ゼン先生の栄養管理講座 第１回
『静脈経腸栄養ガイドライン第３版を買うことから臨床栄養の修
行は始まる！－栄養管理は栄養アセスメントから始まる！－』
人生、いろいろでございます。「人生いろいろ」と歌わ
れた島倉千代子さんがお亡くなりになり、PEN ニュースで
150 回も続けさせていただいた『みんなの栄養管理講座』
を終了しなければならなくなりました（関連はありません
が・・・。こじつけ！）。ひとえに、私が勝手な意見を述
べすぎたため、と理解しております。とにかく、人生いろ
いろでございます。でも、150 回も続けた連載を、完全に
終了してしまうのは、私個人としても非常に寂しいので、
4 月から所属しています『大阪大学臨床医工学融合研究教
育センター、栄養ディバイス未来医工学共同研究部門』の
ブログで、『ゼン先生の栄養管理講座』として、新たな一
歩を踏み出すことにしました。PEN の発行部数が約 4000 部

↑阪急電車、北千里駅から阪大の研究室まで、歩いて約 25 分か
かります。その道は三色彩道と呼ばれています。これは 12 月 3
日の写真ですが、紅葉がきれいです。非常にきれいです。

だそうですので、『みんなの栄養管理講座』の読者もその

さて、どこからの記事を書けばいいのか、ということな

くらいだったと計算できるのですが、今回は、ネットのブ

のですが。
『みんなの栄養管理講座 150 回』では、確か、

ログなので、ひょっとしたら、それ以上の方に読んでいた

日本静脈経腸栄養学会近畿支部会と、エキスパートナース

だけるのかもしれません。どんな形式にするのか、今、書

の講演会の話題で終わったように思います。ということは、

きながら悩んでいるところです。今までのように、字数に

それ以後の話にすればいいのです。

は制限はありませんし、写真の枚数にも制限はありません。

10 月 31 日は、大阪府済生会富田林病院での講演。近く

臨時で、というか、号外もありかな、なんて思っています。

に、花火で有名な PL の塔がありますので、わざわざ近く

でも、栄養管理の内容については、今までよりももっと鋭

まで行って写真を撮ってきました。講演の内容は HPN につ

く切り込みたいと思っております。一方的な意見になって

いて。第一声は、
『日本で最初に HPN を実施した施設はど

しまうでしょうが・・・よろしくお願いします。

こでしょうか？』としました。それは、講演会場となった
『富田林病院』。当時、大阪大学小児外科の高木洋治先生
が外科部長として勤務しておられ、大阪大学小児外科名誉
教授の岡田 正（あきら）先生と共にシステムとして開発
した HPN を富田林病院の患者さんに実施されたのです。ほ
とんどの出席者が、その歴史をご存知ではなかったのは残
念でした。その当時、IVH 管理（敢えて IVH という用語を
使っていることをお許しください）のレベルが非常に高い

↑ゼン先生の栄養管理講座、第 1 回の最初の写真は、やはり、研
究室のある建物、産学連携本部 A 棟でしょう。池の向こうに見え
る建物です。朝、この池を見ながら研究室に入ります。大体、午
前 7 時頃にここを通ります。春は桜、秋は紅葉、非常にきれいで
す。

病院でした。実は、私、富田林病院に半年だけですが勤務
したことがあります。出席者の中に、当時、勤務しておら
れた看護師さんを見つけ、なつかしい思いでおりましたが、
残念、お名前が浮かんできませんでしたので、挨拶をする
ことができませんでした。すみません。私が勤務していた
のはわずか半年でしたが、96 歳の短腸症候群のおばあちゃ
んを、胃瘻を造設してエレンタールを用いた在宅経腸栄養

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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で家庭復帰させ、それを、論文にしました。1986 年の話で

は西口くんと共にクリニコの『NST スキルアップセミナー』
。

す。今、胃瘻はダメ、経鼻カテーテルの方がいい、なんて

西口くんが胃瘻についての総論、私が経腸栄養剤に関する

いう馬鹿な？（こういう表現をするから怒られるのですよ。

勝手な意見。いい組み合わせ？でした。実は、講演の前に

でも、正直、どこか、ずれたところがあると思います）議

境港の水木しげるロードへ行ったのですが、西口くんは 2

論が起こっていますが、もう 30 年ほど前、胃瘻を造設し、

回目。でも、私は、水木しげるの『水木』は、以前勤めて

さらに、短腸症候群にエレンタールを用いて、家に帰した

いた神戸の川崎病院の近くの『水木通り』に由来する、と

という、画期的な仕事をしたのです。当時、30 歳でした、

いうことを知っておりましたので、ちょっと優越感に浸っ

私。

ていた？かも。夜は露天風呂でゆっくりできたのですが、
翌朝は 5 時半に起きて東京へ。品川での PICC セミナーの
司会をするためでした。

↑日本で最初に在宅静脈栄養法：HPN を実施した病院、富田林病
院です。当時おられた高木洋治先生が、阪大の岡田先生と一緒に
日本で最初の HPN を実施されたのです。私も、半年だけですが、
この病院で外科医として勤務しました。この病院のすぐそばに
右）があります。
PL の塔（右

←いつも山陰労災病院
へ行く時に食べる、岡山
の祭りずし。今回は、ち
ょっと大きめのを食べ
ました。以前、知らずに
贈答用のりっぱな『祭り
ずし』を買い、全部食べ
てしまったことがあり
ます。3 人前でした。片
手で持つことができな
いくらい重いものでし
たが、全部、一人で食べ
ました。その経験から、『祭りずし』は、一人前しか食べない
ようにしているのです。経験するまでもなく、普通はそうです
よね。横に置いてあるのは、愛媛のじゃこ天です。

