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『本気で ONS をやるなら、
もっと正確に食事摂取量を評価しなければならないのでは？』
新コロによる自粛がほとんど解除になり、元の生活に戻
そう、そんな動きは始まっています。しかし、そう簡単に
元に戻れるはずがありません。新コロのリスクがなくなっ
たのではないので。気持ちも元には戻れません。いつにな
れば、気持ちも生活も元に戻れるのでしょう。自分の「気
持ちの持ちよう」なのでしょうが、
「うつ」になっている人
が多いと思います。「コロナ鬱」。私自身もなんとなく気合
が入らない、でも、このままではいけない、そんな思いで
過ごしています。
給付金 10 万円は届きました。アベノマスクも届きました。
でも、マスクはいりません。使えないような代物ですから。
アベノマスクを寄付してください、食事代をタダにします、
温泉入浴料をタダにします、などの動きもあります。何の
ための 466 億円？いや 260 億円？この 200 億円の差はどう
いうこと？200 万円ではないのです。政府として、こんな
いい加減な金使いをしていいのですか。政府のやることな
すこと、
「国民のため」と考えていないでしょう。国として
のレベルが下がっていることの証明ですね。

↑1 枚目の写真は、明るい、雄大な景色を出させていただきま
す。コロナ禍で気持ちまで暗くなりがちですから。太平洋が広
がっています。亀田総合病院の管理栄養士、上田祐菜さんに送
っていただきました。
「当院から見える、千葉県内最大規模とな
るシニアレジデンス（有料老人ホーム）の建設中の写真です。
高齢者が介護が必要になっても安心して暮らせる”終の棲家”
となるよう、当院が医療や介護面でサポートしていく予定のよ
うです。(左奥の建物です)」とのことです。上田さんは「うえ
だ」ではなく「うえた」です。

6 月 1 日より千里金蘭大学食物栄養学科の講義「臨床医
学」が始まりました。例年より広い教室に、座席と座席の
間隔を広くとって座って、全員マスク。入室時にはアルコ
ール消毒。私語禁止。講師はマスクをして講義。マスクを
して 90 分間講義をすると息切れします。4 月、5 月は自宅
で自習だったので、講義の代わりに、小テストの問題と解
答を 7 回分渡しておきました。講義再開の最初に試験をし
ました。予想より出来が良かった！結構勉強してきていま
した。少々驚き。こんな時に家では勉強しないだろう・・・
失礼な予想でした。ごめんなさい。その後の講義は、座席
と座席の間が広いので私語ができません。静かに聞いてく
れています。しかし 7 月で前期が終わります。臨床医学が
管理栄養士にも必要なんだ、それを自覚してくれるよう、

↑【ゴーヤ：その 1】八尾徳洲会総合病院の大里先生からの写
真です。先月号にゴーヤの成長がものすごく速いと写真で説明
しました。その後の成長の写真です。お嬢ちゃんとの比較の写
真（左端）を送っていただきました。お嬢ちゃんの写真を掲載
してもいいですか？と尋ねたら、お姉ちゃんの写真も、と送っ
ていただきました。かわいい！！！2 人とも本当にかわいい！7
週後にはゴーヤはもうベランダまで届いているとのことです。
すごい！実もなっています。左上の写真は、4 週後のパッショ
ンフルーツの花です。

↑千里金蘭大学の講義の部屋。3 密を避けるため、間隔をとっ
て座るよう、席が決められています。みなさん、マスクも着用、
当然ですが。ところで、漢字「密」
、書けますか？「はちみつ」
の「蜜」との違いは？「山」と「虫」の違いです。

