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『栄養障害の新しい分類を提唱しますので、考えてみてください。
『栄養障害の新しい分類を提唱しますので、考えてみてください。』
この連載、実は、あまり読まれていないようです。PEN に連載した『みんなの栄養管理講座』が、何人に読んでいただ
いていたのか、わかりませんが。このようにネットでオープンすると、もっともっと多くの方に読んでもらえるかと思っ
ていたのですが、なかなかですね。むずかしい。ブログも、それほど多くの方に読んでいただいていません。もっとお友
達に宣伝してください。よろしくお願いします。フェイスブックを使うと、もっと多くの方にお知らせできるということ
ですが、そういうことはあまり得意ではないので・・・考え中です。とにかく、よろしくお願いします。
第 29 回日本静脈経腸栄養学会が終わりまして、ゼン先生の栄養管理講座の第 4 回（前回）はその特集という内容になり
ました。毎月の連載なので、今回は 3 月分と 4 月分のネタを書かなくてはなりません。
横浜での JSPEN が終わった翌週の火曜日、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院での第 97 回 NST 勉強会に呼んでいただき
ました。ずっと横浜にいたらよかったのでは？なんていう感じでした。NST 専従の森さんが中心となってがんばっている
病院で、今回、NST の責任者になられた國場教授も懇親会に来ていただき、いい時間を過ごしました。國場教授と、私が
懇意にしている陽進堂の國場さんは従兄弟だとのこと。珍しい苗字なのでひょっとしたら、と思っていた私の想像が的中
しました。管理栄養士の川島さん、薬剤師の林くん（今は日大）
、NST の方々、神奈川県の臨床栄養の猛者達まで集まって
くれ、いい講演会、いい懇親会となりました。ありがとうございました。その週の金曜日には、近江八幡医療センターへ
PICC の講演のために出かけました。近江八幡？行ったことがない。なんとなくいい雰囲気の街のイメージ。そういえば、
水郷がある、豊臣秀次が町おこしに貢献した、という知識はありました。
『友よ』や『私たちの望むものは』などのフォー
クの神様、岡林信康の生まれた地。いろいろあるんじゃないか、ということで、講演は夕方なのに早めに出かけ、市内観
光をしました。もちろん、秀次の銅像も見ました。ずっと疑問に思っていたのですが、歴史がゆがめられているのでは？
秀次はそんなにダメな人ではなかったのでは？秀吉が悪
い？なんて考えていました。寒かった！その夜は近江八幡に
宿泊し、翌土曜日はそのまま和歌山へ。和歌山医大での和歌
山臨床栄養研究会で講演しました。和歌山医大の傍の紀三井
寺へ行きました。初めてでした。その階段の数、急勾配に恐
れながらもちゃんと登り、下りはずっと手すりを支えに降り
ることができました。景色も上々でしたが、急な石段が怖か
った！石段の数は 231 段、とにかく急勾配で、怖かった！講
演？ガイドラインに関連した話題とさせていただきました。
和歌山みやげを買おうと思ったのですが、梅、梅、梅でした。
3 月 13 日には、来年の第 30 回 JSPEN の会場予定としてい
た京都国際会議場へ行ったのですが、今回の第 29 回の横浜
での参加者数が 1 万人を超えたことを考えると、京都では狭
いと判断せざるを得ませんでした。運よく、神戸の国際会議

↑八幡山ロープウェイで山頂へ。乗客は私一人でした。山頂には
雪が残っていました。琵琶湖が近くに見えました。八幡山山頂に
ある村雲御所瑞龍寺門跡 に行きましたが、豊臣秀次の母であり
秀吉の姉である瑞龍院日秀尼公が秀次の菩提を弔うために建立
されたのだそうです。なんか、秀次がかわいそう、そんな気持ち
になりましたね。もちろん、私は豊臣秀次の伝記を読みました。
季節が季節だったので、山頂ではほとんど人に会いませんでし
た。非常に眺めのいいところです。春か夏がいいでしょうね。

場、ポートピアホテル、国際展示場を押さえることができた

↑JSPEN の教育セミナーが土曜日までありまして、聖マリアンナ
医科大学横浜市西部病院へ講演に行ったのが翌週の火曜日なの
で、日・月と横浜で過ごせばればよかった？神奈川の方々が集ま
ってくれまして、楽しい会になりました。ありがとうございまし
た。私の右隣が三宅くんで、左が國場先生。内視鏡外科手術の大
家ですので、息子をよろしく、とお願いしておきました。神奈川
軍団は、本当、すごいことになっていますね。地に足のついた活
動をしてください。また行かせていただきます。

