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『臨床栄養の領域に学問がなくなっていませんか？
臨床栄養の領域に学問がなくなっていませんか？』
か？』
第 30 回日本静脈経腸栄養学会の学術集会が終わったので、気が抜けてプー太郎しているのでは？と思われているかもし
れませんが、それどころか、忙しくしております。学術集会の後始末が大変です。ホームページには、簡単に「第 30 回日
本静脈経腸栄養学会学術集会は、お陰様をもちまして、多数の方々のご参会をいただき、盛会のうちに無事、全日程を終
了することができました。これもひとえに皆様方のご協力とご支援の賜物と深く感謝申し上げます。皆様の更なるご活躍
を心より祈念申し上げます。第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 会長 井上善文」と出させていただきました。司会、
講師などの仕事をお願いした方々には、一人一人、お礼状と写真を送りました。それが実は、ものすごく大変だったので
す。お礼状だけであれば、機械的に、ジェフさんにお願いして送っていただけばいいのですが、私、一人一人にメール、
手紙で送りました。それだけではないのです。今回は、プロのカメラマンに写真を撮っていただきました。シンポジウム
の司会、ためになる講演などの司会と講師、情報交換会など、プロのカメラマンに、非常にレベルの高い写真を撮ってい
ただきました。それを、一人一人に送りました。仕分けが大変でした。中心には写っておられない方もいましたので、全
体を見回して、その方を中心にトリミングしたりもしました。隅の方に写っておられる、それを見つけて・・・、という
作業は、結構大変でした。メールで送れない方々には、プリントアウトしたもの、CD に焼き付けたものを送りました。前
回の『ゼン先生』を見ていただくと理解していただけると思うのですが、情報交換会でゴーフルが当たってうれしそうに
している写真を、なんとかして、ご本人にお渡ししたいと思いましてね。知っている方は、もちろん、簡単にお渡しでき
るのですが、いくら、私が学術集会の会長だといっても、情報交換会に参加していただいた 500 人以上の方を知っている
のではありません。写真を拡大すると、なんとか、名札から特定できる方がいました。参加者名簿から所属施設を探し、
ネットで住所を調べました。所属施設がわかっても、たとえば『宮崎江北病院

吉田幸子様』と送っても、院内でも、所

属がわからなければ、本人に届くかどうか、わからないでしょう。だから、職種はなんだった？栄養管理室？看護部？薬
剤部？などまでチェックしました。ま、吉田さんのようなお偉方なら、すぐにわかるでしょうが。複数で写っておられる
方の場合は、その人数分をプリントして、
『一緒に写っている方にも渡してください』という手紙を書きました。名札が裏
返しになっている方は、どうしようもなかったのです。でも、名札ではどうしてもわからない方は、他のグループで写っ
ている写真の中におられて、そのグループの中の誰かを私が知っていたら、その方に写真を送ったりしました。そこまで
やるか？（でも、まだ、お渡ししたいのにお渡しできない方
がおられます。前回の『ゼン先生の栄養管理講座』の記事を
見て、これは私だ、という方がおられたら連絡ください。写
真をお渡ししますから。
）大勢の方から、お礼のメールや手
紙をいただきました。
「思い」って、伝わるもんだな、と思
いました。送り物をいただいた方もいます。もちろん、手紙
をいただいた方には、一人一人、お礼状を出させていただき
ました。メールアドレスがわかっている場合は、メールでお
↑私がいろいろ、考えて、考えて、企画を練った、支部会コンペ
ティションの会場です。終わってからの記念写真です。最後のセ
ただきました。
さすがに、
この作業には１週間かかりました。 ッションなので、帰られた審査員の先生もおられますが、いい写
真ですよね。真ん中の清水拓也先生が最優秀だったとのことです。
疲れ目、耳鳴り、めまい、肩凝り、腰痛、大変でしたが、こ
この楯、いいでしょう？大きさは違いますが、最優秀の楯より少
れをやってしまわないと、
私が考える学術集会は終わらない、 し小さめのものを、発表していただいた 9 人にもお渡ししました。
私も欲しかったなあ、そんな感じ。自分用の楯を作ればよかった。
と思いまして。でも、もう復活しましたので。問題ありませ

礼状とさせていただきましたが。
いい意味の交流をさせてい

ん。次の仕事にとりかかっております。

↑拡大プログラム委員会で挨拶していただいた、大阪大学第一外
科の歴代教授と先輩です。松田前教授のにこやかな顔（無礼講だ
から、今日は、阪大第一外科、と連呼してもいいな、と言いなが
ら・・・）、川島先生の心にしみるお言葉（私は感動しました）、
同級生で、すっかり偉くなった澤教授の暖かい挨拶の言葉、突然
お願いして挨拶していただいた坂本先生の盛り上げていただいた
お話、いつもよりも格段緊張しておられた根津先生、本当にあり
がとうございました。

