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『経口摂取が少ない人に、
なぜ、もっと静脈栄養を実施しないのでしょうか？』
新型コロナウイルス（COVID19）の感染のため、いろいろ
な活動が中止または延期となっています。参加予定だった学
会や講演会も中止になりました。ここに記載するネタがない
ぞ！と言いたい。しかし、2001 年 7 月から毎月書いている
このシリーズ（今回が第 225 回）を、中止するわけにはまい
りません。何とかしなくては！
建国記念日の 2 月 11 日には、新しく大阪大学消化器外科
の教授になられた江口英利先生の祝賀会がありました。本当
に大祝賀会。出席者は 560 人だったそうです。大阪大学の外
科学全体の集まりとなっていました。この大所帯を引っ張る
のですから、江口先生は大変なのは間違いありません。でも、
みんなが期待しているのも間違いありません。外科医の数が
減っているのに、阪大の外科学講座はレジデントをはじめ、

↑横浜の朝です。きれいな朝です。何時に寝ても、6 時前には
目が覚めますから、きれいな朝焼けを見ることができます。

入局者が多いのです。今、外科学講座としては、日本で一番
大きいのではないでしょうか。この会では久しぶりに阪大の
同級生に会いました。
学術活動としては、2 月 14 日、横浜で開催された日本環
境感染学会に参加しました。いろいろ仕事があったので、実
質的に参加したのは 2 月 15 日だけ。すでに新型コロナウイ
ルスの感染拡大が問題になっていました。ダイヤモンドプリ
ンセス号が停泊しているのは横浜。特別に開催された新型コ
ロナウイルスに関する講演の会場、横浜国立大ホールは満席
以上だったとのことです。私は 15 日にニプロ株式会社とビ

↑横浜ランドマークタワーです。桜木町駅からパシフィコ横浜
へ歩くと、いろんな角度から見ることができます。

ー・ブラウンエースクラップ株式会社の共催のランチョンセ
ミナーで、「末梢静脈カテーテルの安全・感染管理－適正に
PPN を実施するために－」と題して講演しました。座長は、
環境感染学会の理事長、東京慈恵会医科大学感染制御科の吉
田正樹教授。非常にお忙しい中、座長をしていただきありが
とうございました。本当にお忙しくて、会場前でちょっと話
をしただけでした。COVID19 で大変な立場にあるので仕方な
いことだったと思います。その後は何度もテレビでお顔を拝

↑ニプロとビーブラウン共催のランチョンセミナー。座長は環
境感染学会の理事長の吉田正樹先生です。新型コロナウイルス
関連のニュースでよくテレビにも出ておられます。そんな偉い
方に座長をしてもらったのです。

↑もちろん、各会場の入り口には手指消毒剤が置いてありまし
た。でも、もう少しテーブルを高くしておいて欲しかったかも。

↑ランチョンセミナーの会場の写真。ほぼ満席です。福井県立
病院の白崎さん、西宮市立中央病院の高橋さんがいます。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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見しました。講演は、相変わらずのスタイル。今回の講演
の「前振り」は、井伊直弼。ランドマークタワーから、井
伊直弼の銅像がある掃部山公園が見えます。といっても、
井伊直弼の銅像は非常に小さいので、知っていないと見つ
けることはできないでしょう。横浜を開港したのは井伊直
弼だ、という話から始めました。PPN と関係ある？何の関係
もありません。一般演題も PPN のセッションを聞かせてい
ただきましたが、静脈栄養の意義はわかっておられない発
表がほとんどでした。そのほかの時間は展示会場をうろう
ろしました。いろいろ器材も展示されていて、私は非常に
興味深く勉強させていただきました。とにかく、感染の領
域は単回使用。単回使用の駆血帯があるのは知っていまし
たが、聴診器も単回使用のものが展示されていて、少々驚
き。400 円ほどだとのことでした。あとは、手洗い、マスク
などの製品、末梢静脈カテーテルなど、いろいろ見せてい
ただきました。静脈栄養輸液の展示はなし。経腸栄養関連
は、ニュートリーだけが展示していました。とりあえず、
横浜へ行ってきましたという感じ。残念ながら？ダイヤモ
ンドプリンセス号は見ることができませんでした。
今月は、とにかく新型コロナウイルス。テレビ・新聞の
報道は新型コロナウイルスばかり。感染拡大を抑えるため
に、集会は自粛。2 月 26 日から京都で開催予定の日本臨床
栄養代謝学会は中止になりました。直前に中止になったの
で、とまどった方もおられたようです。胃癌学会や循環器
学会も中止や延期になりましたし、イベントは中止、大変
なことになっています。学校も閉鎖、卒業式や入学式も中
止。3 月 2 日から全国の小学校、中学校、高校、特別養護学
校が閉鎖となりました。共働きの方は大変です。医療関係
者も休む必要が出てくるでしょう。感染者がどんどん増え
ている、COVID19 陽性者の数はじわじわ増えている、厚労省
の方針で検査自体が行われていない、いろいろ問題があり
ます。細かく記載し始めるときりがない。要するに、中国
の春節の時、中国の方が来るのを止められなかった、そこ
に最大の感染拡大の要因があったのだと思うのですが。
私にとっての悩みは、まずは、2 月 26 日に予定していた