↑近江八幡観光です。古い町並みの残った、いい雰囲気の町でし
た。この水郷の雰囲気がいいですね。水郷巡り観光をしたかった
のですが、寒すぎた！また、いい季節に行くべきだと思いました。
近江商人発祥の地だとのことです。私は町並みを見ながらかなり
歩きました。左は豊臣秀次の像です。酒飲み、女好き、というこ
とで謀反の疑いをかけられて秀吉に殺されたのですが、歴史が歪
められているのではないか、という感じ。秀頼を後継者にするた
めの策略だとのこと。晩年の秀吉はおかしかった、という話もあ
りますし。秀次の遺産としてこの町が繁栄した、ということがこ
の町では言われています。『赤こんにゃく』は、安土城の信長が、
目立つように、と作らせたものを、秀次が近江八幡名物として継
承した、という説があるようです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ので、来年の第 30 回 JSPEN の会場を京都から神戸へ変更しました。日程も 2 週間、早くなりました。この話は、ブログ
（http://handai-eiyoikogaku.jp）に書いていますので、また、時間がある時に読んでください。この時のブログには『い
いね！』を 186 人からいただきました。ご英断！と言ってくれたかたもいましたが、
『会場予約なんて、最初からそういう
ことを予想してやるべきだ、甘い奴だ、井上は』と非難している方もいるとのこと。ま、そんなものでしょう。でも、と
にかく、神戸の方がはるかに収容人数が多いので、私としては、これでよかったと思っていただけるよう努力します、と
いうことで、お許しいただきたいと思っています。3 月 14 日には福井 NST 研究会に呼んでいただきました。栗山先生を中
心とする福井県立病院 NST の活動内容が、専従の管理栄養士、森川さんの発表でよく理解できました。やっぱり、実績を
背景にした講演は『力』があります。私は 1 時間半、結構余裕の時間でカテーテル管理の講演をさせていただきました。
終わってからの講演会での話題は、私が、エコーガイド下 CVC 穿刺の勧めとして、車のバックモニターをビデオで見せた
のですが、それがよかった、ああいうビデオを出せるのは井上だけ、ということで、特に、福井県済生会病院の宗本くん
に誉めて？いただきました。翌日は永平寺、一乗谷などを観光し、思い出深い福井となりました。3 月 22 日、23 日は近畿
地区 TNT 研修会。21 日、22 日、23 日と 3 連休だということを知らずに日程を決めたのですが、ちゃんと集まっていただ
きました。
4 月 3～5 日は京都での日本外科学会。来年の JSPEN をどうするかも考えながら参加しましたが、全然様子が違う。延べ
参加人数は外科学会の方が多いと思いますが、会場は人の数が少ない。ポスター会場もガラガラ、ランチョンセミナーも
余裕。医師は、参加費を払ったら京都観光に行ってしまっているのでしょうか。ちょうど桜が満開でしたから。ホスピタ
リティールームは閑散としていました。展示会場を訪れる方も少なく、寂しそうでした。これだけの費用をかけたのに、
こんなにブースを訪れてくれる方が少ないと、来年からは・・・という声も。ランチョンセミナーの弁当は、3 種類から
選べるようになっていました。意外と、サンドイッチは人気がなかったとのことです。京都太秦映画村で開催された全員
懇親会は大勢で大変だったようです。来年の JSPEN とは全く違った雰囲気で、まったく参考になりませんでした。

↑和歌山医大で開催された和歌山栄養療法研究会に行きました。
会場へ入る前に紀三井寺へ。石段がすごい。真中は下から見上げ
た石段。右は上から見下ろした石段。右側通行。上りは左手で手
すりをしっかりつかんで一歩々々踏みしめて登りました。下り
は、右側通行でしたが人通りが少なかったので、左側通行にさせ
てもらって、右手で手すりをしっかりつかんで一歩々々足元を確
認しながら降りました。真ん中を歩きたいのです。降りた時の安
堵感は、高所恐怖症の人にしかわかりません。上りと下り、どっ
ちが怖い？そりゃあ、下りに決まってますよ。上りは後ろを振り
返らなければいいのです。でも、降りる時の恐怖感を想像するか
ら、上りも怖い！

↑車を買い換えました。この車、マーク X は 7 年で 139,584km 走
ってくれました。最初の長距離ドライブは、松山で開催された
JSPEN でした。フェリーで松山にわたり、市内観光をしました。
父の病気のために、愛媛と兵庫の間をどれだけ走ったか。日帰り
800km というドライブもありましたし。まだ乗れるのに、いろん
な意味があって乗り換えました。寂しかったので、最後のドライ
ブをして、戻ってきてからの記念写真です。ちゃんと洗車もして
やりましたよ。

↑福井 NST 研究会での講演。私が講演している写真は一枚もあり
ません。左は基調講演の、福井県立病院管理栄養士、NST 専従の
森川さん。緊張していたとのことですが、活発に活動している様
子を、堂々と報告されていました。NST ディレクターの栗山先生
の指導が厳しいから管理栄養士さん達もよく働くのだと思って
いましたが、愛情のこもった厳しさ、だとのことです。すばらし
い。実績があるから、それが、自然に態度に出てきているように
感じました。真ん中は、越前永平寺。ものすごいお寺です。寒か
った！結構、観光地化している、という気もしましたが、すごい
設備です。右は佐々木小次郎の像。イメージがあわない。これは、
どう見ても、宮本武蔵のイメージでしょう。もっと、すらっとし
てカッコイイ、それが佐々木小次郎のイメージなのです。秘剣燕
返し。宮本武蔵に負けたということでイメージが悪くなっていま
すが、一概には表現できないのでしょう。もっとかっこいい銅像
にしてやってほしい！！