↑大阪大学第一外科の三代教授を囲んでの写真です。でも、後ろ
は、私以外は小児外科の方々なんですよね。でも、全員、もとも
とは第一外科の出身なんですよ。え？岡田正先生が小児外科教授
として独立したのは、確か、昭和 58 年だから・・・。でも、最初
は第一外科として研修を始めたはずだから、みんな、同門のはず
です。私の左の川原先生は、同級生です。漢方のセッションの司
会を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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↑大阪大学第一外科関連の方々のスナップ写真です。偉い方ばか
りです。上は、松田先生とダドリック先生、その右は米倉先生（近
畿大学奈良病院の小児外科教授）と川島先生、下は、左から JCHO
大阪病院病院長の山崎先生、東大宮総合病院院長の坂本先生、千
春会病院会長の上池先生、大阪大学消化器外科の森教授、大阪大
学統合医療学の伊藤教授、です。

↑『ためになる講演』をしていただいた、今、旬の講師の方々。
上の女性陣の写真が大きいのは、別に、意図したわけではありま
せん。下の 3 人は、手振りをして講演しておられて、その手まで
出すと、横幅が広くなるのです。だから、こういう構成になった
のです。本当、『ためになる講演』でした。

↑私は、忙しくて、『ためになる講演』を聞くことができません
でした。ビデオ撮影をしていますので、これから、ゆっくり聞か
せていただきます。全部聞くと、13 時間もかかるのですよ。でも、
ためになりますからね。

↑プロのカメラマンが撮影した写真の中でも、スナップ写真とし
て、『いい写真』を集めてみました。もちろん、これらの写真は、
ご本人に送りましたよ。中村先生と大熊先生の自然な表情がいい
です。増田先生は、奥さんに『あんな笑顔を見たことが無い！』
と言われたそうです。林くんの笑顔もすばらしい。谷村先生と瀧
藤先生は、いい師弟関係であることがわかりますよね。確かに、
『いい写真』でしょう？

↑坂本先生と岡村先生は、いろんな意味で『悪友』だそうです。
加藤先生の自然な表情がすばらしい。倉本先生と山中先生は、何
を話している？小川嘉誉先生と斎藤洋一先生は、お元気です。
『い
い写真』でしょう？斎藤先生からは丁寧なお葉書をいただきまし
い写真』でしょう？斎藤先生からは丁寧な
た。

↑情報交換会は、何もイベントを考えていなくて、突然、思いつ
きで、プチゴーフルをプレゼントしようと思ったのです。教授時
代はむちゃ怖かった川島先生の、このうれしそうな、にこやかな
顔、私がうれしい。根津先生は、なかなか名前が呼ばれなくて、
もう呼ばれないのではないかと心配しておられたそうですが、ご
満悦。小児外科の 3 人は、教授と並んで幸せそうです。いい記念
になってくれた、ロゴマーク入りプチゴーフル。ダドリック先生
も喜んで、これは、A.S.P.E.N.でも、真似したらいいのに、と言
でも、真似したらいいのに、と言
っておられたそうです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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2 月 20 日には、同じ神戸の国際展示場で日本環境感染学会がありました。昨年、学会員になりましたので参加してきま
した。もちろん JSPEN のほうが参加者も多かったのですけど、開会式の会場なんて、がらがらでした。それが日本の学術
集会なのでしょう。教育講演を聞き、一般演題に一つ質問をして、ポスター会場を眺めてから、なんとなく、会場を離れ
て神戸観光をしてきました。初めて、カワサキワールドへ行き、北野の異人館へ行ってきました。高いところにあるので
すね、異人館って。夕方は、久しぶりに川崎病院の部下達と焼肉パーティ。川崎病院の近くの駅で降りたのは、2 年ぶり
に近かったのですが、道は、覚えていました。
2 月 24 日には、大阪国際会議場で、大阪大学の次世代内視鏡治療学共同研究部門の中島教授が開催する、
「厚生労働省
補助金事業：国産医療機器創出促進基盤整備等事業 平成 26 年度交流シンポジウム」が開催され、参加してきました。い
わゆる医療機器に関連する企業の方々が、阪大病院で実習をして（手術室の見学などを含める）
、その経験を医療機器開発
につなげよう、というプロジェクトの発表会でした。
「手術中、なぜ、長時間立ったままなの？快適な椅子を開発して座れ
るようにすればいいじゃない」、「なぜ、部屋全体を清潔に
しなければならないの？限定した清潔な部分を作ればいい
じゃない」、「なぜ、月に人類が行ける時代に、縫うなんて
操作をしなければならないの？もっといい自動縫合機を開
発すればいいじゃない」など、新鮮な意見がたくさん聞か
れました。後半は、インドから招いた Misra 教授と、実際
に医療機器を開発している Bhattacharjee 教授の講演。興
味深いものがありました。ほとんど、中島教授の独壇場で
した。確かに、大阪大学はインドとの医療機器共同開発を
進めているのです。昨年 9 月に、大阪大学とインドのモデ
ィ首相の間で覚書が交わされているのです。中島教授はイ
ンドへ行かれて、首相とも話し合いをしています。私にも
行かないか、と誘ってくれているのですが、私は、日本の
温泉の方がいい、とお断りしています。

