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『経腸栄養の時に使うのは水道水で白湯ではない。
水道水をタップ水と呼ぶようにしましょう』
梅雨が明けて、暑い熱い夏になりました。しかし、昨年
よりは暑さはましなのだとのこと。昨年の今頃はずっと
35℃を超えていたようです。クールビズと称して、上着を
着ること、ネクタイをすることから解放されていますが、
でも、がんばってスーツを着ている方もおられます。偉い
なあ、と思います。企業の方は仕方ない部分もあるのでし
ょうが、学会は、完全にクールビズにしようと宣言したほ
うがいいのではないかと思います。省エネになりますから。
戦後の開襟シャツと扇子／団扇と麦わら帽子がもっと流行
ってもいいのかもしれませんね。かりゆしルックがいいで
すよ。
6 月末には鹿児島へ。油田先生のピクルスの会で講演し

↑第 15 回ピクルスの会の油田先生の挨拶です。かなり気合の入っ
た挨拶でした。特別講演Ⅰは雨海先生の『超高齢者』について。
特別講演Ⅱはそれに対して『栄養管理が必要なのは高齢者だけで
はない』でした。

てきました。ちょうど G20 で大阪市内は交通規制があった
ので、私は新神戸駅から新幹線で鹿児島へ向かいました。
その日は鹿児島で豪雨。
「みずほ」に乗ったとたん、豪雨の
ために川内駅と鹿児島中央駅の間で九州新幹線は不通、と
の表示。4 時間もかかるから鹿児島に着くころには開通し
ているだろうと思って気楽に待っていたら、予想どおり、
九州新幹線は再開通して予定時刻に到着。すぐにレンタカ
ーを借りて、豪雨だった「いちき串木野市」へ向かいまし
た。途中で豪雨の影響の交通渋滞がありましたが、無事、
目的地の「薩摩藩英国留学生記念館」に到着。建物はなか
なかしゃれた形をしていたし、中身も充実していましたが、
閑散としていました。一人だったので、タイマーで写真を
撮ったりしました。それからどこへ行く？鹿児島県内はあ
ちこち行っているのですが、鑑真がたどりついたという坊

↑雨海、井上の対談？公開対談です。といっても、雨海先生に誘
導されての話だったような感じで、うまくしゃべらされたのかも
しれません。この内容は医歯薬出版の臨床栄養に掲載されるとの
ことです。しかし、オフレコだという内容もかなりあったようで
す。会場は城山観光ホテルの豪華な部屋で、参加者は 500 人でし
た。すごい！

津へ行こうと決めて、ひたすらドライブ。1 車線なので遅
い軽自動車やトラックにイライラしながら、でも、坊津へ到着。なかなかきれいなところでした。しかし、鑑真記念館は
ちょっと場所が違っていたので行くことができませんでした。それからどこへ行く？せっかく来たのだから開聞岳を見た
い、と思いながらドライブ。結局、頂上付近は雲で隠れていました。それから海岸線を走って鹿児島市内へ。しかし、鹿
児島市内は渋滞で、レンタカー返却時刻に 30 分以上遅れてしまいました。それにしても鹿児島市内の交通渋滞はひどい。

↑ずっと雨でした。桜島は全然見えませんでした。右上は鹿児島
中央駅にある観覧車です。この後、豪雨で大変だったのです。心
配しましたが、それほど大きな被害は出なかったとのことです。