↑一乗谷朝倉氏遺跡にも行きました。遺跡ですから、静かなもの
でしたが、ここに、こういう町並みを築いたということはすごい
ですね。そして、それが、信長によって滅ぼされて一気に消滅し
た、これもすごい。最後の殿様、朝倉義景のイメージはあまりよ
くないのですが、これも、歴史家の書き方によるのでしょう。今
は、ソフトバンクの CM で有名な、犬、お父さん、の故郷として
有名なのだそうです。『お父さん』の写真を出そうかと思ったの
ですが・・・。どこにでもいる『犬』のはずですが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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4 月 5 日の夕方には、紀南病院の藤田くんが中心となって、私の教授就任祝賀会を開いてくれました。もう 1 年もたっ
ているのですが、うれしい会でした。心から、という感じで祝ってもらい、本当、涙が出るほどうれしかったのです。り
っぱなプレゼントもいただきました。来年の第 30 回 JSPEN でお見せしようと思います。その後もいろいろありましたが、
特記すべきは春の『釣り』
。予定メンバーは 5 人。一緒に行こうと計画したのに、西口くんが 39 度の発熱で急遽、来られ
なくなって残念でした。インフルエンザではなかったようです。ちゃんと予防接種を受けた？受けていない私はインフル
エンザにかかっていません。予防接種は受けたことがありません。今回はメバル釣り。この船に乗ることは、西口くんが
決めたのですが、来られない？仕方ありません。我々は 4 人で、気楽。ところが、お願いした船は乗合船で、乗っている
方々は本気！釣り大好き、おれは釣り師だ、みたいな感じ。意気込みが違う。場違い？そんな感じもあったのです。しか
し、それでも、最初にメバルを釣り上げたのは私。どうや、と思っていたら、
『最初で最後かも』という声。そんなことは
ない、と思っていたのですが、本当にそうなってしまいました。
『ガシラ』はたくさん釣ったのですが、メバルは確かに 1
匹しか釣ることができませんでした。後日、西口くんに修行が足りん、と言われました。リベンジは来年の春、でしょう
か。今回は、さすがの、うちの博さんも、メバルはボウズだったのです。次回の博さんのリベンジの様子が見えるようで、
楽しみです。
4 月 18 日には、神戸国際会議場へ。今回の事務局をお願いしているジェフの担当の方々と共に、国際会議場、国際展示
場、ポートピアホテルを見せていただき、来年の学会の構想を練りました。確かに広い会場です。しかし、これをどのよ
うに配置するか、どのような演題にするか、シンポジウムは？ポスターは？展示は？いろいろ考えるところがあります。
ま、考えることができる広さの会場にすることができた、というのは、大きな意味があると思います。それが終わったら
すぐ、大阪商工会議所との関連の会議に出席。今後の当研究室の活動にも関連しているものでした。そして、それが終わ
ったら姫路へ。製鉄記念広畑病院での講演です。早く姫路についてしまったので、大河ドラマの官兵衛の姫路城へ行きま
した。ドラマ館は 5 時までだったので入ることはできませんでしたが、気合いが入っている、それは実感できました。一
昨年の平清盛の時の神戸よりは、気合いが入っている、そんな気がしました。講演はガイドライン関連の話とさせていた
だきました。

↑プライベートに開催してもらった私の教授就任祝賀会。ありが
とうね、本当にありがとう。野呂、阪尾、木村、吉川、清本、濱
田、水島、西川、藤田、廣田、曺、みんな、ありがとう。藤田く
ん、細かい手配までしてくれて、本当にありがとうな。うれしか
った。感動した。

↑製鉄記念広畑病院へ講演に行きました。NST 勉強会での講演で
した。数十人は来てくれていたのだと思います。広い病院で、き
れいな病院でした。講演終了後の NST の方たちとの写真です。海
塚くんの製鉄記念八幡病院とは、兄弟病院なのでしょう。新幹線
で移動したのですが、意外と不便。帰りは 20 時 50 分過ぎに姫路
駅にタクシーで到着したのですが、次のひかりが来るまで 30 分
以上。することがないので、講演会でいただいた豪華弁当を食べ
ました。講演会でいただいた弁当を新幹線の駅で食べたのは、初
めてのことでした。旅人的な夕食？いい思い出になりました。

↑釣果はたいしたことなかったけど、結構楽しめた釣りでした。
でも、寒かった。我々は釣果は大きな問題ではないんだ。楽しめ
たらいいんだ。左は私が、最初につったメバル。結構りっぱなメ
バルでした。最初で最後かも、と言われた通りになったのが悔し
い。