↑【ゴーヤ：その 2】
「昨日（6 月 27 日）
、ゴーヤを収穫しまし
たので写真を送らせていただきます。3 本収穫して、そのうち 2
本は 30cm まで成長していました。グリーンカーテンもベランダ
まで届き、植えた当初に思っていたよりも立派なものができま
した。自粛生活で欠かさず水やりができたことが良かったよう
です。日々の努力が報われる事例の 1 つとして満足感がありま
した。仕事面でも同じことだと思い、この気持ちを大切にして
いきたいと思います。大里恭章」元気が出る、いい話ですね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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興味をもって聞いてくれそうな講義をしようと心がけてい
ます。どうせ、私の講義の評価は平均以下になるでしょう
けど。しかし、静脈栄養や経腸栄養の話をした日、講義を
終えて階段を下りていると、一人の学生がそばへ来て、今
日の講義の内容は管理栄養士にも必要だと思うのでもっと
話してください、と言ってくれました。うれしかった。そ
う、管理栄養士には静脈栄養、経腸栄養も必要なんですよ。
東京の星薬科大学の臨床栄養学の講義は、すべてウェブ。
PPT に声を吹き込んでビデオを作成しました。90 分、5 回
分。吹き込むのは大変でした。パソコンの画面に向かって
しゃべる、なんか、面白くないし、やりにくい。でも、仕

↑先月号、富山の宮崎くんからの殿様蛙の写真ですが、5 匹で
はないかと記載したら、9 匹だとのことです。赤丸で示してい
ますが、わからないですよね。拡大して確認してください。

方ありません。学生さん達、どのように感じてくれている
でしょう。90 分間、5 回の講義で、臨床栄養の重要性を理
解して欲しい。栄養アセスメント、経腸栄養、静脈栄養、
在宅栄養。一人でも理解してくれたらうれしい、そのくら
いのつもりでビデオを作成しました。
そのほかは、木曜日に東宝塚さとう病院へ行っているだ
け。家と大学の往復だけの生活が続いています。学会、研
究会、セミナー、講演会、何もないので、どこへも行けま
せん。本当におとなしく生活しています。何をしている？
まあ、いろいろやっています。この自粛期間中に、いくつ
か論文を書きました。実験の論文を数編書きました。これ
まで、なかなか完成させる余裕がなかったのですが、ある

↑東宝塚さとう病院の入り口にある、体温測定器。写真を撮り
に行ったら、ちょうど松田先生が検温中だったのです。36.5℃
でした。右は私。36.2℃でした。私よりも松田先生が熱く生き
ておられることを実感しました。私ももっと熱く生きよう！

意味、時間ができたのです。この年になって論文を書く？トウモロコシの食べ方のアンケート調査も集計を終え、私なり
の感想を加えて論文？にしました。9 月発刊の Medical Nutritionist of PEN Leaders に「閑話休題」として掲載します。
お楽しみに。
9 月に熊本で開催予定だったリーダーズ学術集会、開催すべきか、についてのアンケート調査を実施しました。380 名に
メールを送って意見を募集。わずか 4 日間で 233 名より返事をいただきました（回収率 61.3%）
。4 日間です。すごい！「わ
からない」が 18%、「開催する」が 12.5%、「開催しない」が 69.5%。さまざまな意見も書いていただきました。「わからな
い」を除いて計算すると「開催しない」が 84.8%でしたので、開催しないことに決めました。苦渋の決断、仕方ありませ
ん。今年は 3 月の開催予定も延期し、9 月も延期・・・意気地なし？ではないですね。やはり慎重であるべきです。新コ

↑アベノマスクです。6 月 2 日に「届きました！ゼン先生の栄
養管理講座に出してください。
」と栗山先生が写真を撮って送っ
てくれました。上の、ふつうのマスクとの比較写真まで送って
くれました。私の所に届いたのは、その 2 週間後でした。明ら
かに小さい。こんなのを日本の全家庭に送り、それに 260 億円
使った。何を考えているんだ。国民はもっと怒るべきでしょう。
日本国民はおとなしい。大人だ。韓国なら内閣総辞職でしょう。
内閣支持率がまだ 30%以上もあるなんて、信じられない。

↑マスクを寄付するとお風呂の入浴料無料。左は神戸の温泉で
す。右は故郷の「八幡浜黒湯温泉、みなと湯」のものです。ネ
ットで検索。実は、テレビでも放映されていたんです。この温
泉、1 度行きましたが、私の伊方町の「亀が池温泉」のほうが
私は好きです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑鹿児島県鹿屋市の池田病院の写真です。いやあ、うれしい写
真です。ありがとうございます。元気に NST 活動をやっている
ことがわかります。ゼン先生の栄養管理講座に出す写真とし
て、こんな演出までしてくれて・・・うれしい！ありがとうご
ざいます。かんぱち食べに行きたいです。