↑環境感染学会の際、会場を抜け出して出かけた観光です。神戸
の、北野の異人館です。風見鶏とうろこの家、一番有名な建物の
写真です。一度は行ってもいいのではないかと思います。神戸の
病院に 8 年も勤務したのに、その間には行くことはなくて、今回、
初めて観光しました。ま、そんなものなんでしょうね。

↑大阪大学次世代内視鏡治療学主催の、『国産医療機器創出促進
基盤整備等事業 平成 26 年度交流シンポジウム』の講演。右は中
島教授ですが、左からインドの Misra 教授、Bhattacharjee 教授
です。二人ともインド人らしい英語で、私には理解しにくかった
のですが、中島教授の通訳がすばらしかったのです。本当、独り
舞台でしたよ。すばらしい。インドに行く？私は、やっぱり、日
本の温泉でいいです。北海道の温泉がいいかな？東北もいいし、
北陸もいいし・・・そうそう、草津温泉に行きたいです。

↑JSPEN の翌週に同じ神戸の国際展示場で開催された、環境感染
学会のメイン会場です。会長の荒川先生の会長講演の時の写真で
す。ガラガラです。でも、ま、そんなものかもしれません。私の
開会の挨拶の時だって、私は会場を見ることができませんでした
が、ガラガラだったようです。東北大学の賀来先生の教育講演は
すばらしかった。感染対策の基本は教育であることを強調されま
した。そうなんですよ、臨床栄養の領域だって、教育なんです、
基本は。しかも、それは、正しいことを伝える教育です。噂で成
り立った臨床栄養ではないのです。

↑阪神大震災からちょうど 20 年。北野の異人館街からの帰り道で
みつけた時計、三宮の中央公園でみつけた時計。阪神大震災の時
に止まったままだそうです。あれから 20 年か、という感じ。私は、
大阪府立病院の 11 階の仮眠室で寝ていたのです。

↑神戸は、日本マラソン発祥の地、なのです。この記念碑を探す
のに、歩き回りました。1909 年 3 月 21 日に、日本で最初にマラ
ソンが行われたのだそうです。この AM11:30 という記載は、スタ
ート時刻なんでしょうね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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そんなに忙しいのに、2 月 28 日には愛媛へ帰省。お墓掃除をしてきました。愛媛県西宇和郡伊方町は、私の故郷ですが、
青色発色ダイオードの発明でノーベル賞を受賞した中村修二さんは、伊方町の出身。既に、
『中村修二博士生誕の地』の記
念碑ができていました。りっぱな、写真入りの記念碑です。もちろん、写真を撮りました。
3 月は、2 日に私の所属している大阪大学臨床医工学融合研究教育センター（MEI センター）の 10 周年記念式典があり
ました。シンポジウムと祝賀会がありました。特別講演はスパコン”京”の柳田敏雄大阪大学大学院生命機能研究科特任
教授と再生医療の岡野光夫東京女子医科大学先端生命医科学研究所教授。むずかしい話でしたが、すごいことをしている
んだな、ということがわかりました。頭の構造が違うんだな、という感じ。私が所属するこの MEI センターは、4 月から
『大阪大学国際医工情報センター』に名前が変わります。私の紹介がちょっとやりやすくなりますのね。名刺も作り直さ
なくてはなりません。
『MEI キュービックセンター』というのが新しい愛称です。よろしくお願いします。
3 日は、埼玉県病院薬剤師会で講演。川越まで行きましたが、結構、遠いですね。山手線で池袋へ行き、そこから東武
東上線で川越まで。急行？準急？快速？どれに乗ったらいいのか、わからなかったので、ホームに止まっていた快速に乗
ったら、なんとか、無事到着。立ちっぱなしでした（関東の私鉄の標識案内には、『今度』『次』というのがあるらしいで
すね。大阪は『先発』『次発』
『次々発』なのですが、『今度』と『次』はどっちが先に出発するのでしょうか？）。またま
た、好き勝手なことをしゃべってきました。タイトルは『中心静脈栄養－期待しています、薬剤師さん－』だったのです。
しかし、冒頭に『期待しています、ということは、今はあまりがんばっていないのではないですか？という意味なんです
が・・・』などという過激な発言をしてしまいました。嫌われている？ま、いいんです。ちゃんと本音でしゃべって、い
やがられたり嫌われたししても、もう、いいのですよ。こういう立場の人間も必要でしょう？しかし、4 月にも埼玉へ行
くのです。しかも、対象は薬剤師。どうしよう、同じネタではしゃべれないし・・・。翌日は東京へ戻ってジェフへ。学
術集会の総括のためです。録画しておいたビデオを見たり、いろいろ、片付け。なんとか、無事終わったな、という感じ
でした。
4 日の午後からは、長岡京市にある千春会病院へ講演に行きました。先輩の上池先生にお招きいただいて、栄養管理の