11 月 1 日には米子へ。2 年毎に（？）呼んでいただいて
いる山陰労災病院の NST 講演会でした。テーマは『ガイド
ラインに沿った静脈・経腸栄養の実践』。もっと個人個人
の処方を考えるべきだ、という主張をしたら、薬剤師さん
達が困ったような？雰囲気でした。NST のメンバーが変わ
っていて、もちろん、馴染みの方もおられましたが、懇親
会もちょっと雰囲気が変わったような感じでした。夜は皆
生温泉のビジネスパックで宿泊させていただきましたが、
もちろん、すばらしい露天風呂に入ることができました。
翌朝は皆生温泉の海岸線を散歩しました。大山が見えると
ころまで歩こうと歩き続けた結果、7000 歩も歩いたのです

↑山陰労災病院の NST の方々との写真です。メンバーはかなり
変わっておられますが、ずっとメンバーの方もいて、気楽に講
演させていただきました。

が、残念、天気が良すぎて大山は霞んでいました。海岸線
に皆生温泉の由来の説明を書いた記念碑がありました。こ
の辺りは、なんとなく、因幡の白兎の雰囲気を感じていて、
皆生温泉も何百年という歴史があるのだろうと思ってい
たのですが、温泉として発見されたのは明治の初めの 1900
年。浜辺から約 200m 沖で漁をしていた漁師が、泡が吹き
出ているのを偶然に見つけたのだそうです。翌 11 月 2 日

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

↑皆生温泉の海岸を、大山の写真を撮るために歩き続けまし
た。でも、残念ながら天気が良すぎて、大山は霞んでいました。
往復で 7000 歩も歩きました。
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↑皆生温泉は、日本のトライアスロン発祥の地なのです。知
らなかった。行ってみないとわからないことが結構あります。
皆生温泉の発見が、わずか 100 年ほど前のことだっ
年ほど前のことだったってこ
とも、知りませんでした。

↑米子でのクリニコスキルアップセミナーが終わってからの記念
写真。クリニコのスタッフの方々と
と共に。私より西口くんの方が
にやけている？でしょう。クリニコのスタッフの方々は、ハツラ
ツと仕事をしていました。

11 月 3 日 4 日と 2 日続けて、看護師さんのための PICC
セミナー。3 日の講師は松末美樹さん。ほら、天理の、私
の尊敬する松末先生の姪です。姫路中央病院の師長さんで
す。私が司会だということで、相当緊張されたそうですが、
いい指導をしておられました。4
いい指導をしておられました。 日の講師は東芝病院の坂
口みきよさん。感染管理専門看護師さん。この方も、こう
いう仕事には慣れておられるな、という感じ。何を言うか
わからない私の司会に戸惑っておられたのでは？という
感じ。本当、困った司会ですよ。でも、はっきり言わせて
いただきますと、私が一番、PICC
PICC の有用性を理解している
↑水木しげる記念館での写真。私が細く見えるでしょう？

し、私が一番、PICC を日本中に広めたいという気持ちを持
っていますよ。本気です。ということで、11
っていますよ。本気です。ということで、 月の 3 連休は

←米子駅前の米ッ子合掌像。
米子駅前の米ッ子合掌像。↓
↓なぜ、英
語、韓国語、中国語、日本語の順番にな
っているの？おかしいでしょう。おもて
なし？

仕事で吹っ飛びましたが、その方がいいのですよ。

↑11 月 3 日、4 日の PICC セミナー。右
セミナー。右は講師の松末さん。いい
指導をしておられました。私は、いつもの雰囲気でのんびりと司
会をさせていただきました。PICC
PICC は、もっともっと普及しなけれ
ばなりません。肘からの PICC ではなく、上腕 PICC です。

11 月 7 日は大阪府堺市にある、大阪労災病院へ講演に。
5 時に到着しなければならなかったのですが、私は、
らなかったのですが、私は、4 時
にオフィスを出たらなんとかなる、と軽く考えておりまし
た。でも、秘書の須見さんは、しばらく大阪労災病院で管

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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理栄養士として勤務していたので、大阪労災病院へ一緒に

