当に、歳をとった者同士の会話は、
途中で脱線ばかりだな。
ゼン先生：仕方ないですよ。この方法は効果がない、なんてい
うつもりはないし、何もわからないのでノーコメントですが。
小越先生：そう、余計なことは言わなくていい。

第７２回

ゼン先生：10 年間、胃瘻で経腸栄養をしていた患者さんが、こ
の訓練をしてステーキまで食べられるようになったというのが
話題になったんです。
小越先生：へええ、ステーキまで。
ゼン先生：そうです。なんか、10 年間、何もせずに胃瘻で生か
された、みたいな、胃瘻に対するネガティブなイメージがあっ
たんです。

武市半平太

坂本龍馬

中岡慎太郎

↑JR 高知駅前の像です。それぞれ、別の場所にある銅像のレプリカ像
です。中岡慎太郎像はちょっと頭が大きすぎますね。室戸岬にある像
が非常にキリっとしていますのでちょっと残念です。武市半平太も、
本物の銅像のほうがりりしいです。

↑龍馬生誕の地の記念碑です。上町病院の敷地内だそうです。この日
は 11 月 14 日です。
『祝坂本龍馬先生誕生祭』のりっぱな垂れ幕があり
ました。

↑坂本龍馬誕生地の近くの路面電車の停留所にあった看板です。
『生誕
地ながやけど、わりと地味ながよ。石碑があるだけで。けんどここで
鍛えちょいたら、はりまや橋でショック受けんで。
』と書かれています。
なかなかいい表現です。
「洒落」っぽいのがいいですね。はりまや橋は
日本三大がっかり名所ですから。しかも『はりまや橋・ごめん方面』
へ行く電車ですから。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：それはちょっと残念だな。
ゼン先生：でしょう？この患者さん、大きく口を開けるという
訓練で食べられるようになったのは本当にすばらしいんですが、
この 10 年間、胃瘻で経腸栄養をやったから生きてこれたんです。
栄養状態も非常に良く保たれている、そんな感じでした。
小越先生：胃瘻を作って経腸栄養を実施したからここまで生き
てこられた、そんなコメントはなかったのか？
ゼン先生：全然ありませんでした。胃瘻に対するネガティブな
イメージ、そのままでした。
小越先生：それはよくないよ。胃瘻でキチンと経腸栄養を実施
して栄養管理を維持していたら、こんなこともあるんだ、そう
いうイメージにしてほしいものだ。
ゼン先生：本当にそうです。
小越先生：胃瘻に対するイメージは相変わらずネガティブか？
ゼン先生：そのようです。胃瘻造設件数は下げ止まりだと思い
ますが。
小越先生：下げ止まりか。最盛期の半数くらいだな。
ゼン先生：そうですね。でも、本当はもっと胃瘻が適応の患者
さんはいます。前向きに胃瘻で経腸栄養を実施したら元気にな
る患者さんはいますよ。
小越先生：そりゃあそうだろう。やっぱり、啓発活動を続けな
いといけないな。
ゼン先生：もちろんです。やっています。
小越先生：胃瘻に代わって CV ポートや PICC が増えているん
だろう？
ゼン先生：それが大問題なんです。在宅中心静脈栄養法指導管
理料を申請しています。胃瘻より CV ポートのほうが、診療報
酬的に有利なんです。
小越先生：なんか、それで身体障碍者 1 級を取得している、そ
れを推奨している在宅医もいるらしいじゃないか。
ゼン先生：本当、そうです。間違った医療がまかり通っていま
す。それに、CV ポートは、抗がん剤投与用だと留置するだけ
で 15 万円です。TPN 用だと 10 万円、この差も気に入りません。
小越先生：それはそうだな。とにかく、胃瘻の代わりに CV ポ
ートや PICC が増えている、その傾向も是正しないといけない
けど、難しいな。
ゼン先生：そうです。お金の問題もからんでいますから。でも、
胃瘻に関する啓発活動は続ける必要があります。
小越先生：しかし、胃瘻はいい、そればっかり主張しているん
じゃダメだろう。
ゼン先生：ダメです。まあ、胃瘻というか PEG の専門家たちは、
胃瘻はいい、そういう活動を続けていますけど。
小越先生：なかなか実を結ばないのか。
ゼン先生：むずかしい部分があります。一つは、胃瘻を作ると
食事ができなくなるという誤解を正したいという思いなんでし
ょう、『ハイブリッド PEG』という用語を使おうとしたようで
す。
小越先生：ハイブリッド PEG？どういう意味？
ゼン先生：口から食べることと PEG を併用する、という意味で
す。
小越先生：へええ、面白いじゃないか。
ゼン先生：先生、PEG で胃瘻を造設しても食事ができるのは当
然のことですよ。それなのに、わざわざハイブリッドという用
語をつけて呼べば、逆に、PEG では食べられないんだ、という
誤解を認めることになりませんか？