ロが落ち着いてくれないとどうしようもありません。来年
の 3 月には神戸で第 11 回を、9 月には熊本で第 12 回を開催
できますように、と祈るだけです。

第７９回

↑「右は鹿屋の名物であるカンパチ（カンパチロウ：鹿屋市の
職員です。くまモンとは見かけがだいぶ違いますが、こちらの
イベントには引っ張りだこです）の写真です。左の瓶は、大隅
半島にある焼酎酒造からいただいた消毒用アルコールです。も
ったいなくて、まだ使ってません。
」と田中先生からのメールに
記載されていました。

6 月 24 日にはアボットジャパンニュートリションライブ
セミナーでウェブ講演。講演の機会もなくなっているので、
ありがたいことです。企画してくださったアボットジャパ
ンの山本さん、末松さん、ありがとうございます。近畿地
区に限定したウェブセミナーだったようですが、近畿地区
から少しずつ全国に広がっていたので、私自身もメールで
全国の仲間に知らせました。400 名ほどがウェブで講演を聞
いてくれたようです。全国版だったらもう少し聞いてくれ
る人が多かったのでしょうが、社内事情？なら仕方ありま
せん。タイトルは「経腸栄養の新時代～臨床栄養スペシャ

↑鹿屋バラ園の写真。ちょうどバラの花が見ごろの時期はコロ
ナの影響で閉園だったということです。残念！

リストに求められるもの～」。私の考えをいろいろ話しまし
た。
「勝手なことを言ってやがる」そう思われた方も多かっ
た？ウェブ講演ももっと利用するべきですね。なんとかし
て機会を作りたいと思っています。その際はよろしく。

↑田中先生が送ってくれた写真。
「先日桜島の火山灰が不思議な
雲みたいに見えたので写真を撮りました。 すごく遠くまで飛ん
で行きます。」とのことです。へええ。火山灰？すごい！スケー
ルが違う！

↑アボットジャパンニュートリションライブセミナー。1 枚目
のスライドは、Medical Nutritionist のロゴを張り付けたマス
クで出演しようと思って、工夫しました。バッジの写真を撮影
して印刷⇒カラーコピーを繰り返してちょうどいい大きさに縮
小⇒切り抜く⇒接着剤で張り付ける⇒マスクをしてタイマーで
自分を撮影する・・・。こういうマスク、リーダーズで作って
販売する？次の学術集会で配る？私と同じようにしたら作れま
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：先生、新コロの自粛が解除になって世間は動き出し

ゼン先生：ハンドクリームの売り上げが上がっているという話

ましたが、私はなかなか思うようには動けません。

も聞いています。

小越先生：そりゃそうだろう。予防法、治療法が確立していな

小越先生：強迫的になっている人もいるだろうが、とにかく不

いし、新コロの性質だってわかっていないんだから。

潔にならないようにすることだ。

ゼン先生：本当にそうです。医師として、無力感を感じていま

ゼン先生：その清潔と不潔っていう単語ですが、医療上の不潔

す。

って、使い方を間違うといやな気持になりますね。

小越先生：まあ仕方ないことだ。

小越先生：うん？そうだな。不潔って、いやな表現だろう、一

ゼン先生：でも、新コロ対策も重要ですが、新コロ以外の医療

般の方には。

が疎かになってはいけませんよね。
小越先生：もちろんだ。それは本当に大事だ。日本の新コロに
よる死者は何人になっている？
ゼン先生：まだ 1000 人にはなっていません。
小越先生：2 月からとして 5 か月で 1000 人か。少ないと言って
はいけないだろうが、日本で 1 年間に亡くなる人の数は約 130
万人。1 日で約 3500 人、5 か月なら約 50 万人が亡くなっている。
ゼン先生：そう考えると、新コロによる死者数は少ない、とな
るんでしょうね。
小越先生：まあそうだが・・・。いろいろな病気があるんだか
ら、そっちが疎かになってはいけないな。
ゼン先生：本当に医療全体への影響も大きいです。受診差し控