食べ終わって会場へ向かうと、駅前でちょっとした人だか

行ってくれるとのこと。何時に出る？3 時過ぎですね。え

り。駅前広場で大道芸をやっていたのです。思わずみとれ

え！そんなに早く？歩いてモノレールの駅へ行き、モノレ

てしまいました。彼らは、確かに、しゃべりもうまい！講

ールに乗って千里中央駅へ行き、北大阪急行・地下鉄御堂

演するのに、参考にならないかな？なんて考えてみました。

筋線に乗って新金岡駅で降り、徒歩 10 分ですから。本当、

でも、講演の時間が迫っていたので、心を残しながら去ら

優秀な秘書さんのおかげで、遅刻することなく大阪労災病

ざるをえませんでした。講演は、安全管理について。九州

院へ到着できました、ということです。講演は、『適正な

大学の医療経営・管理学講座の鮎澤純子先生の『医療安全

静脈栄養管理について』でした。なんか、静かな講演会で、

に関するトピックス・・・いまだから知っておきたいこと、

盛り上がらなかったかな、という感じ。ま、それが普通な

考えておきたいこと』という高尚な講演 1 のあと、私の講

のでしょうけど。その後は、3 月まで大阪労災病院に勤め

演。鮎澤先生の講演は、もう何年も前ですが、リスクマネ

ておられた根津先生も加わって懇親会がありました。驚く

ージャーの 40 時間セミナーを受講した時に聞いたことが

ような酢豚を食べました。続けて 9 日には高松へ。昼は神

あったのですが、慣れておられますね。講演後、いろいろ

戸で『関西栄養管理技術研究会』の世話人会があり、アド

安全管理の現状についても話を聞きたかったのですが、お

バイザーとなっているので、世話人会にだけ出席しました。

忙しい方で、私の講演中に広島へと帰っていかれました。

弁当を食っただけかも。もともと、私が大阪府立病院から

私の講演？安全管理についての広い範囲の講演の後、
『PPN

大阪大学に移動した時、兵庫医大の山田さんと作った研究

における感染対策』という非常に小さなテーマ。受講者は

会です。なんと、もう 16 回なのです。今回は、若林先生

薬剤師さんが中心だったようで、なんとなく静かな雰囲気

をお招きして『リハビリと栄養』がテーマ。残念ながら私

でしたね。ま、これが普通なのでしょう。本当は高松に泊

は研究会自体には参加できませんでしたが、もはや、私が

まりたかったのですが、翌日の仙台行きを考えて西宮へ戻

いなくても、レベルアップしたいい研究会になっています

りました。買ったうどんが重かったこと！翌日は JSPEN の

から安心です。私は、世話人会が終わったらすぐに新神戸

コメディカルセミナーのために仙台へ。仙台日帰りという

駅へ行き、のぞみで岡山へ。そこからマリンライナーに乗

のも、ちょっとしんどいけど、娘と孫へのおみやげを持っ

って高松へ。近いものですよ、2 時間で高松へ行けます。

て。二人の孫と娘に会えて、おじいちゃんらしい顔つきに

高松駅へ着いたら、まず、何をする？もちろん、うどん、

なって？在宅栄養療法について 1 時間、しゃべりました。

です。構内にある『連絡船うどん』へ行き、素うどんを食

なんか、時間に追われてしゃべっていますね。1 時間半し

べる。いつも素うどんです。確かに、大学生の頃、宇高連

ゃべらせて！でも、長すぎる、ギャグは不要、余計なこと

絡船の甲板で食べた味です。

を言わずに要点だけしゃべれ！なんていう評価が下され
る可能性もあるし。受講者の評価・・・いろいろでしょう
ね。
11 月 14 日は甲府へ。山梨 NST 研究会に呼んでいただき
ました。甲府は 2 回目。新宿から『かいじ』に乗ったので
すが、確かに、山の中へ来た、という感じがしました。講
演会場は、結婚式場。何年かぶりに大塚製薬工場の MR、松
中くんに会いました。八幡浜高校の後輩でございますから。
懇親会は延々と続き、ホテルに着いたら翌日になっていま

↑JR 高松駅の改札口の左の連絡船うどん。私は、まずここでうど
んを食べないと、高松に来た気がしないのです。

した。
尾花先生、
中瀬先生、
そして山梨 NST の世話人の方々、
遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。そ
の翌日は雨。前回の甲府でも富士山は見えませんでしたが、

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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今回も雨。とりあえず武田神社に行って宝物殿で武田信玄
の銅像のレプリカと一緒に写真をとり、駅前の武田信玄の
銅像の写真は撮影してきました。その夜は東京。いいホテ
ルで、のんびりさせてもらいました。ほっこり、というの
でしょうか。

↑武田神社には行きました。りっぱな風林火山の盃の前で記念写
真。資料館に入ってみました。そこには武田信玄公像のレプリカ
（右
右）があり、一緒に写真を撮ってもらいました。右下
右下が、甲府
右下
駅前の本物の像です。53 歳でなくなられたのですが、かなりお年
を召されているような像ですよね。

↑山梨 NST 研究会後の懇親会です。顔見知りの方もおられます。
遅くまでお付き合いいただきました。ホテルに戻ったら 12 時を
回っていました。みなさん、盛り上がっていました。

翌日は福島へ。福島医大、公立藤田病院の木暮くんに『大
河ドラマ、八重の桜』が放送されている間に会津へ行きた
い、とお願いしておいたのですが、そんなわがままを聞い
てくれて、講演会にお招きいただいたのです。わざわざ福
島駅まで迎えに来てくれていて、感激！私もおみやげを持
って行きました。いえいえ、大したものではありません。
島原の『サムライブルーRYOMA』の写真です。A4 サイズの
額に入れて持って行きました。懇親会、二次会と、木暮く
んの先輩達にも大事にしていただきました。翌日は、木暮

←JR 甲府駅の改札を出
ると、この置物？がおい
てあります。これは、甲
府から帰る時の写真で
す。大塚製薬工場の方が、
わざわざ見送りにきてく
ださいました。ありがと
うございました。静岡の
方たちなのです。山梨側
からの富士山を今回も見
ることができなかったので、次は、天気がいい時に呼んでくださ
い。静岡側からでもいいです。新幹線の窓以外からゆっくり富士
山も見たいし。
←木暮くんの運転
で、福島から会津
へ。車の中から撮
影した磐梯山で
す。紅葉がきれい、
天気がよい、いい
会津観光でした。

くんの友達、内科の佐藤くん、管理栄養士の小林さんと
佐々木さんの 5 人で会津へ。よく歩きましたよ、本当に。
磐梯山の紅葉もきれいだったし、会津若松城もにぎやかだ
ったし、山本八重の銅像も見たし（本物の八重？大河ドラ
マの八重？中途半端でした）、いろいろおみやげも買った
し、輪箱飯（わっぱめし）も会津そば（大きなネギで食べ
る）も食べたし、本当に思い出深い会津となりました。お
みやげにもらった会津の旗は、私の部屋に飾っています
（木暮くんの会津魂に応えるには・・・）
。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

↑八重の桜記念館での撮影。木暮くんと、福島医大の佐藤先生、
小林さん（居合道 5 段）、佐々木さん。記念館の方に撮影しても
らったのですが、撮り方がうまい！思わずニコリ、なのです
が・・・ちょっと強ばっている？八重さん、この頃の方が生き生
きして面白かったですよね。
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さらに、さらに、11 月の出張は続きます。19 日は国立
病院機構埼玉病院での NST 勉強会で講演。結構、遠いです
ね。埼玉病院へ向かう東武東上線で人身事故があり、電車
が途中で停車するというハプニングがありましたが、大き
なトラブルにはならず、無事講演を終えることができまし
た。翌日は、ジェフ株式会社で再来年の JSPEN 総会の打ち
合わせをやり、そのまま羽田から北九州空港へ飛び、麻生
飯塚病院で 8 回目の講演会。鮎川くん、中塚くん、林くん、
渡辺さん、合谷さん、もう顔なじみの方々と楽しい時を過
ごして博多へ。翌朝は 5 時半に起きて福岡空港へ。7 時の
飛行機で伊丹へ飛び、そのまま外来診療をさせてもらって
↑新島八重の像が新しくできて、その前で撮影。この八重さん
は、本物とテレビの主人公の両方を考慮した、とのことですが。
誰？という感じ。後ろの紅葉がきれい！男４人が綺麗な紅葉に
映える被写体だったらいいのですが、逆に、紅葉を引き立てて
いますよね。