第７２回

小越先生：なるほど、そういう考え方もあるな。
ゼン先生：PEG で胃瘻を造設しても、経口摂取が可能なのは当
然のことです。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：それなのにハイブリッド PEG なんていうことにする
と、PEG で胃瘻を造設すると食事ができなくなります、だから
ハイブリッド PEG にしましょう、となって、PEG をすると食事
ができなくなる、この誤解を強調することになってしまいます。
だから、このハイブリッド PEG は、使わないほうがいいんです。
小越先生：なるほど、本当にそうだ。この用語は使わないほう
がいいよ。
ゼン先生：この話は、第 7 回の、鹿児島でのリーダーズで強調
しました。
小越先生：それで、胃瘻の専門家たちは納得したんだろうか。
ゼン先生：どうでしょう。あれから、そういう話は聞いていま
せん。
小越先生：まあ、専門家の間では使われているかもしれないな。
またどこかでその話が君の耳に入って、このゼン先生の栄養管
理講座で『使うな！』となると思うけど。
ゼン先生：そうかもしれません。実は、これなら一般的に使っ
てもらえる、という概念を打ち出しました。
小越先生：なんだよ、また、新しい概念か？
ゼン先生：別に、新しくもないんですが、まあ、新しいと言え
ば新しいかもしれません。
小越先生：どういう、新しい概念なんだ？

↑高知空港にある吉田茂像です。戦後の日本に復興に大きく貢献した
総理大臣です。こんなところに立っていたら、誰も見ないのではない
でしょうかねえ。

↑高知のおみやげ、ケンピです。右の、ふつうの『いもけんぴ』とは
ものすごく違います。
『いもけんぴ』と平仮名になっているのも意味が
あるのでしょうか。ケンピとは『堅干』です。とにかく硬いのです。
おみやげには最適です。土佐日記が定番ですが、今回は『ケンピ』に
しました。硬いということで喜んでもらいました。歯に注意、です。
もちろん、いい味です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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第７２回

ゼン先生：経口栄養、経腸栄養では十分な栄養が摂取できない
ほうが、摂食嚥下訓練の効果もあがる、そのはずです。
時、TPN で補う、これを SPN、supplemental parenteral nutrition、
小越先生：摂食嚥下訓練をしている連中は、そんなことはわか
補完的中心静脈栄養法と呼ぼう、と静脈経腸栄養ガイドライン
っているだろう。
第 3 版で定義しました。ご存じですよね。
ゼン先生：もちろん。そう思いますが、みんながみんな、そう
小越先生：もちろんだよ、知っているよ。
思っているんじゃないでしょう。
ゼン先生：そこで、経腸栄養にも同じ概念を導入する、という
小越先生：そうかなあ。
ことです。
ゼン先生：関西 PEG・栄養とリハビリ研究会に参加している摂
小越先生：経腸栄養にも？
食・嚥下障害看護認定看護師さんたちは、胃瘻を用いて栄養管
ゼン先生：そうです。SEN、supplemental enteral nutrition、補
理をするほうが効果が上がる、そういってくれていました。
完的経腸栄養法、です。
小越先生：やっぱり、わかっている専門家のほうが多いんじゃ
小越先生：センか？
ないか？
ゼン先生：『セン』ではなくて『エス・イー・エヌ』です。
ゼン先生：そうであって欲しいのですが、でも、そうではない
小越先生：『エス・イー・エヌ』か。まあ、そっちのほうがい
のが全国的な傾向だと思います。
いな。中身は？
小越先生：そうだったら残念なことだ。
ゼン先生：経口摂取では十分な摂取量にならない時、経腸栄養
ゼン先生：でも、本来的にはそんな概念が確立しているんです
で補う、という、それだけの意味です。
小越先生：それだけ？そうじゃないだろう。例えば、胃瘻で経
腸栄養を実施しながら摂食嚥下訓練をやる、そういう意味なん
だろう？
ゼン先生：その通りです。今、摂食嚥下訓練にはみなさん、も
のすごく力が入っていますし、ものすごく興味があります。そ
の時、胃瘻がいやだから、がんばって食べる訓練をする、とい
う考え方の方が多いんです。
小越先生：そうだな、多いらしいな。
ゼン先生：摂食嚥下訓練をがんばるか、胃瘻を作るか、2 者択一
になっています。胃瘻がいやだから摂食嚥下訓練、なんですよ。
それは違うだろう、摂食嚥下訓練と胃瘻を用いた経腸栄養は独
立しているはずなんです。
小越先生：そうだよ、その通りだよ。確かに、摂食嚥下訓練と
胃瘻が二者択一になっているな。これはおかしい。
ゼン先生：二者択一ではなく、独立している、そこが大事です。
だから、胃瘻で有効な経腸栄養を実施して栄養状態を改善させ
る、維持する、そうしながら摂食嚥下訓練を行う、となるべき
です。
小越先生：もちろんそうだ。
ゼン先生：それ
に、栄養状態が
悪ければ、摂食
嚥下訓練もうま
くいかないはず
です。
小越先生：それ
をオーラルフレ
イルっていうん
だよ。
ゼン先生：摂食
嚥下に関係する
力が足りないと
いう意味ですね。
小越先生：そう
だそうだ。
ゼン先生：それ
↑IVH 研忘年会です。最高齢は真ん中の高木先生で、昭和 42 年卒。たぶん 77 歳です。隣の金先生は昭和 45 年卒です。反対
に、ちゃんと胃
隣の山下先生は昭和 47 年卒。松末先生と同年卒です。一緒に岡田先生とともにアメリカのボストンへ TPN の勉強に行った仲
だとのことです。山下先生は、ダドリック先生に「Bad boy」と呼ばれたのです。山田さん、松末先生にも来ていただきまし
瘻を用いて栄養
た。
管理を実施する
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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から、摂食嚥下訓練中の栄養管理が重要だというのも常識にな
っているはずですよね。
小越先生：そのはずだ。
ゼン先生：でも、積極的に、前向きに、胃瘻を造設して経腸栄
養を実施しながら摂食嚥下訓練を実施する、とはなっていない
んじゃないでしょうか。
小越先生：なっていない施設もある、だろう？
ゼン先生：そうかもしれません。とにかく、胃瘻バッシングの
影響が大きすぎるんですよ。
小越先生：確かにそうだな。前向きな胃瘻栄養という概念は出
てきていても、胃瘻バッシングの影響で、適正な栄養管理＋摂
食嚥下訓練という方法が選択できなくなっているのかもしれな
いな。
ゼン先生：しかし、できないといって実践しなければ、栄養管
理が大事だと、口先だけで言っている、そうなりませんか？
小越先生：またきつい発言をするなあ。
ゼン先生：きつい？そうかもしれませんが、現実は、その通り
なんじゃないでしょうか。リハ栄養が非常に盛り上がっていま
すが、栄養管理の方法はほとんどが経口サポートです。BCAA
を摂取すればサルコペニアにならない、フレイルが予防できる、
そんな感じです。
小越先生：それも大事だろう？
ゼン先生：まあそうですね。企業も、新しいビジネスチャンス
として、経口栄養サポートに力を入れています。いろいろ、新
しい製品も開発しています。
小越先生：結構、味のいい製品もあるな。
ゼン先生：あります。星薬科大学の講義でサポートしてもらっ
ているクリニコのリハタイムゼリーなんて、非常にうまい。星
薬科の亀井教授は大好きだと言っています。学生が持って帰る
前にポケットに隠しておられる。