↑ピクルスの会の懇親会です。家族からの花束贈呈、沖縄の友人
の民族舞踊もありました。ニュートリーの川口社長がこの会の運
営にそうとう貢献したのだそうです。いい会でした。私はピクル
スの会での講演は 2 回目でした。1 回目もいい思い出の鹿児島で
したし、今回も思い出の鹿児島になりました。油田先生、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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レンタカーの営業所へ油田さんに迎えに来ていただき、食事会へ。薩摩のブタシャブ。どれだけ食べたか？という感じ。
全然胃に負担がかからない、そんな感じで食べ過ぎました。結局、走行距離は約 200km でした。第 15 回ピクルスの会は、
一応、最終回だとのこと。城山観光ホテルが会場で、参加者数は約 500 名。展示会場も盛況でした。雨海先生の講演に続
いて私が講演。その後、災害時の食事、管理栄養士さん達のさまざまな活動報告の後、雨海先生と私の対談。対談の内容
は、医歯薬出版の「臨床栄養」に取り上げていただくとのこ
とです。城山観光ホテルに宿泊させていただきましたので、
展望露天温泉「さつま乃湯」に 4 回も入りましたが、雨のた
め桜島は全く見えませんでした。その後の鹿児島、宮崎の豪
雨は御存じのとおりで、昨年の岡山や愛媛ほどの被害が出な
くてよかったな、と思っています。
7 月始めは、Medical Nutritionist セミナーのスライドの
締切のために大忙し。9 時間分の講演のスライドを一応、形
にしておかないといけなかったので、ずっとパソコンに向か
っていました。11 日には運転免許の更新に。小さな違反を 2
回以上犯しているので、2 時間の講習を受け、次回更新は 3
年後。小さな違反とは、スピード違反と一時停止違反。こん
な善良なドライバーを捕まえるか？もっとひどい運転をし
ている輩を捕まえなさいよ、そう強く強く思いましたが、ど

↑7 月 9 日には、千里阪急ホテルのプールサイドビアガーデンで
メイセンターのパーティがありました。
坂田センター長を中心に
なかなか楽しいパーティでした。
ビアガーデンなのに締めのカレ
ーライスが意外とうまかったのです。阪大病院病院長の木村先生
も来ていただき、いろいろ話を聞かせていただきました。

うしようもありません。14 日には第 1 回在宅医療連合学会
へ。ポスターセッションの座長を仰せつかったので参加しま
した。でも、栄養管理に関するセッションはほとんどなく、
私が参加しても意味はない学会になったな、という感じ。ポ
スターセッションは「在宅医療の質を評価する指標」でした。
まったくの専門外の領域で、名古屋の杉本先生に助けていた
だきながら、なんとか座長としての役目を果たした、そんな
感じでした。ポスターセッションの開始時刻まで、管理栄養
士の林さん、川島さんといろいろ話して過ごしました。いろ
いろ、教えていただきました。
19 日には消化器外科学会に参加しました。最初は参加す
るつもりはなかったのですが、埼玉のアルシェクリニックの
坂本先生からのお誘いがあり、参加することにしました。慈
恵医大の矢永教授が会長で、テーマは『病人から学ぶ消化器

↑消化器外科学会の ERAS のセッションです。結構にぎわっていま
した。でも、あまり会場からのディスカッションはありませんで
した。それに、栄養というキーワードはほとんど出なかったと思
います。しかも、栄養状態がよくて ERAS のプロトコールに沿った
管理ができる患者さんはいいのですが、そうではない患者さんを
どうするか、そこの議論がありませんね。ERAS を日本に最初に紹
介した私としては、栄養管理の手段として ERAS を紹介したのです
が、別の方向へ進んでいるように思われてなりません。

↑第 1 回日本在宅医療連合学会のポスター会場です。実は、ここ
以外には行かなかったのです。盛況だったようですが、私は、在
宅での栄養管理が疎かになっている雰囲気が寂しくてたまりませ
ん。これからどうなるのでしょうか。