↑世界遺産の姫路城。現在改装中。りっぱな、きれいな城です。
世界遺産ですよ。でも、それがどうした、という気もしますよね。
認定されるって、やっぱりすごいことなのでしょう。担当の方々
にとってはうれしいのでしょうね。でも、世界遺産に認定されて
いなくても、私は、きれいなお城だから見に行きたいと思います
よ。完成したお城を見たいと思います。完成したら、また、行こ
うっと。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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4 月 19 日は西宮市医師会の外科医会での講演。
『栄養管理の適応？胃瘻の適応？』というタイトルで講演させていただ
きました。
『栄養管理の適応を決めてから胃瘻の適応を考えるべきである、胃瘻の適応をまず考えるからおかしいことにな
っているのだ』そこがポイントでした。実際に胃瘻患者を診ておられる方々に、その通りだと思う、というコメントをい
ただきました。でも、いろいろ、それだけでは解決できない問題があることも教えていただきました。
4 月 20 日には、岡田正先生ご夫妻を偲ぶ会。岡田先生は亡くなられてもう 7 年。奥様が亡くなられたのは今年の 1 月 9
日。阪大の IVH 研、小児外科、その他関係者に集まってもらい、いい会を催すことができました。岡田先生は幸せですよ
ね、こんなに何年もたっているのに、偲ぶ会を開催したら 20 人以上が集まるのですから。そう、韓国の Lee 先生から、お
花をいただきました。わざわざ韓国から。本当に律儀な先生です。ありがとうございました。
そして、22 日から星薬科大学での臨床栄養の講義が始まりました。今年は、昨年の 2 倍の講義時間をいただきました。
75 分×12 回です。大変な分量の講義となります。私の講義をこれだけの時間聞く人って、今までいなかったと思います。
私も自分の勉強でもあるので、しっかりした講義内容にしようと意気込んでいます。よろしくお願いします。
23 日には、カテーテル管理研究会を立ち上げるための会議。リスクマネジメント、感染対策、栄養管理の面からカテー
テル管理についてまとまって議論する研究会は日本にはないのです。リスクマネジメントの一部、感染対策の一部、栄養
管理の一部では議論されていますが、なかなか、それぞれに偉い方がいて、一緒に議論することはない、とのこと。一応、
この 3 領域にまたがってカテーテル管理をやっていると自負しておりますので、いろんな事情を考慮して、私がこういう
研究会を立ちあげようとしているのです。どんな方が集まってくれるのか、まだわかりませんが、学術的レベルの高い研
究会にしたいと思います。8 月 9 日に、阪大の銀杏会館で（コンベンションセンターに変更するかもしれません）第 1 回
の研究会を開催しますので、興味のある方はお集まりください。詳細は、後日、当研究室のホームページでもお知らせし
ます。
4 月末の連休には、孫を連れてアンパンマン列車、高知のアンパンマンミュージアムへ行きました。疲れました。やな
せたかしは、すごい！本を 3 冊も読みました。

↑姫路駅から姫路城までは一直線。歩いて 10 分くらいでしょう
か。その間に、いろいろ看板がありました。今回の大河ドラマで
盛り上げようとしている雰囲気がいっぱいでした。不満を言わせ
てもらうと、せめて 18 時までドラマ館をオープンしておいて欲
しかったな。なぜ？当然、私が姫路に着いたのが 17 時過ぎだっ
たから、せっかく姫路に来たのにドラマ館に入れなかったからで
すよ。せっかく姫路に行ったのに。なかなか行く機会ってないも
のなんですよ。夜の講演会なのに、17 時までにいけるはずがない
でしょう。わかっとらん！勝手な意見ですけど。

↑姫路の黒田官兵衛大河ドラマ館。外観の写真です。もちろん、
既に閉館していましたから外観だけ。右の人形は、ドラマ館の入
口の右下の位置にあったもので、信楽焼きだとのことです。ドラ
マ館の中には、かつて、私が感動した清盛人形と同じような官兵
衛人形があるのかな？入らないとわからないでしょう。17 時に閉
館になるのがいけないのです。お椀をひっくり返した形の兜です
が、結構有名になりましたね。あと、滋賀県の長浜、大分県の中
津の歴史館？ドラマ館？にも行かなくてはならない。

↑岡田先生ご夫妻を偲ぶ会です。総勢 24 人。いろんな思い出話が出ました。岡田先生関連のスライドを、約 120 枚用意しておきまし
たので、それを見ながら、いろんな思い出話をしていただきました。本当、いい会でした。真ん中は、岡田先生のご家族で、本当の真
ん中はお孫さんです。