↑作曲家の瀧廉太郎の荒城の月をめぐる旅をやりましたが、会
津の若松城は、作詞の土井晩翠がモデルとしたところのよう
で、碑(左
左)と銅像(右
右)がありました。仙台の青葉城もモデルで
す。青葉城にも土井晩翠の像があります。確かに、会津若松城
は、荒城の月のモデルだったのでしょうね。土井晩翠は、『ど
い？』『つちい？』どっちの読み方だったかなあ。仙台の土井
晩翠記念館で理解したつもりだったのに・・・忘れた。

いる東宝塚さとう病院へ。本当、なんという生活？という
感じもありますが。臨床栄養の啓発活動は、今の私のメイ
ンテーマでもありますので、何も問題はありません。

↑麻生飯塚病院の NST の方々との写真。もう何回、この雰囲気
の写真を出したでしょうかねえ。鮎川先生と私は同級生。彼は
この麻生飯塚病院の副院長でございますよ。林くんもがんばっ
ている薬剤師だし、渡辺さんはベストナースに連続で選ばれて
いるとのこと。中塚先生は救急部でがんばっておられます。合
谷さんもお元気です。そういえば、昨年はこの場にいた、田中
誠くんがいません。今は、釧路に赴任しておられます。喜界島
から釧路まで、本当、君は全国を飛び回っていますよね。

11 月 23 日は白浜で一泊して釣り旅行。紀南総合病院の
藤田くんとは久しぶり。いい温泉に入り、うまいメシを食
って、楽しい時間を過ごしました。翌朝は 5 時出発で釣り
船に乗って出かけたのですが、あまり釣れませんでした。
大きなフグを釣り、この時の釣り上げる重さは、ものすご
い釣果を期待させてくれただけ。次は、大きくなくてもい
↑会津若松城です。左上
左上は私の部屋。木暮くんにもらった、会
左上
津の旗を飾っています。違和感があるのですが、木暮くんの『お
もてなし』に対する感謝と、会津魂への敬意です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

いからたくさん釣れる釣りにしような、博さん。帰宅後は
そのまま神戸へ行き、外科感染症学会の会長招宴。いろん
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な偉い方が来ておられました。兵庫医大の感染症科の竹末

←外科感染症
学会が神戸で
開催されまし
た。会長は兵
庫医大感染制
御学の竹末教
授。いい挨拶、
いい会長講演
でした。

教授が会長で、いい学会だったと思います。月曜日は聞く
だけでした。時間をつくって神戸観光。3 月まで神戸の病
院に勤めていたのに、何を観光？11 月 11 日 11 時 11 分に
オ ー プ ン し た ダ ル ビ ッ シ ュ 記 念 館 で す 。『 SPACE 11:
DARVISH MUSEUM』に行かなければならないでしょう。正面
の『雄叫びをあげるダルビッシュ人形』は撮影禁止。投球
フォームのダルビッシュ人形は撮影が可能でしたので、何
枚か撮影し、ツーショット写真？も撮らせていただきまし
た。ところが、学会場へ戻るまでが大雨。ズボンがびしょ
濡れになり、奈良での JSPEN 近畿支部会と同じ状況になり
ました。夕方の全員懇親会に出席し、竹山先生、小林先生
と神戸の焼肉を食べて部屋に戻ってから、またまたアイロ
ンがけをやりました。随分うまくなったな、という感じで
すが、アイロンの使い方がわからず、結構苦労しました。

↑2 日目の外科感染症学会と JSPEN のジョイントシンポジウムの
模様を、演者席から撮影したもの。時々、演者席から写真撮影を
させてもらっていますが、不届きだ！と怒られるかもしれません
が。席がガラガラだったので、これは、写真を撮る必要があると
思いましてね。やむにやまれず、というところです。栄養のセッ
ションなんて、参加者は、これくらいのものですよ。内容はすば
らしかったのですけどね。ちなみに、この夕方、この会場で開催
された ICT セミナーは、満席でした。全然違ったのですよね。

翌朝は、外科感染症学会と JSPEN のジョイントシンポジウ
ム。大侵襲手術後の合併症に対する栄養管理の意義、とい
う内容で、有名な方が JSPEN からもたくさん来ておられま
した。私は、とにかく、外科医の栄養管理の知識レベルが
低下しているだけでなく、内視鏡外科手術の普及や ERAS
による『すぐに食事が開始できるから栄養管理はいらない』
といったような雰囲気で興味も低下している、これをなん
とかしなければならない、という内容の基調講演をさせて
いただきました。シンポジウムでの議論は、どなたかが報
告してくれるでしょう。夕方は ICT(Infection Control
Doctor)講習会。認定資格更新のための単位取得が目的の

↑2013 年 11 月 11 日 11 時 11 分にオープンした、神戸、北野坂
のダルビッシュ記念館です。精巧に作られたダルビッシュ人形
の前で写真を撮りました。入場料は 1000 円でした。普通は、行
かないよね、学会期間中になんて。私は、取材のために出かけ
たのです。おかげで雨に濡れて、大変だったのです。アイロン
がけや・・・いろいろ。