↑消化器外科学会の特別講演：清宮流チームマネージメントの極
意、です。いい話でした。ラグビーワールドカップ 2019 で日本が
どれだけ活躍するか、楽しみにしてください、とのことでした。
古いネタと言われるでしょうが、かつてのプロジェクト X の世界
だと思います。いいですね、チームとして育っていくのは。臨床
栄養を普及させるためのチーム：リーダーズもこうありたいと思
っています。私は『熱』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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外科学』でした。これは、学祖の高木兼寛の「病気を診ずして病人を診よ」に基づくものであることはすぐにわかりまし
た。午前中の主題関連演題の「消化器癌手術における ERAS の有用性」のセッションを聞きましたが、「栄養」がありませ
んでした。スライドが英語なので、文字数が多いとついていけませんでした。日本語でいいんじゃないかな、と思ったの
ですが。その後は土岐阪大消化器外科教授の教育講演 3 を拝聴し、次に特別講演 4：清宮克幸氏の話を聞きました。あの、
ラグビーの清宮氏です。日ハムの清宮選手の父、というほうが有名？ラグビーの非常に興味深い話を聞かせていただきま
した。「熱」が重要なのですよね、チームとして活動するには。「熱くなる」ことが成功するための秘訣だとのことです。
昼は坂本先生と会食。坂本先生のアルシェクリニックがクリニコのリハタイムゼリーを採用し、リハビリ、子供の体力増
強、美尻に有効だ、というキャンペーンをしているのだそうです。美尻？初めて聞いたのですが・・・。でも、リハタイ
ムゼリーは味が良くて飲みやすいので、そういう目的でのほうが売れるかな？と思います。私は残念ながら、病気の方と
のおつきあいしかありませんが、先輩のお役に立てば、と思っています。昼飯の後は消化器外科学会の会場に戻り、展示
会場をうろうろしました。コロンバンの、慈恵医大の校章が入ったクッキー、JIKEI の慈恵水も置かれていました。それ
なりに学会は楽しめたと思います。
そして 27 日と 28 日、ニプロの iMEP 研修センターで第 3 回 Medical Nutritionist セミナーでした。参加者数は 100 名
でした。資格を得るためという付加価値がなく、とにかく勉強しましょう、というセミナーなので、参加者数が増えない
のでしょう。でも参加者は非常に熱心な方ばかりでした。

↑第 3 回 Medical Nutritionist セミナーの講師陣です。
みなさん、
ずいぶんここでの講義にも慣れて、いい講義をしていただきまし
た。ビデオのレベルも高くなっていました。木許くんのキャラク
ターが受けていました。