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：高知へ行ってきました。アンパンマンミュージ
ゼン先生

ゼン先生：そうそう、百貨店の三越の包装紙に『mitsukoshi』

アムへ。

と書かれてますが、あれは、やなせたかしの字だとのこと

小越先生：そうか、高知か。なつかしいな。やなせたかし
小越先生

です。

は高知の出身だからな。

小越先生：へええ、そうなのか。知らなかった。いろんな
小越先生

ゼン先生：やなせたかしの本を
3 冊読みましたので、結構
ゼン先生

ことをやってるんだな。

詳しくなりましたよ、私。しかし、たいしたもんですよ、

ゼン先生：アンパンマン人気は、
やなせたかしが 69 歳にな
ゼン先生

やなせたかしは。アンパンマン大研究も読みました。

ってからだそうです。

小越先生：アンパンマンのマンガじゃないだろう？いくら
小越先生

小越先生：69
歳？おれなんか、とっくに JSPEN の理事長を
小越先生

君でも。伝記か？読んだのは。

引退していたぞ。

ゼン先生：もちろん伝記みたいな本です。自伝っぽいです
ゼン先生

ゼン先生：そうですよ。
先生の引き際が良すぎて。だから、
ゼン先生

が。いろいろやってますね、彼は。

私は先生に司会をお願いして、あちこちに引っ張り回した

小越先生：
小越先生 『手のひらを太陽に』っていう歌の作詞は彼だ

ことになるんでしょうけど。

ったな。

小越先生：君は、
まだ 59 歳だったな。まだまだやれるぞ。
小越先生

ゼン先生：そうです。なんか、不遇な時代に、夜中に眠れ
ゼン先生

これから、これから、というつもりでがんばれよ。

ない、することがない、ということで懐中電灯を手の平に

ゼン先生：ありがとうございます。がんばります。
ゼン先生

あててみると赤い血管が見えて、生きているんだ、赤い血

小越先生：ところで、今回はどんな内容にするつもりなん
小越先生

が流れているんだ、ということを実感して作詞したとのこ

だ？

とです。

ゼン先生：実は、この連載で、先生とずっと栄養アセスメ
ゼン先生

小越先生：へええ、懐中電灯か。そういえば、子供の頃に
小越先生

ントの話をしていますよね。

同じようなことをやった記憶があるな。

小越先生：そうだな。でも、もうネタがなくなってきたん
小越先生

ゼン先生：先生の頃は、懐中電灯ではなくてロウソクか提
ゼン先生

じゃないか、と言ったけど。また、同じネタか？

灯だったのではないですか？

ゼン先生：と言いますか、いろいろ、ネタを整理しなくて
ゼン先生

小越先生：そんなことはないぞ。懐中電灯だったぞ。それ
小越先生

は、と思いまして。

より、君の田舎こそそうだったんじゃないか？

小越先生：そうか。まだネタはあるんだな。
小越先生

ゼン先生：実は、
そうなんですよ。小学校の低学年の頃は、
ゼン先生

ゼン先生：あります、あります。一つ目は、もう何回も話
ゼン先生

夜、近くの家へ行くのに提灯を使ってました。

題にしましたが、CONUT の件です。

小越先生：そうだろう、そうだろう、あの田舎だから。
小越先生

小越先生：CONUT
がどうした？もう、同じネタではダメだ
小越先生

ゼン先生：先生も絵は相当お上手なんですが、漫画を描く
ゼン先生

ぞ。

という発想はなかったのですか？

ゼン先生：そうなんですが。そろそろ、
『コナット』と呼ぶ
ゼン先生

小越先生：そうだな。なかった、かな。
小越先生

のをやめて『コニュート』と呼ぶことにしよう、というこ

ゼン先生：先生が発行しておられる手術書の、ダドリック
ゼン先生

とにした理由について、経緯を説明しておこうかと思いま

の似顔絵なんて、すごいですよ。関心していました。

して。

小越先生：あれか。ま、ダドリックが
40 歳代の頃の雰囲
小越先生

小越先生：その発音問題に経緯、というか、いきさつがあ
小越先生

気かな。

るのか？

↑小越先生が描いたダドリックの似顔絵と本物のダドリックの写真。小越先生の本に出ているものです。才能そのものですよね。昔、
イラスト書きのバイトをしていたとのことです。すごい！
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：それがあるんです。実は、CONUT
CONUT は、大塚製薬
ゼン先生