はずですが、1500 人の会場が満席でした。私は CRBSI 予防
対策についての講義をさせていただきました。でも、この

てから平井先生、山口先生、梶谷先生と食事しましたが、

時に思ったのですが、臨床栄養に関しても、この ICD 資格

ホテルに到着したらもう 12 時でした。翌朝は、5 時に起き

更新のための講習のように、義務的にでも勉強していただ

てシャワーを浴び、新幹線で大阪まで戻り、そのまま、東

く、そんな体制をとらないと、どんどん医師の臨床栄養に

宝塚さとう病院での外来勤務につきました。

関する知識と興味が失われていってしまう、これは間違い

これで終わりではありません。11 月 30 日には第 11 回埼

ないでしょうね。NST 加算も大事ですが、加算を取れると

玉血液疾患看護談話会が埼玉医科大学かわごえクリニッ

浮かれている場合ではないと思います。

クで開催され、『中心静脈カテーテルを適切に管理できて

翌日は倉敷での『第 26 回緩和ケアフォーラム in 岡山』

いますか？』というタイトルで講演してきました。実は、

で『胃瘻の適応？栄養管理の適応？』というタイトルで講

昔、私、
『悪性腫瘍化学療法施行時の栄養管理』と題して、

演。緩和ケアの方々にも、もっと栄養管理について勉強し

Hickman’s dual lumen catheter と I-system を用いた管

てください、というメッセージを送ったのですが。終わっ

理法についても論文を書いております。輸血、採血、化学

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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療法、栄養管理を同時に実施するには、やはり、Hickman
カテーテルが有用だと思っていますが、このあたりの現状
については、どうも、本当の管理ができていないように思
います。その点について講演させていただいたのですが、
現実問題、内科医には Hickman カテーテルを挿入する手技
自体がむずかしいと思います。12 月 1 日は、エキスパート
ナースフォーラム。片多先生、栗山先生と 3 人で静脈経腸
栄養ガイドライン第 3 版を中心とした講演をやりました。
片多先生は、最近研修医教育に目覚めておられ、非常にわ
かりやすい講義をしておられました。栗山先生は、中身が
濃い講義をしておられました。私？いつもの調子でした。

↑12 月 1 日、エキスパートナースフォーラム。片多くんの慣
れた講義、栗山先生のきっちりした講義、井上のいい加減な
講演と、すばらしい組み合わせでした。今回は片多くんの講
演姿を強調しております。片多くんの右手、薬指にはスライ
ドを送る黒曜石という器具が付けられています。私も持って
いますが、壊れました。これ、壊れやすいので、あまりお勧
めできませんね。それは、私の使い方が粗いから？ま、いつ
もそういう風に言われますけど。

上は東京へ向かって右手に見える富士山。掛川駅を過ぎて安倍川
あたりで 15 秒ほど見えます。写真撮影は大変でしたが、なんと
か、見える写真が撮れました。下
下は、もちろん、東京へ向かって
左手に見える富士山で、新富士駅を過ぎたところです。

↑12 月 5 日、岡田門下？の IVH 忘年会を開催しました。岡田先
生が体調をくずされてからは開催されていなかったので、10 年
ぶり以上でした。急に思いついて忘年会のお知らせを送ったの
ですが、総勢 24 人の会となりました。松末先生もお招きしたの
ですが、なぜ？先生は岡田門下でしょう。いいじゃないですか、
来てくださいよ、という感じ。いい会でした。来年は、もっと
早くから計画を練りますので、よろしくお願いします。

↑飛行機からの富士山。麻生飯塚病院へ行くのに、羽田から北九
州空港へ向かっての飛行機から撮影しました。

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：小越先生、PEN
の『みんなの栄養管理講座』
、終
ゼン先生：