↑質問をされた方々です。もっと質問は多くてもよかったと思い
ます。なかなか質問はしにくいのかもしれませんが・・・。

↑会場の雰囲気です。ゆったり座ることができてよかったのでしょうが、まだまだスペースがありますからね。次回はもっと多くの方
に参加していただきたいです。

←懇親会は人数としては多くなかったのです
が、非常にいい雰囲気でした。犬山総合病院
の齊藤先生に突然、乾杯の音頭をとってもら
ったのですが、そういう歳になったのだから、
と快く受けていただきました。犬山総合病院
からは 10 人も参加していただきました。院内
の活性化になると思います、絶対に。最後に
集合写真を撮りました。楽しい懇親会でした。
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：5 月にドラマ：白い巨塔が放映されましてね。
小越先生：へええ、古いドラマじゃないか。
ゼン先生：リメイクです。いわば第 3 版というところです。
小越先生：第 3 版？君らが作った静脈経腸栄養ガイドライン第
3 版みたいな感じじゃないか。
ゼン先生：いや、ちょっと違います。とにかく田宮二郎―山本
学、唐沢寿明―江口洋介に続いて、です。
小越先生：田宮二郎か。もう忘れたな。
ゼン先生：でしょう？でも、初版、第 2 版、どれも DVD を入手
しました。
小越先生：ほおお、是非、見たいな。
ゼン先生：いつでもお貸ししますよ。
小越先生：どれがよかったかな？
ゼン先生：それぞれに味がありました。でも、これって、里見
助教授が理想的な医師像、という感じでしたね。財前五郎と対
比して、です。
小越先生：浪速大学って大阪大学のことだろう？
ゼン先生：そのようです。いろいろ噂はありますが、真実はど
こなのか？難しいです。当時、阪大第二外科の教授は神前五郎
先生でした。その神を財に代えて主役にした、そういう噂はあ
りますけど。
小越先生：なかなか面白いじゃないか。
ゼン先生：でも、財前五郎を悪者にし過ぎたな、そんな印象で
す。一応、全部見ました。
小越先生：何か、君の講演で使えるネタはあったのか？君はそ
ういう意図で白い巨塔を見ていると思うんだけど。
ゼン先生：確かにそうなんですが。鵜飼医学部長が里見助教授
に「もっと大人になれ」というシーンがあったんですが、それ
を講演のネタにしようと思ったんです。でも、全部見終わって
講演準備をしている時に思いついたので、そのシーンがどこに
あったのかを探すのが大変でした。
小越先生：なるほど。それは大変だったな。それで、見つけた
んだな？
ゼン先生：もちろんです。早送りをしながら探したんですが、3
時間ほどかかりました。
小越先生：その時間をスライドの中身の吟味のために使うほう
がよかったんじゃないか？
ゼン先生：本当にそうです。わずか 1 分ほどの動画にしただけ
ですから。
小越先生：まあいいんじゃないか？それが君の講演スタイルだ
から。それは、どこで使ったんだ？
ゼン先生：7 月 27 日と 28 日の Medical Nutritionist セミナー
です。
小越先生：かなり気合を入れて準備したんだな。
ゼン先生：もちろんです。相当気合を入れましたし、相当、新
しいスライドを作りました。もちろん、しっかり勉強しての結
果です。
小越先生：参加者はどのくらいだったんだ？
ゼン先生：最終的には 100 名でした。もっと多くの方に参加し
て欲しかったんですが。
小越先生：前も話しただろう？資格認定などのオマケをつけて
いないからだよ。純粋に勉強する人に来てほしいなんて、還暦
を過ぎているのに、いつまでも青臭いことを言っているからだ
よ。
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ゼン先生：そうですね、確かにそうです。でも、これが私の性
格ですから、仕方ありません。
小越先生：しかし、よく考えると、その 100 名は本当に純粋に
勉強したいと思って来ているんだからな。そう考えると 100 名
も集まってくれたんだ、と考えることもできるな。
ゼン先生：そうですね、そう思います。
小越先生：今回のセミナーの「売り」はなんだったんだ？