小越先生：それがどうして『コニュート』にしようという
小越先生：それがどうして『コニュート』にしようという

工場との仕事で ESPEN での発表をレポートとして私が日本

ことになったんだ？

に紹介した、という話はしましたよね。

ゼン先生：説明が長くなりますので、別表にまとめておき
ゼン先生：説明が長くなりますので、別表にまとめておき

小越先生：そうだったな。
小越先生

ますが・・・ということなんです。

ゼン先生：そのレポートを読んで、これだ！と思ったのが
ゼン先生：そのレポートを読んで、これだ！と思ったのが

小越先生：なかなか面白い話じゃないか。講演のネタとし
小越先生：なかなか面白い話じゃないか。講演のネタとし

東北大学の M 先生なんです。

て使えるな。

小越先生：M
くんか、ジェントルマンの M くんだな。
小越先生

ゼン先生：はい、そう思います。ま、
ゼン先生：はい、そう思います。ま、JSPEN の臨床栄養セ

ゼン先生：そうですね。いいなあ、先生にジェントルマン
ゼン先生：そうですね。いいなあ、先生にジェントルマン

ミナーで栄養アセスメントの講義をしてくれる方に、是非、

といってもらえるなんて。

使って欲しいネタです。

小越先生：君は違うタイプの『MAN』だから。いいじゃな
』だから。いいじゃな
小越先生

小越先生：もう終わりだろう、
小越先生：もう終わりだろう、栄養アセスメントの話題は。

いか、いろんなタイプの『MAN』がいて。
』がいて。

ゼン先生：そんなことはありません。実は・・・。
ゼン先生：そんなことはありません。実は・・・。

ゼン先生：わかってます。その
M 先生が、
先生が、CONUT は、どう
ゼン先生

小越先生：なんか、最近、
『実は・・・』が多いんじゃな
小越先生：なんか、最近、

発音するのだ、と私に聞いてきたんですよ。

いか？

小越先生：なるほど、そういう経緯か。
小越先生：なるほど、そういう経緯か。

ゼン先生：確かに、そんな気がしますが、実は、この『ゼ
ゼン先生 確かに、そんな気がしますが、実は、この『ゼ

ゼン先生：しかし、ご存知のように、私も英語は得意では
ゼン先生：しかし、ご存知のように、私も英語は得意では

ン先生の栄養管理講座』の第 2 回で『低栄養の分類として

ありません。辞書に載ってない発音ですから。

はマラスムスとクワシオルコルではもう古い』という話を

小越先生：確かに、辞書には載ってないな。
小越先生：確かに、辞書には載ってないな。

しましたよね。

ゼン先生：そこで、ま、親バカと言われても仕方ないんで
ゼン先生：そこで、ま、親バカと言われても仕方ないんで

小越先生：そうだったな。大事な話だと思ったぞ。
小越先生：そうだったな。大事な話だと思ったぞ。

すが、うちの娘に聞いてみたんですよ。

ゼン先生：あれから、これについて、いろいろ考えてきた
ン先生：あれから、これについて、いろいろ考えてきた

小越先生：確か、通訳の資格も持っているらしいな。
小越先生：確か、通訳の資格も持っているらしいな。

んですよ。マラスムスとクワシオルコルでは古い。そした

ゼン先生：そうです。
ゼン先生：そうです。そうすると、意味はわからないけど、

ら、どうしたらいいんだ？ということで。

普通に CONUT を英語圏の人が発音すると『コナット』だろ

小越先生：あの時の内容で、starvation
starvation-related
小越先生

うという返事だったんですよ。そこで、
うという返事だったんですよ。そこで、M 先生に『コナッ

malnutrition、chronic
chronic disease-related
disease
malnutrition、

ト』だと思いますと返事をしたら、M 先生が全国各地での

acute disease or injury-related
related malnutrition に分ける

講演の時『コナット』という発音を広めた、ということで

というのでいいんじゃないか？

す。

ゼン先生：確かに最初はそう思ったんです。でも、
ゼン先生：確かに最初はそう思ったんです。でも、Jensen

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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の論文をいくつも、詳しく読んでみると、なんか、日本に