↑愛媛県西宇和郡伊方町に創られた、
『ノーベル物理学賞受賞 中
村修二博士生誕の地』の記念碑です。まだ生きているのに・・・。
私と同い年で、高校は隣、です。でも、知りません。しかし、す
ごいですよね。世界中の、電球がこれに変わるんですから。ま、
私は、栄養障害で苦しむ方の数をできるだけ少なくしたい、そう
いう地道な活動を続けます。ノーベル賞？賞なんて、もらったこ
とはないかな？そういえば、大阪大学第一外科の『小澤賞』とい
うのはもらいました。

↑千春会病院の講演会後に記念写真を撮りました。緊張の面持ち
ですが、私はリラックス。私の左が上池先生で、右が理事長、そ
の右が院長です。いい雰囲気で講演させていただきました。あり
がとうございます。

↑大阪大学 MEI センター10 周年記念シンポジウムで、澤医学部長
と平野総長です。MEI センターは、4 月１日から名称が変わり、
『大
阪大学国際医工情報センター』となります。これまで、私の紹介
をしてくださる時、『おおさかだいがくりんしょういこうがくゆ
うごうけんきゅうきょういくせんたーえいようディバイスみらい
いこうがくきょうどうけんきゅうぶもんとくにんきょうじゅのい
のうえよしふみせんせいです』という長い紹介で、ご迷惑をおか
けしましたが、少し、短くなります。『メイキュービック』と略
していただいて結構ですよ。

↑千春会病院の前で、上池先生と記念写真。上池先生の丁度後ろ
に、『長岡京発見の地』の記念碑があります。病院のすぐ前に、
こんな重要な記念碑がある？すごい所に病院が立っているんです
ね。長岡京市の阪急電車の駅と JR 駅の中間に位置するようです。
私は JR 長岡京市駅から歩きました。3 分ほどでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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重要性について、またまた、好き勝手なことをしゃべってきました。その後は、千春会の老健施設などを見学しましたが、
すごいですね、設備が。急性期病院ばかりで勤務してきた者にとっては、ある意味、別世界です。でも、これが日本の医
療の現状だということを教えていただきました。この千春会病院の入口には、
『長岡京』の記念碑がありました。
その土曜日は金沢で『金沢大学漢方医学科・金沢漢方医学研究会のがんと栄養講演会』で『がんと栄養』というタイト
ルでの講演。2 時間の講演でした。金沢は北陸新幹線開通で大賑わい。兼六園へ入ろうと思ったのですが、雨。タクシー
で兼六園へ来る途中に前田利家の銅像を見つけたので、それを見ようとウロウロ。案内板を見ながら歩いたのですが、案
内板に書かれていた『現在地』の印が示す位置が間違っていることを発見。講演でこの件についてしゃべったら、金沢大
学の小川先生が、金沢市長にメールを送り、迅速に対応します、という返事をもらったとのことです。4 月にも、日本泌
尿器科学会で金沢に行くのですが、その時までに直っているかな？という感じ。講演前に、金沢城公園の中から、尾崎神
社、長町武家屋敷跡、室生犀星記念館、犀川のほとり、金沢駅と、歩き回りまして、講演の時は疲れきっていたのです。
講演は、曺先生と一緒でした。小児の栄養管理が講演内容で、小児がんの話をしておられました。栗山先生、杉田先生、
金沢大学の尾山先生、小川先生ご夫妻、そして曺先生との会食は、非常に楽しいものでした。金沢大学の NST は、現在は
尾山先生が中心となっておられるとのことです。翌日は、名古屋へ。杉本在宅医療クリニックの在宅医療セミナーでの講
演のためです。CV ポートの管理などについて、2 時間以上、しゃべりました。それにしても、杉本先生は、本当によくや
っておられるな、と思いました。熱意がある、それだけでなく、きちんとした管理をしておられます。私の講演後の実習
も、本気でしたね。参加者も熱心で、いいセミナーだったと思いました。いろいろ輸液ライン関連の器具を用いて実習し
ていましたが、その器具は、杉本先生が自費で購入されている、ということでした。すばらしい！また、呼んでください。
名古屋って、すぐですからね。
3 月 14 日の土曜日は、関西注射剤実践懇話会での講演。薬剤師さんの会でした。またまた、勝手なことをしゃべってき
ました。本当、なんか、歯止めがきかなくなったかの如く、勝手なことをしゃべっています。でも、実は、私がしゃべっ
ていることは正しいことなのです。みんな、実は、そう思っているはずです。この臨床栄養の領域、現状ではダメなんで
すよね、それを、ズバッと指摘する、だから、嫌がられるのです。でも、もはや、甘いことを言って、楽しいんだよね、
この領域、という軽い感じではダメなんですよ。もっと、厳しく、学術活動をやらないといけないと思います。
ということで、今回は、いつもの調子に戻って？雑談です。ためになる「栄養管理講座」とは言えないかも・・・。