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：一つはハンズオンセミナーです。ニプロで開発した
IP エコーを使う、IP エコーを使って PICC を挿入するシミュレ
ーションをしたんですが、みなさん、熱心にやっていました。
IP エコー、シミュレータを 10 組使えたので、全員が実践でき
ました。喜んでくれたようです。
小越先生：それはいい企画だったな。
ゼン先生：そう思います。医師だけでなく、看護師、薬剤師、
それに管理栄養士も楽しそうにやっていました。
小越先生：講義だけよりもそういうプログラムを入れると興味
もわくからな。
ゼン先生：確かに。
小越先生：講義はどうだったんだ？
ゼン先生：私がもちろん一番長くしゃべったんですけど。腋窩
静脈穿刺、橈側皮静脈切開による CV ポート挿入、上腕ポート挿
入、PICC 挿入、PEG、空腸瘻の実際の動画も喜んでもらえたと
思っています。
小越先生：動画な、それも受講者の興味をひくはずだ。そこに
白い巨塔の動画も入れたんだな。
ゼン先生：そうなんです。
小越先生：ほかの講義はどうだったんだ？
ゼン先生：西口くんの経腸栄養の管理が 90 分で、大変だったと
思います。栗山先生の経腸栄養剤の話を 2 つに分けたので、次
回は 90 分を 2 つに分けるほうがいいな、と思いました。
小越先生：90 分の講義か。のども疲れるな。
ゼン先生：まあそうですね。講義としては、栗山先生の栄養ア
セスメントの、S-NUST に興味をもった受講者が多かったように
思います。
小越先生：S-NUST？
ゼン先生：Scored Nutritional Screening Tool の略です。栗山
先生のオリジナルで、改定 SGA として使っていたようです。月
間薬事の「まるごとわかる栄養療法」を編集した時、栗山先生
に『栄養療法のスクリーニングとアセスメント』というテーマ
で論文を書いてもらったんです。その時、
「改定 SGA」はおかし
いと思いましてね。名称というか、栄養スクリーニングのツー
ルとして「S-NUST」にするべきだと私が提案したんですよ。
小越先生：なるほど、経緯はわかった。
ゼン先生：日本ではスクリーニングツールとして SGA、MUST、
CONUT、MNA などが使われていますが、どれも外国のものですか
らね。日本発のものもあってもいいんじゃないかと思っていま
す。どうこういっても外国のものですから。今回も、講義でし
ゃべってもらいましたが、何人かが、自分の施設で使いたいと
言ってきたようです。
小越先生：いい話だな。たくさんの施設に実際に使ってもらっ
て有効性を検証してもらうといいな。
ゼン先生：はい。私もそう思っています。
小越先生：ほかには話題はないのか？
ゼン先生：今回もいろいろ用語について提案しました。
小越先生：用語？
ゼン先生：そうです。ふつうに使われている用語で、よく考え
るとおかしい用語って結構あるんですよね。
小越先生：確かにいろいろあると思うけど。たとえば？
ゼン先生：まずは「カロリー」です。熱量やエネルギーのこと
を「カロリー」って言いますが、
「カロリー」って単位ですから
ね。「この輸液は何カロリー？」というのは問題ありませんが、
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「この輸液のカロリーはいくら？」というのはおかしいんです
よ。
小越先生：厳密に考えるとそうだけど、だれもがそういう使い
方をしているんだからな。
ゼン先生：そうです。先生、PCM という用語がありましたよね。
小越先生：Protein-Calorie Malnutrition のことだろう？
ゼン先生：でも、今は PEM：Protein Energy Malnutrition が使
われていますよ。
小越先生：なるほど、PCM が PEM に代わっているんだ。
ゼン先生：そうなんです。約 30 年前に使われていた PCM が PEM
になっているんです。だから「カロリー」を「エネルギー」に
代えようと思っているのです。NPC/N 比を NPE/N 比に代えよう
と思います。
小越先生：Non-Protein Calorie を Non-Protein Energy に、と
いうことだな。
ゼン先生：問題は読み方です。
「Energy」を「エネルギー」と読
むのはおかしいんですよ。英語ですから「エナジー」と読むべ
きなんです。
小越先生：確かにそうだ。しかし「エネルギー」のほうが「エ
ナジー」よりもよく使われているだろう？「エナジー」って、
あまり使われていないだろう？
ゼン先生：そうなんですが、最近、
「エナジードリンク」がたく
さん発売されていて、だんだん使われるようになってきていま
す。「エネルギー」はドイツ語、Non-Protein は英語ですから、