小越先生：そのアイデア、
いんじゃないか。inflammation、
小越先生

このまま受け入れるのはよくないんじゃないか、無理があ

炎症という用語を使うほうがわかりやすいし、CRP の数値

るんじゃないか、もっといい分類があるんじゃないか、と

を用いるというアイデアにも賛成だよ。

思うようになりましてね。

ゼン先生：ありがとうございます。考えようによれば、こ
ゼン先生

小越先生：どこが問題なんだ？
小越先生

れらの 3 つの分類のどれも、shortage of nutritional

ゼン先生：あくまで私の意見なんですけど、とお断りして
ゼン先生

intake が元にあるんですが。でも、それに炎症がからまる

おきますが。starvation って、なんとなく、イメージ悪い

とこういう分け方になる、ということではないかと思いま

ですよね。

す。

小越先生：starvation
か、飢餓だな。飢える、という日本
小越先生

小越先生：もちろんだよ。その炎症がある場合は、そちら
小越先生

語もあるな。イメージが悪い？

の治療も並行して実施しなければ栄養状態は改善しない

ゼン先生：食べ物がなくて飢える、とか、戦争や内紛が起
ゼン先生

んだ、というメッセージにもなるんじゃないか？

きている国では、というイメージがありますよね。昔の日

ゼン先生：そう思ってるんです。どういう治療方針をとれ
ゼン先生

本でも、冷害、貧しい、災害、戦、なんかのイメージがつ

ばいいのか、それも考えやすくなると思います。

きまとうんですよ。

小越先生：そうだよな。今、使われている分類では、治療
小越先生

小越先生：そういう意味か。確かに、いいイメージではな
小越先生

方針が考えられないものなあ。

いな。

ゼン先生：ですよね。ということで、栄養障害の分類は、
ゼン先生

ゼン先生：それから、もう一つ気になっている
starvation
ゼン先生

『"shortage of nutritional intake”-related

の意味なんですが、
『胃瘻』の適応のところで考えられて

malnutrition（栄養摂取不足関連低栄養状態』
、
『chronic

いるんですが、食べられない患者に胃瘻を造設する経腸栄

inflammation-related malnutrition（慢性炎症関連低栄

養を説明する時、家族が納得してくれなかったら『餓死さ

養状態）
』、
『acute inflammation-related malnutrition（急

せることになりますよ』なんていう説明する人もいると聞

性炎症関連低栄養状態）
』の 3 つに分類する、という考え

いて、イメージが悪すぎると思ってるんです。starvation

方を提唱することにしました。shortage of nutritional

って、なんとなく、餓死とか、飢えるとか、いいイメージ

intake はカッコでくくろうと思っています。略語も、SIRM、

にはならないでしょう？

CIRM、AIRM ということになり、呼び方も、それぞれ、
『エ

小越先生：なるほどな、わからなくはないな。それで、代
小越先生

ス・アーム』、
『シー・アーム』
、
『エイ・アーム』でどうか

替案があるんだろう？

な、と思っているんです。

ゼン先生：はい。いろいろ考えて、
『starvation』の代わり
ゼン先生

小越先生：なるほど。そこまで考えているんだ。
小越先生

に『shortage of nutritional intake』という使い方をさ

ゼン先生：もちろんです。この数ヶ月間、本当、いろいろ
ゼン先生

せてもらおうかと思いまして。

勉強しました。悩みました。でも、いろいろ考えて、こう

小越先生：なるほど、shortage
of nutritional intake
小越先生

いう考え方を提唱しようと自分の中で決めて、論文として

か。単純な栄養摂取量の不足、という意味だな。いいんじ

書き上げました。

ゃないか。

小越先生：ところでマラスムスとクワシオルコルはどうす
小越先生

ゼン先生：ありがとうございます。それから、Jensen
らの
ゼン先生

るんだ？もう使わないのか？

論文では、炎症を考慮して分類した、ということなんです

ゼン先生：やっぱり、これらの病態は、発展途上国におけ
ゼン先生

が、分類の根拠とする表もあるんですが、CRP の記載もな

る栄養障害の姿なんですよね。ある意味、特殊なものです。

いんです。ま、詳しくは、もうすぐ論文と発表しますので、

現在の日本において、マラスムスとクワシオルコルは存在

それを読んでいただいたらいいんですが。

しない、なんていうつもりはないんですが、もともとのマ

小越先生：ここまで言って、論文を読め！？それではこの
小越先生

ラスムスとクワシオルコルについて詳しく勉強すると、特

『ゼン先生
ゼン先生の栄養管理講座』の読者に申し訳ないだろう。
ゼン先生

に、クワシオルコルは栄養障害の病態としてはちょっと特

もう少し説明しなさいよ。

殊過ぎると思います。だから、これらの特殊な栄養障害を、

ゼン先生：はあ・・・確かに、そうですね。炎症というこ
ゼン先生

現在の成人に転用するというのでは、本当の栄養障害の分

となので、inflammation という用語を使って、chronic

類にはならないと思います。クワシオルコルとマラスムス

disease-related malnutrition は、chronic

は本来の子供の病態に使えばいいと思いますよ。

inflammation-related malnutrition、acute の方は、acute

小越先生：なるほど。いい所というか、大事なところに目
小越先生

inflammation-related malnutrition という用語の方がい

をつけたな、と思うな。今まで、誰も手をつけようとしな

いんじゃないか、理解しやすいんじゃないか、と思いまし

かったのではないかな。

て。それと、分類するためには、どうしても CRP のデータ

ゼン先生：そうですね。私自身も、栄養障害の分類として
ゼン先生

が必要だ、ということにしたんです。

マラスムスとクワシオルコルという枠の中にはめようと
しながら、なんとなく、無理があるな、と感じていました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第５回
marasmic kwashiorkor という中途半端な枠組みも、これで