↑北陸新幹線開通直前に完成した、金沢城公園内にある玉泉院丸庭園。開
園の記念式典が行われたとのことです。まだ、芝生が緑ではないので、ち
ょっと寂しい感じはしましたが。

↑私が発見した、案内板の、『現在地』が示す位置の間違い。鯉喉櫓台石
垣の所にあった案内板の現在地が、前田利家公の像の近くになっていまし
た。これは、明らかに間違いです。金沢市長、すぐに対応してくれている
のでしょうか。4 月に泌尿器科学会のシンポジウムに発表に行くのですが、
楽しみが増えました。間違いが直っていたら、報告します。

↑私の前に講演した曺英樹先生と、その後の懇親会の写真です。小川先生、
栗山先生、杉田先生、尾山先生、曺先生です。栗山先生、杉田先生、突然
誘ってすみませんでしたね。杉田くんは車で来ていたので、アルコールフ
リービールを飲んでおられました。七尾まで無事帰られました？他の方は、
全員、金沢の銘酒を味わっておられました。栗山先生は電車で帰られたの
で、大丈夫でしょう。私？いつものように『お茶』です。消化器病学会の
理事長をしておられた故藤原先生に、人生の楽しみの半分を失っているな、
と言われたことがあるのですが、ま、仕方ないです。人生の楽しみが、も
ともと、他の人の半分しかないのだと思っていたら、それはそれで楽しい
でしょうから。

↑ 名古屋、杉本在宅医療クリニックの杉本先生の講演中。自分の経験を熱
く語っておられました。本当、熱く、在宅医療を推進しておられます。そ
こに、きちんとした学術的知識がありますから、すばらしい。経験だけで
臨床栄養をやってはダメですよね。学問、学術がなければ、浮ついた栄養
管理になってしまいます。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：どうだ、学術集会が終わって、気が抜けてボー
小越先生