↑坂本先生のアルシェクリニックが積極的にリハタイムゼリーのキ
ャンペーンをしているとのことです。本当、いろいろ工夫しています。
パンフレットにもかなり力が入っています。坂本先生、彩の国東大宮
医療センターの時もいろいろなアイデアを出して活躍しておられま
したが、クリニックに移られても・・・ですね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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「Energy」は「エナジー」と読むべきだと思います。
小越先生：とすると、「高カロリー輸液」はどうするんだ？
ゼン先生：「高エナジー輸液」としましょうか。
小越先生：高エナジー輸液？かなり違和感がある。
ゼン先生：そのうち慣れます。でも、エネルギー量は、高い、
低いではなく、量なので、多い、少ないと表現すべきなんです
よね。高い、低いにしようとするなら、高エナジー密度輸液と
しなければなりません。
小越先生：なるほど。そう考えると、最初に「高カロリー輸液」
と命名したのがおかしかったのかもしれないな。
ゼン先生：その通りです。ある学会で「高カロリー輸液」とい
うテーマで発表したら、それは「通常カロリー」だろう？とコ
メントされたことがあったという話を聞きました。もちろん、
高カロリー輸液が日本に普及し始めたころの話ですが。
小越先生：本当にそうなんだな。通常カロリーなんだよ。
ゼン先生：最終的には IVH という用語に話はいきますね。
小越先生：IVH、Intravenous hyperalimentation だから、ま、
hyper をどう訳すべきかと考えて、
「高」にしたんだろうな。し
かし、誰が命名したんだろうな。
ゼン先生：多分、一番最初に使ったのは東北大学の葛西森夫先
生と小野寺時夫先生です。
「経中心静脈高 Calorie 輸液法」です。
その後、岡田正先生が積極的に「高カロリー輸液」という用語
を使った発表をされて定着したと考えるべきでしょうね。
小越先生：オレが「高カロリー輸液」という用語を使ったのは・・・。
ゼン先生：先生の「高カロリー輸液」という用語を使った論文
は、1974 年です。
小越先生：そうか。とにかく、こういう長い歴史の用語を変え
るというのは大変だぞ。
ゼン先生：本当にそうです。でも、IVH は TPN に代わってきまし
たので、そのうちに、とも思います。
小越先生：まあそうだな。他の用語は？
ゼン先生：これも大変なんですが、
「白湯」です。経腸栄養剤を
薄める、水分を追加投与する、そんな時に「白湯」を使うこと
になっているんです。
小越先生：白湯か。一度沸騰されたお湯を、飲めるくらいまで
にさましたものだな。
ゼン先生：そうです。でも、実際に使っているのは水道水です。
会場で聞いてみましたが、水道水です。いわゆる微温湯を使っ
ているという施設もありました。
小越先生：微温湯か。
ゼン先生：といっても、水道の蛇口から出てくるお湯と水を温
度調整しているだけなんですけどね。
小越先生：結局は水道水なんだな。ということは、みんな、水
道水を使っている、それなのに白湯と表現しているということ
なんだな。
ゼン先生：そうなんです。沸騰させるということは煮沸消毒し
ていることになるから、無菌だと思っているんですよね。
小越先生：そうなんじゃないのか？
ゼン先生：それがそうではないんですよ。使うことができる温
度まで下がったらすぐに使うのでなかったらかえって汚染しや
すくなるんです。沸騰させると水道水に含まれている塩素がな
くなってしまうんです。
小越先生：へええ、そうなのか。逆なのか。知らなかったなあ。
オレも一度沸騰させると、それは煮沸消毒になるから、水道水
よりもきれいだと思っていたよ。

第６８回

ゼン先生：ほとんどの人がそう思っているようです。
小越先生：そうだろう、そうだろう。水道水はそれほどきれい
ではない、なんていうイメージがあるんだろうな。
ゼン先生：そうみたいです。だから、飲料水としてはペットボ
トルのミネラルウォーターが普及しているんでしょうね。
小越先生：ペットボトルの水が普及してきてから、水道水より
もきれいだというイメージが強くなってきているだろう？
ゼン先生：そうなんです。日本の水道水のレベルが高いことが、
なんか、信用されていないんです。
小越先生：昔のことになるかもしれないけど、いわゆるカルキ
の匂いがする、白く濁っているなんかのイメージがつきまとっ
ているんだろう。だから、ペットボトルの水のほうが安心だ、
ということになったのだろうな。
ゼン先生：本当は、日本の水道水のレベルはものすごく高いん
です。水道の安全基準は水道法で決められていて、51 ものチェ
ック項目があります。ミネラルウォーターのチェック項目より
も多いんです。ミネラルウォーターは殺菌・除菌工程がある場
合は 39 項目、ない場合は 14 項目と、水道水よりチェック項目
が少ないんです。
小越先生：へええ、そうなのか。価格はミネラルウォーターよ
りも水道水のほうが安いんだろう？
ゼン先生：もちろんです。ミネラルウォーターは 500mL で 150
円もするけど、水道料金から計算すると、水道水は１リットル