ゼン先生：そうかもしれませんが、ま、私の研究室のホー
ゼン先生：

了させました。

ムページを見てください、ということです。

小越先生：え？なぜなんだ。12
年も続けたのに。30 周年
小越先生：

小越先生：ところで、今日の臨床栄養に関するテーマは何
小越先生：

記念号には可能な限り続けたいと書いていたじゃないか。

にするんだ？

ゼン先生：ま、あまり好き勝手な意見を書きすぎたんでし
ゼン先生：

ゼン先生：いろいろ考えたんですが、テーマは『静脈経腸
ゼン先生：

ょう。いろいろ批判が石渡社長の所に届いていたようです。

栄養ガイドライン第 3 版を買うことから臨床栄養の修行は

確かに、よく考えると、私の勝手な意見を、よく、12 年も

始まる！』ということにしたんです。

の間、掲載してくれましたよ。石渡社長には、感謝してい

小越先生：静脈経腸栄養ガイドライン第
3 版な。よく売れ
小越先生：

ます。

てるんだろう？

小越先生：確かに。そうかもしれないな。覚えているだろ
小越先生：

ゼン先生：一応、売れているとは聞いていますが、まだま
ゼン先生：

う？淡路島のウェスティンホテルで、関西医大の日置さん

だだと思っています。もっともっと、ですよ。

が会長で、外科代謝栄養学会が開催された時のことだよ。

小越先生：君には印税は入らないんだろう？
小越先生：

ゼン先生：もちろん、覚えていますよ。外科代謝の理事の
ゼン先生：

ゼン先生：もちろんですよ。印税は、日本静脈経腸栄養学
ゼン先生：

雰囲気が暗い、って写真入りで書いたことでしょう？

会に入ります。学会には結構な額が入ると思います。いや、

小越先生：そうだよ。
君の師匠の岡田さんが、石渡社長に、
小越先生：

そういうことより、ガイドラインって、どれだけ普及する

何もチェックせずにあんな記事を書かせていいのか、って

か、それが大事ですよね。

怒ったそうだから。

小越先生：そうだよ。
ガイドラインに基づいた栄養管理が、
小越先生：

ゼン先生：何度も聞いています。石渡社長が、私と私の記
ゼン先生：

どこまで普及するか、これが大事であることは間違いない

事を守ってくれた、ということになるんでしょうね。

からな。

小越先生：俺は、別に、なんとも思わなかったけどな。
小越先生：

ゼン先生：ですよね。だから、どんどん売れて欲しいんで
ゼン先生：

ゼン先生：しばらくしてからでしたか、
あの記事について、
ゼン先生：

す。目安がないでしょう？ガイドラインがどれだけ普及す

先生は、
『外科代謝の理事の雰囲気が暗いって記事を書い

るかって。

て、岡田さんに怒られたんだってな、ハハハ』と笑って言

小越先生：確かにそうだな。何冊売れるか、それが、一つ
小越先生：

われましたよ。ここが岡田先生と小越先生の違いかな、な

の目安になる、ということか。

んて思いましたが。でも、ああいう出来事が結構あったん

ゼン先生：そう思っているんですよ。安いと思いますよ、
ゼン先生：

でしょうね。それを石渡さんががまんしてくれていたんで

あの内容で、4000 円＋消費税なんですから。486 ページで

しょうね。本当、感謝していますよ。

すからね。

小越先生：ま、そうだな。一つの区切りをつけるってこと
小越先生：

小越先生：わかった、わかった。きっと、大勢の方が買っ
小越先生：

も大事だからな。

てくれると思うよ。

ゼン先生：はい、そう思っています。出直しです。と言っ
ゼン先生：

ゼン先生：先生ともっと学術的な内容で会話したいんです
ゼン先生：

ても、違う媒体を使って、ほぼ同じような記事を書くこと

けど。

にしています。でも、これこそ、自分の責任において、と

小越先生：と言われてもなあ。それは、今までの経緯から
小越先生：

いうことになりますので。もう、石渡さんに迷惑をかける

すると、君がテーマを決めてたんじゃないか？

ことはなくなります。

ゼン先生：そうなんですよ。
その通りです。ということで、
ゼン先生：

小越先生：そうか、ま、がんばれよ。でもな、君の『みん
小越先生：

今回は、栄養アセスメントでいかがですか？

なの栄養管理講座』を楽しみに PEN を読んでいた人達がが

小越先生：いいよ、
君が決めることになっているんだから。
小越先生：

っかりするぞ。

しかし、栄養アセスメントの何について会話するんだ？

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：アセスメントについては、実は、実施率が大事
ゼン先生：アセスメントについては、実は、実施率が大事

ゼン先生：はい。でも、スタートは用語でしょう？
ゼン先生：はい。でも、スタートは用語でしょう？

なんですよね。

小越先生：
小越先生：まあ、そうだけど。どのくらいの正解率なんだ？

小越先生：方法論としては、ほぼ確立していると言ってい
小越先生：方法論としては、ほぼ確立していると言ってい

ゼン先生：医師
778 人の結果では 8.2%です。TNT 受講前で
ゼン先生：

いんだろう？

すから。

ゼン先生：そうですね、そう思います。先生が日本に導入
ゼン先生：そうですね、そう思います。先生が日本に導入

小越先生：何？8.2%？ひどいじゃないか。
？ひどいじゃないか。SGA という用語
小越先生：

された TNT では SGA が紹介されました。あれが、かなり普

が、全く普及していないということだな。栄養士さんはよ

及したと思っています。

く知っているだろう？

小越先生：SGA
か。SGA って、何の略だった？
小越先生：

ゼン先生：栄養士さん、薬剤師さん、看護師さん、約
ゼン先生：栄養士さん、薬剤師さん、看護師さん、約 2000

ゼン先生：先生、
ゼン先生：先生、もう忘れたんですか？前回の会話で、SGA

人の調査では 13.3%でした。栄養士さんが一番正解率が高
でした。栄養士さんが一番正解率が高

に対する用語として ODA を造語した、という会話
を造語した、という会話をしたば

いのですが、23%です。看護師さんは
です。看護師さんは 1.5%、薬剤師さんは

かりじゃないですか。

13.8%でした。

小越先生：そうだったな。Subjective
に対して objective
小越先生：

小越先生：それはひっどいなあ。全然普及していないって
小越先生：それはひっどいなあ。全然普及していないって

で ODA を造語した、という話だったな。

いうことだよ。

ゼン先生：そうです。ということで、Subjective
Subjective global
ゼン先生：

ゼン先生：でも、用語は知らないけど、手法としての
ゼン先生：でも、用語は知らないけど、手法としての SGA

assessment、主観的包括的栄養評価、ですよね。
、主観的包括的栄養評価、ですよね。

は、やっている、という施設は結構あるんですよ。

小越先生：そうだそうだ、思い出したよ。でもな、オレが
小越先生：そうだそうだ、思い出したよ。でもな、オレが

小越先生：NST
加算をとるために栄養評価をすることにな
小越先生：

シカゴで TNT ローンチに参加して SGA についての説明を聞

っているからな。SGA を基本とした栄養アセスメントシー

いてからもう 14 年になるんだぞ。それからは忙しくて、

トがあって、それをやっている、ということだな。

SGA の S も聞いたことはなかったから。忘れて当然だよ。

ゼン先生：そうなんですよ。だから、
ゼン先生：そうなんですよ。だから、SGA の手法自体は、

ゼン先生：確かにそうですよね。私も還暦が近くなって、
私も還暦が近くなって、
ゼン先生：

結構普及しているのではないかと思います。でも、アカデ

物忘れがひどくなって、落ち込んだりすることがあります。

ミックというか、SGA という用語くらいは知っていて欲し

小越先生：そうだろう？年取ってくると、実感するだろ
小越先生：そうだろう？年取ってくると、実感するだろ

いですよね。

う？
ゼン先生：します。本当、イヤになります。この間、朝、
ゼン先生： します。本当、イヤになります。この間、朝、
ふとネクタイの締め方がわからなくなりましてね。どうや
っても思い出さないんです。やばいでしょう？
小越先生：なるほど、やばいぞ、それは。若年性認知症の
小越先生：なるほど、やばいぞ、それは。若年性認知症の
ジャンルに入るんじゃないか？ハハハ。
ゼン先生：ちょっとしたきっかけなんですが。その後は、
ゼン先生： ちょっとしたきっかけなんですが。その後は、
ちゃんと思い出して、今まで通りにネクタイを締めること
ができますが。やばいなあ、って、ふと、真剣に考えるこ
とがあります。
小越先生：ほおお、そうか。ま、それはいいけど。その
小越先生：ほおお、そうか。ま、それはいいけど。その SGA
って、どのくらい普及しているんだ？
ゼン先生：どのくらい普及しているかはわかりませんが。
ゼン先生： どのくらい普及しているかはわかりませんが。
SGA という用語を、どのくらいの方が知ってるか、という
データはあります。
小越先生：SGA
をどれくらい知ってるか？用語だろう？
小越先生：