小越先生：前回の写真だろう？非常にうれしいそうな表情
小越先生

っとしているんじゃないか？

の写真ばかりだったな。

ゼン先生：そういう性格だったら楽なんですが、そうでも
ゼン先生

ゼン先生：でしょう？写っておられる方、全員に写真を渡
ゼン先生

ないんですよ。忙しくしています。

したかったんですが、どなたの写真か、わからないでしょ

小越先生：そうか。本当は、その方がいいんだよ。忙しく
小越先生

う。

しているほうが、気がぬけて、ボーっとして、体調を崩し

小越先生：そうだな。いくら君が会長でも、情報交換会に
小越先生

たりしたら困るからな。

来ている 500 人以上を知っているわけはないものな。

ゼン先生：それどころか、忙しくて体調を崩しそうでした。

ゼン先生：そりゃそうですよ。
でもね、写真を拡大すると、
ゼン先生

小越先生：講演で忙しくて、というところか？
小越先生

名札の名前が読める人がいたんですよ。

ゼン先生：確かに、あちこち飛び回りはしましたけど。そ
ゼン先生

小越先生：ほほお、名札を読んだのか。
小越先生

れは、慣れてますから、問題ありません。それより、写真

ゼン先生：はい。名前がわかれば、情報交換会のリストに
ゼン先生

の整理で疲れました。

所属施設名が出ていますから、その施設の住所を調べて、

小越先生：そうか、写真なあ。確かに、プロのカメラマン
小越先生

そこへプリントした写真を送りました。

に、たくさんの記念写真を撮らせたんだろう？

小越先生：へええ、やるな。でも、大変だな。
小越先生

ゼン先生：そうなんですよ。ものすごくいいカメラで、プ
ゼン先生

ゼン先生：はい。でも、せっかく神戸での学術集会に参加
ゼン先生

ロのカメラマンが撮影しているんですから、すごくいい写

してくれて、情報交換会にも参加してくれたんですからね。

真です。

写真も撮っているんだから、お渡ししたいでしょう？

小越先生：プロのカメラマンに撮ってもらうなんて、めっ
小越先生

小越先生：そりゃあ喜んだだろう。
小越先生

たにないだろう。

ゼン先生：そうですね。
何人かからは、お礼状が来ました。
ゼン先生

ゼン先生：そうだと思いますよ。
盛岡の加藤先生からは「今
ゼン先生

もちろん、その方々には、お礼状に対するお礼状を出しま

回の写真の様にきれいに映っている学会中の写真は初め

したよ。葉書ですけどね。

てです。
」というメールをいただきましたし、奈良の松末

小越先生：そこまでやったら、君も、もう満足だろう？
小越先生

先生からも「写真の内、最初数枚の精緻さに驚きました。

ゼン先生：とにかく、自分にできることはすべてやろう、
ゼン先生

これはプロの写真ですね。カメラもさることながらレンズ

と思いましたので、これで、すっきりしました。

が素晴らしいのでしょう。勿論技術的にもプロの仕事だと

小越先生：そうか、よかった、よかった。学術集会自体、
小越先生

感服しました。
」と言っていただきました。

評判はよかったんだろう？

小越先生：結婚式以来のいい写真だ、なんていうメールは
小越先生

ゼン先生：ここが悪かった、という指摘はありませんでし
ゼン先生

なかったか？

たね。概ね、良好だった、と思っています。

ゼン先生：それはありませんでしたが、そうかもしれませ
ゼン先生

小越先生：それでいいんじゃないか。
小越先生

んね。写真の枚数が半端じゃなくて、シンポジウムの司会、

ゼン先生：でも、問題点が浮き彫りになったな、と思うこ
ゼン先生

講演の講師や司会、などなど、数えたら 3850 枚もありま

ともありました。

したが、それを、全部、一人一人、仕分けして、お礼状と

小越先生：そうか。2 日目の午後の会場がガラガラだった、

一緒に送りました。

ということか？

小越先生：なに？3850
枚？
小越先生

ゼン先生：それも一つですね。ちゃんと、各会場の参加者
ゼン先生

ゼン先生：それを数えるのも大変でしたけど。でも、こん
ゼン先生

数は数えてもらっていたんですよ。

だけがんばったら、その枚数も知りたいでしょう？当然で

小越先生：へええ、そうなのか。
小越先生

すが、送るのも大変でした。

ゼン先生：はい。講演、シンポジウム、口演、すべて、そ
ゼン先生

小越先生：そうだろうな。でも、喜んでくれたんじゃない
小越先生

のセッションの時、どのくらいの人が会場に入っていたの

か？いや、きっと喜んでくれているよ。

か、調べています。調べてみると、ちょっと寂しい結果で

ゼン先生：そうですよね。大勢の方からお礼のメールやら
ゼン先生

したね。

手紙をいただきました。

小越先生：やっぱり、ガラガラの会場があったから、とい
小越先生

小越先生：そうだよ、それは当然だよ。お礼の返事がない
小越先生

うことか？

人もいるのか？

ゼン先生：そうですね。
確かに、同時中継会場はよかった、
ゼン先生

ゼン先生：そりゃあ、いるでしょう。お忙しいのだと思い
ゼン先生

という評価なんだから、そこで聞いた人が多いんだと思い

ますし、それを期待しているわけでもないですから、いい

ますよ。でも、実際に発表している会場がガラガラなんで

んです。

すよ。

小越先生：俺なら、絶対にお礼のメールをするけどな。手
小越先生

小越先生：ううん、
それは、どう考えたらいいんだろうね。
小越先生

紙でお礼状を送るかもしれない。メールだったら、ありが

ゼン先生：会場は、100
人くらいが入る小さな部屋をたく
ゼン先生

とう、ですむけど、それもない人もいるのか？

さん作って、中継会場をもっともっと広くして、そっちに

ゼン先生：ま、それは、それでいいんです。それより、情
ゼン先生

大勢が入れるようにしたらいいんでしょうね。

報交換会でゴーフルをプレゼントしたでしょう？

小越先生：そっちの方が喜ばれるのか？
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：かもしれませんね。
ゼン先生