↑阪大工学部の生協食堂。孤食です。衝立で仕切られているし、隣に
も座れません。

えもありますから。
小越先生：そうだな。影響は非常に大きい。我々の気持ちや考
え方に関する影響もな。
ゼン先生：そう思います。今、コロナ禍の時期に NST がどのよ
うに活動したのか、についてのアンケート調査を実施していま
す。
小越先生：大事な仕事だな。NST 活動も苦労したはずだ。早く
集計して発表してくれよ。
ゼン先生：もちろんです。こういう仕事は本当に大事だと思い
ます。
小越先生：君の負担は相当大きいだろうけどな。
ゼン先生：といってもメールでお願いして、メールで返事をい

↑ここまでやる？と思ったりしますが、ま、やるならここまでやるべき
でしょうかねえ。

ただいているだけなんです。回答していただいた方には、お礼
メールを送っています。その手間だけです。大事な情報をもら
っているんですから、こっちもそれにきちんと対応させてもら
わなくては、と思っています。
小越先生：その心がけがあるから、アンケート調査にも協力し
てくれるんだろう。
ゼン先生：そうですね。
小越先生：君自身の生活にもいろいろ影響しているだろう？
ゼン先生：なんか、清潔感というか、手洗いの回数がものすご
く増えました。
小越先生：そういう影響もあるな。手荒れを気にする人も多く
なっているだろうな。

↑私の昼飯。キャベツサラダ、冷奴、温泉卵、鰈の煮つけ（骨まで食
べられる）、なんとかの煮物？スープ？孤食です。向かいの席に誰か
が座る、衝立一つ隔てるだけ、なんか、変な感じ。
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：我々だってそうですよ。不潔な人、なんて言われた

小越先生：とにかく中途半端な表現になってしまったな。一般

くないです。

的な考え方と医療者の考え方は違う、そういうことだ。

小越先生：ハハハ、確かに。

ゼン先生：そのあたりにしておきましょう。

ゼン先生：清潔感のある人、そうありたいです。

小越先生：ほかに新コロに関するネタはないのか？

小越先生：それは雰囲気での表現だけど、医療上の清潔は相当

ゼン先生：そうそう、この間、歯の治療に阪大の歯学部へ行っ

気を使う必要がある。特に手術の時は清潔野以外は不潔と言う。

たんです。研究室から歩いて 15 分ほどの距離です。歯学部に着

手術野に汗が落ちると「不潔だ！」と言うから。

く前にマスクをして来なかったことに気付きましてね。

ゼン先生：その通りです。髪の毛が 1 本落ちても不潔です。

小越先生：そりゃあダメだ。マスクを取りに研究室に戻ったん

小越先生：汗が落ちても不潔となるけど、君なんか、「オレの

だろう？

汗は不潔じゃない」なんて言っていたんじゃないか？
ゼン先生：冗談で言ったことはあるかもしれませんが、ちゃん
と、その部分を消毒したはずです。
小越先生：ハハハ。医学でいう「清潔」は「菌が全く存在しな
いこと」を意味している。だから、世の中のほとんどは「不潔」
なんだよ。
ゼン先生：確かに、世の中のほとんどは不潔！となりますね。
小越先生：しかし、本当は、その不潔の程度にいろいろある。
ゼン先生：不潔の程度にいろいろある、ではなくて、清潔の程
度にいろいろある、のほうがいいでしょう。
小越先生：ビミョーな表現になるぞ、これは。
ゼン先生：突き詰めようとするほうが無理ですよ。だって、石

↑阪大のクジラ食堂の入り口。階段もこれだけの間隔、入り口も、料
理をもらう時も、離れて、離れて！

鹸で一生懸命手を洗っても、「菌がまったく存在しない」状態
にはならないので医学的には不潔です。
小越先生：本当だ。手術前には消毒薬を使って手洗いするけど、
あれでも清潔とは言わない。滅菌手袋をして初めて清潔となる。
ゼン先生：手術中に手袋にちょっとした穴が開いても、不潔に
なった、となります。
小越先生：そうだな。
ゼン先生：しっかり手洗いすれば「一般的な清潔」になるとい
う判断でいいでしょう。
小越先生：一般的な清潔か・・むずかしい。英語では clean。不

↑くじら食堂は、工学部の生協に比べると、対応はゆるいかも。しか
し、フェイスシールドとマスクの女性が見回っていて、食事を終えた
人がいなくなると、すぐに椅子とテーブルをアルコール消毒していま
す。ウイルスを持っているかもしれませんからね。