と思いますよ。

は分類しきれない、そんな気がしていました。

小越先生：JSPEN
に用語委員会ができたと言ってなかった
に用語委員会ができたと言って
小越先生

小越先生：そういうことだ。本当は、そう思っている人が
そう思っている人が
小越先生

か？

多いんじゃないか？

ゼン先生：できましたけど、私は委員ではありませんし、
ゼン先生：できましたけど、私は委員ではありませんし、

ゼン先生：講義なんかで、栄養障害の分類を教える時、マ
ゼン先生：講義なんかで、栄養障害の分類を教える時、マ

別の目的で作られた委員会のようですから。こういう内容

ラスムスは protein-energy
energy malnutrition で胃全摘の患者

を議論するつもりはないだろうと思います。

さんや食道癌の患者さん、クワシオルコルは急性期で炎症

小越先生：そうか。それじゃあ無理だな。でも、君はちゃ
小越先生：そうか。それじゃあ無理だな。でも、君はちゃ

所見が高度なために生体がタンパク質を利用しにくい患

んと論文にしておかなくては、な。

者さん、という風に自分を納得させながら分類している、

ゼン先生：書きましたよ、ちゃんと。提言という形で、で
ゼン先生：書きましたよ、ちゃんと。提言という形で、で

という気持ちがありました。

きるだけ早く掲載してくれとお願いしました。

小越先生：確かに、そうかもしれんな。みんな、同じこと
小越先生：確かに、そうかもしれんな。みんな、同じこと

小越先生：JSPEN
の静脈経腸栄養に投稿したんじゃないの
小越先生

を考えていたんじゃないか？

か？

ゼン先生：クワシオルコルは赤毛の子供という意味があっ
ゼン先生：クワシオルコルは赤毛の子供という意味があっ

ゼン先生：あれは、残念ながら、特集記事が中心で、原著
ゼン先生：あれは、残念ながら、特集記事が中心で、原著

て、2 番目の子供が生まれると、その子に母乳が使われる
その子に母乳が使われる

論文は、査読はちゃんとしていますが、掲載までに時間が

ために、上の子供はたんぱく質の少ない食事にさせられる。

かかりすぎます。私の、去年、金沢での JSPEN で発表した

そのために著明なタンパク質不足になって、このクワシオ

脂肪乳剤の側注の論文なんて、採用決定が決まってから掲

ルコルという状態になる。そういう説明を、ちゃんと勉強

載までに 1 年かかってて、まだ出版されてませんし。

しているんだぞ、知っているんだぞ、ということを示すた

小越先生：それは遅いな。遅すぎると言ってもいいかもし
小越先生：それは遅いな。遅すぎると言ってもいいかもし

めにしゃべっていたような感じがします。実際には診たこ

れない。

とはないんですからね。

ゼン先生：確かに、遅すぎますよね。この栄養障害の分類
ゼン先生：確かに、遅すぎますよね。この栄養障害の分類

小越先生：なるほど、本音だよな、それが。
小越先生：なるほど、本音だよな、それが。

の論文を提出したら、査読で 2 ケ月以上、掲載までに 1 年

ゼン先生：今回、私がこの分類方法を新しく作りました、
ゼン先生：今回、私がこの分類方法を新しく作りました、

ということになると、来年の JSPEN はとっくに終わってい

ということで提唱しましたが、これに対して、いろんな議

ることになりますから。とにかく、早く世に出したいんで
ることになりますから。とにかく、早く

論が出てきて、みんなが納得する栄養障害の分類が決まれ

す。

ばいいですよね。

小越先生：この論文は原著論文ではないよな。
小越先生：この論文は原著論文ではないよな。

小越先生：そうだな。まずは、君が提唱して、それに対し
小越先生：そうだな。まずは、君が提唱して、それに対し

ゼン先生：もちろんです。
ゼン先生：もちろんです。これは、あくまで、私の『意見』

て、意見をもらおう、ということだな。

ですから。それを、読んでくれた方々がどう判断してくれ

ゼン先生：そうなんですよ。ま、これからどういうことに
ゼン先生：そうなんですよ。ま、これからどういうことに

るか、ということになります。だから、早く形にして世に

なるのかもわかりませんし、私如き人間が、個人として提

出したいんです。

唱することの意味なんかも考えます。

小越先生：今まで、日本では、ほとんど誰も考えてこなか
小越先生：今まで、日本では、ほとんど誰も考えてこなか

小越先生：でも、ODA
だって君が提唱して、そのまま、広
小越先生

った内容だから、受け入れてくれる人が多いと思うけどな。

く教科書の中でも使われているじゃないか。

ゼン先生：ま、私の意見を活字にさせてもらって、それを
ゼン先生：ま、私の意見を活字にさせてもらって、それを

ゼン先生：あれは、TNT-C
という、アボットジャパンのプ
ゼン先生

読んでいただいて、いろいろ議論できるきっかけを作る、

ロジェクトに乗ったから、広がりやすかったんじゃないか

という意味はあると思っています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第５回
小越先生：そうだな。誰かが先鞭をつけるべき領域だった
小越先生

ゼン先生：そうですね。それを期待しながら待つことにし
ゼン先生

と思うから、きっと、世の中が動き出すと思うよ。

ます。

↑来年の JSPEN の会場とポスターです。神戸国際会議場、神戸国際展示場、神戸ポートピアホテルです。広い会場です。ポス
ターは、構図の関係でバラバラにしています。右上の図柄がメインです。覚えておいてください。

【今回のまとめ】
1. 来年の第 30 回 JSPEN は、平成 27 年(2015 年)2 月 12 日、13
日、13 日に神戸で開催します。準備中
です。ポスターももちろん新しくなっていますので、よろしくお願いします。
2. 栄養評価指標の CONUT は、『コニュート』と発音してください。COntrolling
は、『コニュート』と発音してください。COntrolling NUTritional
status の略語ですから。『ニュート』は『ニュートリション』の『ニュート』です。
3. 栄養障害の新しい分類を提案します。”
栄養障害の新しい分類を提案します。”shortage
shortage of nutritional intake”
intake”-related
malnutrition、
malnutrition、chronic
chronic inflammationinflammation-related malnutrition、
malnutrition、acute inflammationinflammation-related
malnutrition の 3 つです。
4. マラスムスとクワシオルコルは、それぞれのもとの病態に対して使うようにすればいいと思
います。
5. A.S.P.E.N.や
A.S.P.E.N.や ESPEN の分類は、炎症を考慮しているということですが、それはあまり生かさ
れていないと思います。だから、日本独自の分類にしてもいいかな、と思いまして。ご意見
をお待ちしております。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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