にして、それが正しいかどうかなんて考えない。そんな雰

小越先生：それだったら、会場に来なくていい、家で、テ
小越先生

囲気になってしまっているんじゃないでしょうか。

レビでチャンネルを変えたら見ることができるようにし

小越先生：そうすると、声の大きいやつ、講演のうまいや
小越先生

たらいいんじゃないか？

つ、そいつの言うことが世の中に広まるということか？

ゼン先生：先生、究極の選択を言ってしまいましたね。
ゼン先生

ゼン先生：そうかもしれません。原著論文を読まなくなっ
ゼン先生

小越先生：究極の選択？かもな。これだけ通信技術が発達
小越先生

ているように思いますよ、この領域。

しているんだからな。それは、可能だろう？

小越先生：原著論文か。総説ばかり読んでいるということ
小越先生

ゼン先生：もちろん、可能です。でも、それは、やっては
ゼン先生

だな。

いけないんだと思います。

ゼン先生：総説というとかっこいいんですが、そうじゃな
ゼン先生

小越先生：学術集会を開催する意味がなくなるからな。
小越先生

くて、雑誌などの、いわゆる依頼原稿ですよ。

ゼン先生：そうですよ。学術集会って、議論するためのも
ゼン先生

小越先生：確かに、ここんとこ、軽い原稿が多すぎるな。
小越先生

のですよね。

俺もそれは感じていたよ。

小越先生：そうだよ。発表して、質問が出て、それに対し
小越先生

ゼン先生：でしょう？その原稿には、エビデンスも何もな
ゼン先生

て答えて、自分の発表の問題点を考えて、また、新しい視

いんです。結局、誰かが書いた原稿を参考にして、なんと

点で研究を続けるとか、そういう意味だよ。

か、問題がない、という程度の原稿を書いて、原稿料をも

ゼン先生：そうなんですが、
ちょっと、この学術集会では、
ゼン先生

らって、業績がふえた、そう喜んでいる連中が多くなりす

そこまでのことはできなかったように思います。

ぎましたね。

小越先生：結構、議論もあったんじゃないか？
小越先生

小越先生：確かに、そうかもしれんな。
小越先生

ゼン先生：セッションによりますよね。
ゼン先生

ゼン先生：いろんな出版社が、この領域に関連した本や雑
ゼン先生

小越先生：まあな。テーマにもよるし、というところか。
小越先生

誌を出版していますが、みなさん、買っても、読んでるん

ゼン先生：問題は、参加者は１万人を超えましたが、ちゃ
ゼン先生

でしょうか。なんか、いろいろ原稿を書こうと思って調べ

んと、そのテーマについて議論できる人が、１万人のうち

ても、この領域、そういう特集の記載で正しい、これは信

の何人なんだろう、ということですよね。

頼できる、なんていうものがほとんどなくなっている、そ

小越先生：議論できる人の数か。
小越先生

んな気がします。参考にならないというか、本当か？誰が

ゼン先生：そうです。私、司会の方々に、質問をしっかり
ゼン先生

言った？そう思ってしまうような内容ばかりになってい

引き出すような司会をしてくれ、とお願いの手紙を出しま

るように思いましてね。

した。

小越先生：だから、学問ではなくなっている、と言いたい
小越先生

小越先生：うん、知ってるよ。
小越先生

のか。

ゼン先生：でも、司会の何人かに、あとから聞いたんです
ゼン先生

ゼン先生：静脈経腸栄養だって、もう、いい加減、特集み
ゼン先生

が、特に口演は、ほとんど質問はなかったそうです。司会

たいなのはやめてもいいかもしれませんね。私が投稿した

が、司会者自身が、質問をして時間を使った、ということ

原著論文なんて、アクセプトされてから掲載まで１年近く

です。

かかりますからね。

小越先生：質問なあ。確かに、何百人といる会場で、立ち
小越先生

小越先生：１年？それは長すぎる。データも古くなってし
小越先生

上がって質問するって、むずかしいかもな。

まうよ。

ゼン先生：そうなんですよね。そこが実は問題なんですよ。

ゼン先生：まあ、いろいろ事情はあるんでしょうけどね。
ゼン先生

大勢の中で質問するのがむずかしいのか、質問できるほど

小越先生：原著論文の数が少なかったから、
特集を組んで、
小越先生

発表に対する理解ができていないのか。

雑誌としての体裁を整えようとしたんだろう？

小越先生：理解度、そうきたか？
小越先生

ゼン先生：でしょうね。でも、そろそろ転機ではないでし
ゼン先生

ゼン先生：ま、一番重要なポイントですよね。
ゼン先生

ょうか。学術雑誌としての活動を始めないといけないんじ

小越先生：重要といえば重要だな。
小越先生

ゃないでしょうか。

ゼン先生：またまた叱られるかもしれませんが、やはり、
ゼン先生

小越先生
小越先生：そうかもしれんな。

学術レベルに問題があるのかもしれません。謙虚に、そこ

ゼン先生：しかし、私は、常々言っているんですが、JSPEN
ゼン先生

を考えるべきなんでしょうね。

のリーダー達が、どれだけ原著論文を書いているのか、と

小越先生：むずかしい問題だ。
小越先生

いうことが問題だと思うんですよね。