潔は dirty。しかし、一般的な清潔は clean と言ってはいけない
んだろう？
ゼン先生：ダメです。
小越先生：だから難しい、表現が微妙なんだよ。
ゼン先生：不潔と清潔の間の表現ってあるんですか？
小越先生：手術の汚染度の分類があるだろう。
ゼン先生：あります。清潔：clean、準清潔：clean-contaminated、
不潔：contaminated、汚染・感染：dirty-infected です。
小越先生：それを一般社会にあてはめるのも無理だな。
ゼン先生：やっぱり、この話はここでやめましょう。手洗いし
ていない手は不潔？いや「不潔」とは言いたくないですね。「清
潔ではない」のほうがいいような気がします。でも、それもお
かしい。「一般的な清潔」と言いたいです。

↑阪大の微生物研究所付近にある、もう一つの生協食堂。ここも同じ
ように孤食。アルコール消毒を持った女性が見回り。私が座っていた
椅子と机、念入りに消毒してくれたと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：そんなことをしたら予約時刻に間に合いません。往

小越先生：喜んでくれた人が多かったと思うよ。ところで君の

復で 20 分以上かかります。だから、歯学部付属病院は、当然マ

講演内容で、今日の話題にできるのはないのか？

スクを販売しているはずだと思ってそのまま病院に入りました。

ゼン先生：いろいろしゃべったんですが、ONS はどうでしょう。

そうすると、問診票を書かされ、体温を測定され、マスクを着

小越先生：ONS、oral nutritional supplement か。日本語は何だっ

用してください、と言われたんです。すみません、忘れたんで

たかな。

す。どこで購入できますか？と聞いたら、売っていません、と

ゼン先生：その英語なら経口栄養補助剤か、経口栄養補助食品

いう返事。それは困ります。どうしたらいいんですか？と聞く

でしょう。

と、ハンカチで鼻と口をカバーしてください、と言われました。

小越先生：別の英語もあるのか？

待合室にも入れない。なんか、悪いことをしているような感じ。

ゼン先生：あります。Oral nutritional supplementation で、経口的

論文を読もうと思って印刷した A4 の紙を持っていたので、そ

栄養補助法とでも訳しますか。

れで鼻と口を隠すようにして診察を待ったんです。

小越先生：なるほど。栄養管理法の一つという考え方だな。

小越先生：そうか、それは困っただろう？

ゼン先生：そうです。栄養管理法を経口栄養、経腸栄養、静脈

ゼン先生：困りましたよ。どうしようもないんですから。ハン

栄養と明確に分けようという話もしたのですが、その経口栄養

カチで鼻と口を押える？そんなことできませんよ。待合室に入

の中の一つの方法です。

れないので、廊下でうろうろしていました。やっと診察が始ま

小越先生：講演ではエンシュア H を使えと言ったんだろう？

って、治療をしてもらっている補綴科の池邉教授にこの話をし

ゼン先生：使え、なんて言えません。いろいろな味があるので

たら「患者目線ではなかったですね。気づきませんでした。」

使いやすい、とは言いました。

と言われました。池邉先生にマスクを 1 枚もらったので、治療

小越先生：高濃度だから 1kcal/mL 製剤よりも少しの量でたくさ

が終わってから、会計を待つことができました。15 分以上待っ

んのカロリーが飲める、とは言ったんだろう？

たので、マスクがなかったら大変だったはずです。来月の診察

ゼン先生：言いましたが。先生、日本語が・・・。

の時には、マスクの自動販売機が病院の入口に置かれていると

小越先生：日本語？

思います。

ゼン先生：高濃度ではなく、高エネルギー密度だからたくさん

小越先生：それは大事なことだ。病院の対応として。

のエネルギーを摂取できる、です。

ゼン先生：東宝塚さとう病院は、ちゃんと、マスクの自動販売

小越先生：カロリーをエネルギーに言い換えるというのは聞い

機を玄関に置いています。

ていたけど、高濃度はダメなのか？

小越先生：当然だよ。君は阪大歯学部に対して、文句を言うク

ゼン先生：濃度は溶液中の溶質の割合です。モル濃度とか質量

レーマーじゃなくて、いいことをしたんじゃないか？

パーセント濃度などです。kcal/mL だからエネルギー密度です。

ゼン先生：そう思っていますが・・・。

高エネルギー密度製剤というべきです。

小越先生：ところで、今日は臨床栄養の話題はないのか？

小越先生：なるほど。ずっと高濃度、高濃度と言ってきたけど、

ゼン先生：そうですね・・・医療者の興味も栄養どころではな

そう言われるとそうだな。

い、そんな感じなので・・・。

ゼン先生：見直すと間違っていることはたくさんあります。

小越先生：しかし、さっき、新コロ以外の医療が疎かになって

小越先生：そうかもな。ところで、ONS は有効だからどんどん

はいけないという話をしたじゃないか。

やりなさい、そういう話をしたんだろう？

ゼン先生：そうですね。NST のアンケート調査はまだ集計して

ゼン先生：アボットはそう言って欲しかったんでしょうが・・・。

いませんが、パラパラと見ると、NST 回診と検討会はなんとか
して実施していますが、勉強会はほとんどの施設で開催してい
ませんでした。
小越先生：そうか。勉強会は省略されてしまうのか？
ゼン先生：そうですね。自分で勉強しなさい、でしょう。
小越先生：だとすると、アボットジャパンのウェブ講演会を喜
んでくれた人が多かったんじゃないか？勉強に飢えているんじ
ゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。何人か、感想をメールで送っ
てくれました。

↑これ、何カロリー？と思って手で持ち上げて熱量を見ようとしたの
ですが、その時は見えず。底に貼ってありました。412kcal なので、
買わないようにしようと思ったのですが、しかし、手にしてしまった
ので結局買いました。コロナ問題で、一度手にすると戻しにくいです
よね。熱量は、持ちあげなくても見える場所に示してください。
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：また別の表現をしたのか？