↑消化器外科学会会場の慈恵グッズ？クッキー、水、です。慈恵医大
は、高木兼寛先生（ビタミンの父）、長尾房大先生（日本外科代謝栄
養学会理事長）は栄養に関係しています。青木先生は、小越先生のテ
ニスライバルだったと、小越先生から聞いたことがあります。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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で約 0.1 円です。水道水のほうがレベルも高いのに。
小越先生：しかし、高くてもペットボトル入りのミネラルウォ
ーターを買って飲む人が多いだろう？
ゼン先生：そうですね。そう思います。ずいぶん昔、高木先生
達とよく行くスナックがありまして。そこのママさんは結構い
い加減な女性だったように思うんです。ミネラルウォーターと
言いながら、水道水をミネラルウォーターのビンに入れて出し
ていました。もちろん、ミネラルウォーターの金額を請求して
いました。
小越先生：確かに、そういう話はよく聞いたよ。水道水とミネ
ラルウォーターにはそういうイメージがあるんだろう。
ゼン先生：しかし、私は、正直、ペットボトルの水を買って飲
んだことはありません。海外ではそうしますけど。なんか、水
にお金を払う必要があるのか、なんて思うんです。
小越先生：オレも同じだ。それなりに年をとった人はそうなん
だろう。
ゼン先生：お茶もそうです。むかしはお金をはらってお茶を買
う必要はないだろう、なんて思っていました。
小越先生：でも、最近はペットボトルのお茶を買うんだろう？
ゼン先生：いろいろな種類のお茶が出ていますからね。
小越先生：そうだな。いろいろな種類があるな。テレビなどの
広告もいろいろ工夫されているし。
ゼン先生：それでも水は買いませんね。なんとなく、昔の考え
から抜け出せていません。水道水でいいと思っていますから。
小越先生：日本の水道水はすごいんだ。いい国だな、日本は。
ゼン先生：本当です。今年もインドへ行くことになっているん
ですが、インドなんか、絶対にペットボトルの水以外は飲んで
はダメですから。

第６８回

小越先生：ま、インドは特別なんじゃないか？
ゼン先生：特別と言えば特別ですが、ヨーロッパへ行った時も、
だいたい、ペットボトルの水しか飲まないようにしていました。
小越先生：そうだな。オレもそうだった。ブラジルやモスクワ
の時もそうだったかなあ、忘れたが。
ゼン先生：とにかく、日本の水はきれいなんですよ。それに、
最近は手術の時の手洗いも滅菌水から水道水に代わってきてい
ます。
小越先生：そうだってな。昔は滅菌水じゃないとダメだという
ことだったんだけど。
ゼン先生：いろいろなガイドラインでも水道水でいい、となっ
ています。
「手洗いに用いる水は水道水、滅菌水のいずれでもよ
い」となっています。
小越先生：なるほどな。滅菌水でもよいか。
ゼン先生：もちろん、データも出ていますから。だから、医療
の現場で水道水を使っていることは間違いではないし、適切な
管理をしていることだということだと言っていいんです。

↑ハンズオンの様子です。吉川くん、野呂くん、林くん、木許くんが積極的に指導してくれていました。栗山先生もがんばっていました。私
は総監督？みなさん、それぞれ、非常に楽しそうに IP エコーを使って穿刺手技を実践していました。講義だけでは疲れますから、次回はもっ
とハンズオンセミナーにも工夫をしたいと思っています。
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：しかし、用語が問題だ、だな。水道水ではダメなの
か？
ゼン先生：そこが問題です。白湯のほうが安心だというイメー
ジは捨てられないようです。
小越先生：そうか。どうする？
ゼン先生：常水という表現があるんです。日本薬局方医薬品各
条で規定されています。
小越先生：それなら常水という表現にすればいいじゃないか。
ゼン先生：私もそう思うんですけどね。でも、これが広く使わ
れるようになるかな？というふうには思います。
小越先生：そうだな。常の水？ふつうの水というイメージにな
るな。
ゼン先生：それに、常水という名称を知っている人はほとんど
いませんから。
小越先生：いないだろうな。確かに。オレも初めて聞いたよ、
常水って。
ゼン先生：でも、ミネラルウォーターというカタカナの名前は
一般的に使われています。英語の名称でもいいかもしれません
ね、水道水という日本語の代わりとして。
小越先生：水道水は、英語では tap water だよ。City water と
もいうけど、tap water のほうがポピュラーだな。
ゼン先生：タップウォーターですか。なんか、なじみのない英
語のような気がします。ミネラルウォーターって、すぐになじ
んだんでしょうか。
小越先生：そうだな。どうなんだろうか。君はなんて呼んでい
るんだ？
ゼン先生：ミネラルウォーターって、なかなか言いませんね。
ペットボトルの水、でしょうか。
小越先生：またピシッとしない呼び方だな。本当は bottled
water っていうんだぞ。
ゼン先生：bottled water ですか。ミネラルウォーターという名
前は、誰でも知っていますよ。
小越先生：そうだな。それなら、例えば、水道水をタップウォ
ーターと呼ぶことだって、そのうちになじんでくるんじゃない