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

↑栄養評価は、SGA で主観的に評価して、ODA
で主観的に評価して、
として数値で表現
できる指標で確認する、さらに詳細な判断をする、という図式が
いいのではないでしょうか。経過観察としては、SGA
いいのではないでしょうか。経過観察としては、
でも実施で
きることはできると思いますが、やはり、数値として客観的に判
定するほうが、精度が高いと思います。ちなみに、ODA
定するほうが、精度が高いと思います。ちなみに、
という用
語を作ったのは私です。『みんなの栄養管理講座の 150 回でも言
った？』しつこいかもしれませんが、意外と知られていないので
す。こんな時代だから、ちょっとは宣伝しないといけないでしょ
う？
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小越先生：そうだよ、オレもそう思う。
小越先生：

ゼン先生：すみません。でも、高齢者向けの栄養アセスメ
ゼン先生：

ゼン先生：静脈経腸栄養ガイドラインでは、SGA
を推奨し
ゼン先生：

ントとして MNA を導入するのは、悪くはないと思います。

ています。ま、当たり前ですけどね。

しかし、よく考えてみてください。SGA という、最も簡単

小越先生：そりゃあそうだろう。JSPEN
が共催で開催して
小越先生：

な栄養アセスメントすらやらないのに、MNA なんて、やる

いる医師向けの臨床栄養教育セミナーが TNT で、TNT では

でしょうか。

SGA を推奨しているんだから、な。

小越先生：確かに、そこは問題だろうけど。SGA
ですべて
小越先生：

ゼン先生：その通りです。ガイドラインでは『日本静脈経
ゼン先生：

の患者に栄養スクリーニングをやって、高齢者には、やり

腸栄養学会としては、SGA による栄養スクリーニングをす

たい施設では MNA をやればいい、というのが自然かな。SGA

べての患者に対して実施することを推奨する』としていま

か、MNA か、そんな議論をするからややこしくなる。

すから。当然の推奨ですよね。

ゼン先生：なるほど、そうですよね。SGA
は、ある意味、
ゼン先生：

小越先生：その通りだよ。すべての患者に
SGA をやるか、
小越先生：

病歴を聞くだけで評価できるのですから、MNA は、次の段

それが本当に実現して欲しいなあ。

階としてやればいい、そういうことですね。

ゼン先生：
ゼン先生：そうですね。そして、出た結果を、主治医がち

小越先生：そうだよ。とにかく、すべての患者に栄養スク
小越先生：

ゃんと見て、栄養療法を実施するべきか、どんな内容か、

リーニングをやる、という体制ができて欲しいよな。

ということを考えるようになって欲しいですよね。

ゼン先生：でも、先生、栄養アセスメントって、本当にむ
ゼン先生：

小越先生：そうだよな。NST
や、病棟の栄養士や看護師が
小越先生：

ずかしいですよね。SGA を使うと最初のステップはクリア

SGA でスクリーニングをやって栄養状態を判断しても、そ

できますが、重症症例なんかは、どのパラメーターを使っ

れを主治医が見ないというのが、一番の問題だからな。

たら適切な栄養アセスメントができるか、その部分で未解

ゼン先生：でも、いろんなパラメータも出てきていますよ
ゼン先生：

決ですからねえ。

ね。MUST とか、SRS-2002 とか、MNA とか、CONUT とか、い

小越先生：特に、炎症のある状態の患者に対する栄養アセ
小越先生：

ろいろあります。高齢者向けとして、MNA は結構普及して

スメントはむずかしいな。

きていると聞いていますけど。

ゼン先生：だいたい、炎症がない時や侵襲がかかっていな
ゼン先生：

小越先生：MNA
って何の略なんだ？TPN は何の略？という
越先生：

い時には信頼できる血清タンパク値が、適切な指標にはな

よりはるかに難しいな。

りませんよね。

ゼン先生：確かに。MNA
は、mini-nutritional assessment
ゼン先生：

小越先生：そこだな、ポイントは。CRP
が高いと、血清タ
小越先生：

の略です。高齢者向け、ということで、ネスレが普及させ

ンパク値は低くでるからな。どの程度の CRP 値なら血清タ

ようとしたんですよ。

ンパク値が信用できるか、そこもわかってない。

小越先生：なるほど、ネスレか。
小越先生：

ゼン先生：そうなんですよ。ま、総合的に判断しなさい、
ゼン先生：

ゼン先生：そうですよ。MNA
って、ネスレ株式会社の登録
ゼン先生：

とは言っているのですが。むずかしいです。

商標なんですから。

小越先生：でも、経過をきちんと見れば、その患者さんの
小越先生：

小越先生：そうなのか。やるな、ネスレも。
小越先生：

栄養状態がよくなってきているのか、悪くなってきている

ゼン先生：高齢者社会になっていますからね。私も少しは
ゼン先生：

のか、それはわかるんだろう？

貢献したかもしれません。
『MNA というのは、Ｍ：みんなで、

ゼン先生：そうですね。
経過は見ることができます。でも、
ゼン先生：

Ｎ：仲良く、Ａ：アセスメントという意味です』なんてい

その時点の栄養状態はどうなんだ、というような場合に、

うキャッチフレーズを作りましたから。

判断しきれない部分がありますよね。どう動いているかの

小越先生：相変わらず、つまらんおじさんギャグを作って
小越先生：

判断は、できます、ということです。

るなあ。

小越先生：動的、dynamic
nutritional assessment だな。
小越先生：

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：そうですね。パラメータ―の動きをみながら総
ゼン先生：