ゼン先生：いやあ、最近、そういうことをいろいろ考えて
ゼン先生

小越先生：なるほど、理事、代議員、評議員、という意味
小越先生

いるんですよ。この臨床栄養の領域、学問がなくなってき

だな。

ているんじゃないか、なんて。

ゼン先生：そうです。一度、学会誌に、どれだけの数、原
ゼン先生

小越先生：学問？
小越先生

著論文を書いているのか、調査してみると面白いかもしれ

ゼン先生：そうです。学問です。ちゃんと臨床栄養につい
ゼン先生

ません。

て勉強している人が少ないんじゃないか。人の話を鵜呑み

小越先生：それは問題発言かもしれないぞ。
小越先生
ゼン先生：問題提起ですよ、先生。
ゼン先生
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：昔、外科代謝栄養学会の理事会の雰囲気が暗い
小越先生

ゼン先生：患者さん達だけではないでしょうね。そのまわ
ゼン先生

って、
『みな栄養』に書いて、岡田先生に叱られたんじゃ

りの方々もですよ。先生、NST の弊害として、NST のレベ

なかったかな？

ルが下がると、院内全体の栄養管理レベルが下がる、とい

ゼン先生：そういうこともありましたけど、それほど、大
ゼン先生

うのは有名な問題ですよね。

きな問題ではないですよ。それより、本当に考えておくべ

小越先生：そうだよ。NST
が活動すると、院内が NST に栄
小越先生

きなのは、理事、代議員、評議員って、何のため？学術レ

養管理をまかせる、その NST のレベルが低いと、院内全体

ベルを上げることができる人の集まりなんでしょう？と

の栄養管理レベルが下がる、これは、もう何十年も前に議

いうことですよ。

論されたことだよ。
だから NST はがんばらないといけない、

小越先生：確かに、理想はな。
小越先生

ということだよ。

ゼン先生：査読だって、問題がありますよ。本当に査読で
ゼン先生

ゼン先生：でも、今の
NST 加算を得るためには、栄養管理
ゼン先生

きるレベルの人が査読委員になっているのか、これも結構

レベルよりも、加算を得るための患者さんの数が問題にな

重要な問題だと思いますよ。

っていますよ。そうすると、栄養管理レベルは下がっても

小越先生：これも問題発言だぞ。
小越先生

いい、ということになりませんか？

ゼン先生：いいじゃないですか、先生。本当のことなんで
ゼン先生

小越先生：なるな、確かに。
小越先生

すから。それに、実は、そこが一番大事な問題だと思いま

ゼン先生：そうすると、日本の栄養管理レベルは下がりつ
ゼン先生

すよ。

つある、ということになる、でしょう？

小越先生：確かにな、そういうことを考えながら、君は活
小越先生

小越先生：確かに、そうかもしれないけど・・・。そした
小越先生

動している、ということを言いたいんだ。

ら、どうするつもりなんだ？君は。

ゼン先生：そうです。地道に、本当に正しいことは何か、
ゼン先生

ゼン先生：本気で学術的活動をする連中と、地道な活動を
ゼン先生

それを求めるのは、やはり、学問ですからね。誰かが言っ

続ける、それしかないな、って思ってます。浮ついた活動

てたから、そういう伝言ゲームみたいなことをやっている

ではなく、そういうつもりです。

と、間違った栄養管理がはびこるようになってしまいます

小越先生：なるほど、原点に戻る、ということだな。
小越先生

から。そこを考えないと、この領域はダメになります。

ゼン先生：そうですね。実は、そこが大事なんじゃないか
ゼン先生

小越先生：そうして、そこで被害を被るのは患者さんたち
小越先生

な、この学術集会を終えて、そんなことを考えています。

だ、ということだな。

【今回のまとめ】
1. 2015 JSPEN in 神戸、お礼状を送り、3850
神戸、お礼状を送り、3850 枚の写真を整理して、なんとか、無事終わったな、
そんな感じです。
2. 終わってみると、心の中にぽっかりと穴が空いたような気もしますが、自分なりにがんばった、
という思いはありますので、それで十分です。
3. 既に、新たな歩みを開始しています。まずは、第 2 回血管内留置カテーテル管理研究会です。
JANJAN-VIC の学術集会を成功させたいので、ご協力、お願いします。徹底的に議論できるような
場を提供するべく、準備中です。4
場を提供するべく、準備中です。4 月 11 日、大阪大学銀杏会館へお越しください。
4. 事前登録をお願いします。『
事前登録をお願いします。『http:/
http://janvic.org
http://janvic.org』にアクセスしてください。カテーテル管理
/janvic.org』にアクセスしてください。カテーテル管理
についての専門家が集まる会です。
5. 学問がなくなりつつある臨床栄養の領域、やはり、地道に学術活動を続けなければなりません。
そんなことを考えている方々、仲間になりましょうや。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