第６８回

か？
ゼン先生：確かに。タップ水っていいかもしれませんね。
「タッ
プスイ」です。
「タップみず」よりも「タップスイ」のほうがい
いですね。
小越先生：それがいいんじゃないか？水道水という名称がなか
なか受け入れられない。それに白湯という名称はなじみがあっ
ても実際には白湯を使っているのではない、水道水を使ってい
る。それなら、水道水を意味する新しい用語を提案すればいい、
オレもそう思うよ。
ゼン先生：また新しい用語を作るのか？と言われるかもしれま
せんね。
小越先生：ハハハ、また・・・な。いろいろ作ったけど、使わ
れているのか？
ゼン先生：ODA は教科書でも記載されていますし、本当にふつう
に使われています。TTB 法はまだまだです。RTH に対する用語と
して造語したんですが、あまり知られていませんね。
小越先生：ハハハ、transfer-to-bag または bottle だな。
ゼン先生：私が創ったのではありませんが CICC はそれなりに使
われるようになっています。
小越先生：PICC に対する CICC、centrally inserted central
venous catheter だな。
ゼン先生：栄養障害の分類の SIRM、CIRM、AIRM もまだまだです。
今日は話題には取り上げませんが、半消化態経腸栄養剤に対す
る「ポリペプ経腸栄養剤」という名称も、まだまだです。
小越先生：まああせらないことだ。そのうち、その用語が適正
なら、使われるようになるよ。
ゼン先生：とにかく、
「白湯」という表現は使わないようにした
い、
「水道水」という用語は、なんとなく水の汚染という意味で
は少しレベルが低いと誤解されているためになかなか受け入れ
られないと思われる、それなら、新しい表現にする、というの
はいいですよね。
「タップ水（すい）」ですね、いいと思います。
小越先生：それでいこうじゃないか。タップ水だな。

【今回のまとめ】
1. 日本在宅医療連合学会、日本消化器外科学会に参加してきましたが、栄養の重要性についての内容がほとん
どなくなっています。これからどうしたらいいのでしょうか。
2. Medical Nutritionist セミナーが無事終了。講義は少々疲れましたが、ためになった、よかった、という
声がたくさん聞こえてきています。参加していただいたみなさん、ありがとうございました。来年もやりま
す。
3. 日本発の栄養スクリーニングのツールとして、S-NUST（scored nutritional screening tool）がもっと普
及すればいいな、と思います。
4. 「熱量」を「カロリー」と呼ぶのをそろそろやめませんか？「エネルギー」や「エナジー：energy」にし
ましょう。NPC/N 比は NPE/N 比としましょう。
5. 経腸栄養では「水道水」を使っているのに「白湯」と表現しています。この用語の使い方はおかしい。「水
道水」は誤解があって、イメージがよくないようです。水道水の英語は「tap water」なので、これからは
「タップ水（すい）」と表現しましょう。提案です。経腸栄養で使う水は「タップ水」と呼びましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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