小越先生：またダイエットやっているのか？何年も前からやっ

ゼン先生：そうです。別の表現です。「基本的に私は ONS の効

ているのに、効果が出ていないだろう。

果について懐疑的かもしれない」です。

ゼン先生：それは言わないでください。心がけていないと、ど

小越先生：微妙な表現だな。アボットは困ったんじゃないか？

んどん体重が増えます。がんばっているから、体重が減らなく

ゼン先生：正直に自分が考えていることを言ったんです。これ

ても増えていないんです。本当、余計なことを言う・・・・。

までずっと「食欲がない患者に、なぜ、エンシュアを飲まそう

小越先生：すまんな。そんなにうまいのか？でも値段が高いだ

とするのだろう」と言ってきましたので。

ろう。

小越先生：それは、食欲がない患者を診たらエンシュアでも飲

ゼン先生：うまいです。価格がどうなっているのか、それは、

ませておけばいい、単純に、そして安易に、そうとしか考えて

また、調べておきますが。

いない医師に対する皮肉だろう？

小越先生：そうだな。一般飲料だったら、患者さんに買っても

ゼン先生：それもありますが、 やっぱり、患者さんが飲みたい

らえばいいことだ。

もの、食べたいものを食べられるようにしてあげたい、そうい

ゼン先生：病院では給食から提供することになります。食事療

う意味です。エンシュアが好きな患者さんが飲むのは、いいと

養費との兼ね合いです。実際には患者さんが自分で買って飲ん

思います。東宝塚さとう病院で栄養回診をしているんですが、

でもいいんですけどね。

エネーボを 6 缶、飲んでいる患者さんがいます。

小越先生：そこで医薬品を使えばいい、そうなるんだ。

小越先生：へええ。エネーボを 6 缶も。

ゼン先生：そうです。そういう場合に医薬品のエンシュア H は

ゼン先生：なかなか食事が進まないので ONS としてエネーボを

有利だ、そんな話になります。

処方したら、非常に良く飲んでくれているんです。

小越先生：だからエンシュア H を使えと言ったんだな。

小越先生：なるほど。エネーボの味がその患者さんの好みに合

ゼン先生：正直、微妙な表現だったのかもしれません。はっき

っているんだな。

りとは推奨していませんが、いろいろな味があるから、とは言

ゼン先生：そう思います。各企業が ONS を推進していますが、

いました。

それは、NST が経口栄養に非常に力が入っているからもひとつ

小越先生：それは大事だよ。taste fatigue という問題もあるから

の理由だと思います。経腸栄養が減っていますから。

な。

小越先生：胃瘻患者が減っているんだろう？

ゼン先生：taste fatigue？

ゼン先生：そうです。胃瘻患者には SEN、という話はしました。

小越先生：同じ味だと飽きて飲む気がなくなるという意味だよ。

小越先生：エスイーエヌだな。それは知っている。

ゼン先生：それです。コーヒー味に飽きたら抹茶味、次はバナ

ゼン先生：確かに企業は ONS に力を入れています。企業は、今

ナ味、メロン味、黒糖味、そしてスタンダードのバニラ味、ス

流行りのサルコペニア、フレイルを考えて、いろいろ ONS キャ

トロベリー味、という感じです。

ンペーンをしています。経腸栄養の話はほとんどありません。
小越先生：味もよくなっているんだろう？
ゼン先生：そうですね。なかなかうまい製品もあります。
小越先生：濃厚流動食がうまい？
ゼン先生：はい。一般飲料的な感じで開発しているんでしょう。
小越先生：一般飲料か。コンビニやスーパーで売っている製品
だ。
ゼン先生：そんな感じです。いろいろありますが、私はクリニ
コのリハタイムゼリーは非常にうまいと思います。
小越先生：ここでそんな製品名を出していいのか？
ゼン先生：いいでしょう、利益相反もありませんし、本当にう
まいと実感していますから。
小越先生：まあいいだろう。他の企業の製品も飲んでみたらど
うだ？
ゼン先生：ダイエット中ですから、いろいろ飲む？それはでき
ません。

↑ONS としてお薦めする経腸栄養剤と濃厚流動食の例。あくまで「例」
です。一応、私、全部、飲んだことがありますし、味もわかっていま
す。好きなのは、エンシュア H ならバナナ味、エンシュアリキッドな
らコーヒー味。エネーボはバニラ味しかありませんが、いけます。リ
ハタイムゼリーは、どれもうまい。もちろん、私の好みです。しかし、
どれでも飲めるんでしょう？と言われたら、どれをお薦めしても、あ
まり意味がないかも・・・。

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：しかしな、エンシュア H の 7 つの味を全部、採用し