ゼン先生：そうすると、この場合は、栄養状態の変化を反
ゼン先生：

合的に判断する、ということになりますね。

映している、動的指標として使われていることになります

小越先生：でも、血清アルブミン値は、静的栄養評価指標
小越先生：

よね。

になるんだろう？

小越先生：なるほど、
そうだな。予後判定の指標としては？
小越先生：

ゼン先生：いや、
先生、そこが問題だと私は思っています。
ゼン先生：

ゼン先生：アルブミン値によって、予後がわかるって、よ
ゼン先生：

多くの方が間違っているのではないかと思っているのが、

く検討されているでしょう？アルブミン値が低かったら、

この、栄養評価指標の分類です。

手術患者だったら合併症発生頻度が高くなる可能性があ

小越先生：またまた、偉そうなことを言っているんじゃな
小越先生：

るので注意しなさいとか、アルブミン値が、例えば 1.5g/dL

いのか？

を切ってきたら、癌末期患者では生存日数があと 2 週間く

ゼン先生：偉そうというより、これは、岡田先生に教えて
ゼン先生：

らいだとか、言いますよね。

もらったような気がしているのですが。

小越先生：そういう使い方をすると、予後判定の指標とな
小越先生：

小越先生
小越先生：岡田さんが言っていた？なんか、最近、よく岡

っている、という意味なんだな。

田さんの名前を出すじゃないか。

ゼン先生：そうなんですよ。だから、指標自体を分類する
ゼン先生：

ゼン先生：そうかもしれませんね。はっきり言うと、今の
ゼン先生：

のではなく、使い方によっては、どの指標も、静的にも動

私のポジションは、岡田先生が阪大で始めた産学協同とい

的にも予後判定にもなる、という考え方が正しいと思って

う考え方の延長で出来上がったみたいなものなんですか

るんです。おかしいですか？

ら。

小越先生：いや、なるほどだな、って思いながら聞いてい
小越先生：

小越先生：そうなのか？ま、いいじゃないか、活動しやす
小越先生：

たよ。RTP だって、最初は、開発途上国の栄養障害に陥っ

いポジションになったんだから。その栄養評価指標の分類

ている子供たちの栄養スクリーニングとして用いられた

ってどういう意味なんだ？

という経緯もあるんだからな。この時の RTP 値は静的指標

ゼン先生：栄養評価指標って、体重やアルブミンは静的、
ゼン先生：

として用いられていたよ、確かに。

RTP は動的、そんな感じで分類されていますよね。
小越先生：そうだよ。
小越先生：
ゼン先生：でも、本当はそうじゃなくて、栄養評価指標っ
ゼン先生：
て、使い方によっては、動的にもなるし、静的にもなるし、
予後判定の指標にもなる、という考え方が正しいと思うん
ですよ。
小越先生：使い方によって、動的にも静的にも予後判定に
小越先生：
もなるのか？どういう意味だ？
ゼン先生：アルブミン値って、スクリーニングでよく用い
ゼン先生：
られていて、その時の値で栄養状態がいいか、悪いか、と
いう判定に使われますよね。
小越先生：そうだな。それは、静的指標という意味だな。
小越先生：
ゼン先生：そうです。でも、例えば
1 ケ月間、積極的に栄
ゼン先生：
養管理をやって、アルブミン値が 3.0g/dL から 4.0g/dL ま
で上昇したら、栄養状態がよくなったと判断しますよね。
小越先生：確かに。
小越先生：

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

↑ 昔、私、RTP の研究をしていたのです。TPN 施行に伴う血清
タンパク値、栄養指標の変化についてのデータです。半減期に
よって変化率が違うことを論文にしています。また、この結果
は、ある意味、これらの指標を変化、すなわち、動的指標とし
ても用いることができると解釈することもできます。栄養指標
は、使い方によって静的にも、動的にも、予後判定にも用いる
ことができるのですよね。

12

ゼン先生の栄養管理講座 第 1 回

ゼン先生：そうですよね。だから、栄養状態の変化を判定
ゼン先生：

【今回のまとめ】

する時でも、
例えば 1 週間程度の期間での判定には RTP が、

① 『人生いろいろ』という感じで、『みんなの栄養管理

2 週間から 1 ケ月程度だったらアルブミン値が、1 ケ月以

講座』は 12 年で区切りをつけ、
『ゼン先生の栄養管理

上などの長い期間だったら体重なんかが、有用な動的指標

講座』を開講しました。よろしくお願いします。

になるんだと思うんですよね。

② 『みな栄養』の体裁をとりあえずは継続します。途中

小越先生：そうだな。
それは正しい考え方だな。この話は、
小越先生：

から変わるかもしれません。小越先生との会話も、継

もちろん、静脈経腸栄養ガイドライン第 3 版を読めば理解

続しますが、あまり硬く考えないようにして、その

できるんだろう？

時々で考えることにします。

ゼン先生：もちろんですよ。だから、
『静脈経腸栄養ガイ
ゼン先生：

③ 今回の話題は栄養アセスメント。とにかく、すべての

ドライン第 3 版を買うことから臨床栄養の修行は始まる！』

患者に SGA で栄養アセスメントをやりましょう。ガイ

を、このゼン先生の栄養管理講座の第 1 回のタイトルにし

ドラインでも推奨されていますから。

たんです。

④ 高齢者用に開発された MNA も、
いいんじゃないですか。
でも、まずは SGA でアセスメントをやって、という体
制が、日本全国に広まって欲しいと思います。
⑤ 栄養アセスメント指標は、使い方によって、静的にも、
動的にも、予後判定の指標にもなるのです。指標自体
を分類するのではなく、使い方によって意味が変わる、
それが適切な考え方だと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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