第７２回

小越先生：ハハハ、いい先生だ。確かに味にもいろいろ工夫し
ているな。
ゼン先生：だから、経口栄養が大事なこと、経口栄養で栄養管
理がやりやすくなっている、それはわかります。でも、医療者
というか、栄養の専門家としては、経口摂取ができない人にち
ゃんと栄養管理をしてあげないとダメでしょう。
小越先生：食べなさい、がんばって食べなさい、それだけだっ
たら、誰でも言える、だな。
ゼン先生：そうです。考え方としては、50 年以上前だってそう
思っていたはずです。現在は、いろいろ、組成を考えた栄養関
連製品がありますから、知識とか考え方のレベルが低くてもそ
れなりの経口栄養はできるようになっています。
小越先生：確かに。
ゼン先生：だから、製品は進歩しているけど、知識や考え方は
進歩していないことになるのではないでしょうか。
小越先生：進歩？
ゼン先生：そうです。進歩です。そういう意味で、この SEN と
いう概念を広げて、きちんとした体制で栄養管理を実施しなが
ら摂食嚥下訓練をやりなさい、となると、患者さんにとっても
いい話になります。
小越先生：そうだな。その通りだ。エス・ピー・エヌとエス・
イー・エヌか。いいんじゃないか。静脈栄養の SPN だけでは中
途半端だし、経腸栄養と静脈栄養は車の両輪だから、SEN は必
要だ、そう思う。
ゼン先生： ありがとうございます。先生に賛同していただくと
100 人力です。
小越先生：そりゃそうだろう。龍馬が生まれた 100 年後に生ま
れた者としては、いい考え方や活動に対しては全力で応援した
いと思っているんだからな。

【今回のまとめ】
1. 2019 年の最後の原稿になります。本当に 2019 年もあっという間に過ぎてしまった、そんな感じです。しか
し、残りの 1 か月を大事に使いましょう。
2. 今回は、SEN:supplemental enteral nutrition、補完的経腸栄養法、を取り上げました。『セン』ではな
くて『エス・イー・エヌ』と読んでください。
3. 経口栄養が不十分な時、胃瘻や空腸瘻を用いて経腸栄養で補うという意味です。特に、摂食嚥下訓練中の胃
瘻を用いた経腸栄養法を指しています。
4. 摂食嚥下訓練のレベルが上がっているのはわかりますが、それと胃瘻を用いた経腸栄養の実施は二者択一で
はなく、独立したものであるはずです。
5. 胃瘻を用いた経腸栄養を積極的に実施しながら、摂食嚥下訓練の成果を上げてください。もう胃瘻バッシン
グなんて止めて、適正な胃瘻の使い方、適正な胃瘻栄養の実施について考えましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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