小越先生：そうなのか？

ている病院なんてないだろう。

ゼン先生：管理栄養士は研究としてはやっているでしょうが、

ゼン先生：そこが問題です。でも、院外処方なら７つの味を処

ルーチンに評価している施設ってないんじゃないでしょうか。

方できますが・・・。

小越先生：必要ないんだろうな。

小越先生：それはそうだ。それに、外来での ONS は医薬品のほ

ゼン先生：そう簡単に言い切らないでください。

うが安上がりだな、患者の支払いは。

小越先生：何か方法があるのか？ないだろう？

ゼン先生：そうです。しかし、病院内では食品の濃厚流動食が、

ゼン先生：東宝塚さとう病院で、食べた食事の重量から喫食量

家では医薬品の経腸栄養剤が、支払いの面では有利だって、お

を評価するという研究をやりました。

かしいでしょう。

小越先生：重さで判断する？食物によってエネルギー密度って

小越先生：よく考えると、確かにおかしい。家では食品の濃厚

違うだろう？キャベツ 100g とステーキ 100g のエネルギー量は

流動食を購入して飲んでもらえばいいんだよ。病院内では医薬

違うだろう。それなのに、まとめて重量を測定して何カロリー

品を、と本来はなるべきだな。診療報酬制度の盲点かもしれな

食べたって評価できるのか？

いな。

ゼン先生：先生もそう思うでしょう？全くの素人の発想だと言

ゼン先生：そこのところはよくわかりません。在宅医療をやっ

われました。

ておられる方々は診療報酬制度は詳しいですね。

小越先生：誰に？

小越先生：確かに、経営者になると厳しい考え方をしなければ

ゼン先生：もちろん、管理栄養士にです。

ならないよ。

小越先生：だろうな。

ゼン先生：そうですね。味の話に戻りますが、経腸栄養剤は甘

ゼン先生：でも、比較的簡便に、正確に食事摂取量を評価する

すぎるという患者さんが多いんです。

方法って思いつかないでしょう？日本中の管理栄養士も考えて

小越先生：確かに、そういう患者の声はよく聞く。成分を考え

くれていないように思います。東宝塚さとう病院の看護師さん、

たら仕方ない部分もあるけど。

管理栄養士と相談して、とにかくやってみようとなったんです。

ゼン先生：冷やしたり、凍らせたりしている患者さんもいます。

小越先生：実際にやったのか？

小越先生：いろいろ工夫しているってことだ。

ゼン先生：やりました。かなり正確に評価できるという結果で

ゼン先生：しかし、ONS で大事なのは、どのくらい飲んでもら

した。

うか、なんですが、食事摂取量の評価はちゃんとできているん

小越先生：へええ。

でしょうか。

ゼン先生：研究なので、それぞれの食器の重量を計っておいて、

小越先生：食事摂取量って、どうやって評価しているんだ？看

食べる前と食べる後で重量を測定して基準としました。そして、

護師さんが見た目で判断しているんだろう？

全体としての重量を測定したのと比較しました。大変だったと

ゼン先生：ふつうはそうですね。主食何割、副食何割、とカル

思います。それをエネルギーとして換算したら、3 食で検討す

テに記載されています。

ると、かなり正確に評価できるとわかりました。

小越先生：食事摂取量を評価して、足りない分を ONS で補う、

小越先生：面白いじゃないか。

これが正しい方法だろう。

ゼン先生：でも、なかなかルーチンにはできないようです。

ゼン先生：そうです。ONS として飲んでいる量はある程度は正

小越先生：そうか。

確に判断できます。

ゼン先生：3 食の重さが A グラムで 2000kcal、食べた量が B グ

小越先生：そりゃあそうだろう。しかし、きちんとした栄養管

ラムなら、B グラム割る A グラム×2000kcal で数値として計算

理法とするなら、食事摂取量をもっと正確に評価する必要があ

できるんですけど。まあ、食材、料理によってエネルギー密度

るな。

が違いますから、管理栄養士にばかにされるでしょうね。

ゼン先生：そうなんです。管理栄養士ならかなり正確に評価で

小越先生：・・・・

きるんでしょうね。

ゼン先生：でも、必要な患者には、もっと正確に喫食量を評価

小越先生：しかし、たくさんの患者の食事摂取量を管理栄養士

できるようにして欲しいんですよ。看護師さんの見た目での主

が評価するなんて、できないだろう。マンパワーとして、どう

食何割、副食何割でいいんだと言われたらそこまでですが・・・。

考えても無理だぞ。

そういう努力というか、検討もされていないようだし・・・。

ゼン先生：それに、そこまで正確に食事摂取量を評価しなけれ
ば、という考え方もしていないでしょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑有馬街道温泉すずらんの湯。日帰り温泉。好きな温泉でした。コロ
ナで休んでいたのですが、突然、閉店になっていました。寂しいです
が、仕方ないですね。いい温泉でしたが。

第７９回

↑カラスです。数も多いけど、態度が傲慢。近くへ行っても逃げませ
ん。下の写真は車から撮影。逃げません。そのまま突き進んだら、よ
けてくれました。自粛で家庭ゴミが増えている。それに伴ってカラス
が増えている。

【今回のまとめ】
1. 新型コロナウイルス感染症、まだまだ終息しません。早く終息してくれと祈るばかりです。自分としてでき
ることをしましょう。
2. 9 月に予定していた熊本でのリーダーズ学術集会の開催は見送りました。やはり、この時点で開催に踏み切
るのは無理です。来年の 3 月に神戸で第 11 回、9 月に熊本で第 12 回の学術集会を開催する予定です。その
際は、是非、参加してください。
3. 久しぶりに講演させていただきました。ウェブ講演会でしたが、400 人ほどは聴講してくれたようです。私
の勝手な意見を述べさせていただいたのですが、それに対する批判などで議論できたらうれしいですね。
4. ウェブ講演会では ONS も話題として取り上げました。ONS は、私は、とにかく味が大事だと思っています。
患者さんが飲みやすいよう、いろいろ工夫してあげてください。
5. ONS をもっと有効に実施するには、食事摂取量をもう少し正確に評価するべきではないでしょうか。もっと
正確に評価する方法、考えてください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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