↑横浜ランドマークタワーから掃部山公園が見えます。そこに
井伊直弼の銅像があります。井伊直弼は悪者にされていますが、
本当のところはどうなんでしょうか。結果的には井伊直弼が日
米修好通商条約を締結したので横浜が開港し、日本が一歩前に
進んだのです。

「若芽の会」をどうするか。JSPEN の正式なイベントではな
いし、よく考えると、私が主催するプライベートな会。こ
の会を開催して COVID19 に感染する人が出たらどうする？
いろいろ考えて中止にしました。事前申し込みをしてくれ
た方々、一人ひとりにおわびメール。みなさん、仕方ない
といってくださいました。会場のキャンセル料をとられま
したが、仕方ありません。COVID19 のためなんですが・・・。
次の大問題は第 11 回リーダーズ（静脈経腸栄養管理指導者
協議会）をどうするか。悩みに悩んで、延期することにし
ました。中止ではありません。延期です。しかも、前向き
の延期。事前登録をしていただいた方、協賛していただく

↑ランチョンセミナーの最後のスライドです。こんなこと言っ
ていいの？いいんじゃない？本当のことだから。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑日本環境感染学会の企業展示会場。結構閑散としていました。
IP エコーのハンズオンができるようにしていたのに、ほとんど
訪問者はいませんでした。
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↑たくさん人がいて賑わっているような雰囲気ですが、ほとん
ど企業の方々です。でも、いろいろ器械や器具が展示されてい
てよかった。勉強になりました。最近の JSPEN では、こういう
器械が器具を見ることはありませんから。静脈栄養や経腸栄養
の勉強にはなりません。

ことになっていた企業の方に、延期のお知らせメールを一人
ひとりに送りました。若芽の会、リーダーズでプレゼントし
ようと思っていた、第 10 回リーダーズの記念品。Medical
Nutritionist のロゴが入ったゴーフル。賞味期限が 3 月 14
日なので、どうしようか、思案中です。
とにかく、ほとんどの学会が中止となりました。3 月 5 日
から名古屋で開催予定であった集中治療学会は 2 月 26 日に
開催を断念しました。集中治療学会はやるんだ、すごい！と
いう感じだったのですが、やっぱり中止になりました。私自
身は、ここでも教育講演をする予定だったのですが、中止。

↑若芽の会と第 11 回リーダーズでプレゼントしようと思って

2 月 29 日は島根県大田市で PICC の講演をする予定でしたが、 いた、Medical Nutritionist of PEN Leaders の記念ゴーフル。
賞味期限が 3 月 14 日。どうしようか、迷っています。

急遽、中止。3 月に予定していた東京 NST での講演も中止。
3 月は全部、中止かな？そんな感じです。まあ、じっくり仕
事をしなさいということでしょう。しかし、とにかく、
COVID19 のために、日本だけでなく、世界中が大変なことに
なっています。一番の関心事は東京オリンピック。この感染
が収まらないと、外国の方は日本に来ないでしょう。中止に
なるかもしれません。そうなると大変なことになります。パ
ンデミックではない？まだ蔓延はしていない？それほど危
険なウイルスではない？いろいろ、わからないことだらけ。
しかし、本当にいろいろな問題が起こっています。感染は怖
い。社会的な影響も大きい、経済も大変なことになる・・・
そんな 2 月でした。3 月も同じように COVID19 に振り回され
るのでしょう。しかし、学術活動はどうなるのだろう？日本
の医療はどうなるのだろう？心配なことだらけです。

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：先生、新型コロナウイルスで世界中が大変なことに
なっています。
小越先生：テレビや新聞は新型コロナウイルスの話ばかりだ。
ゼン先生：本当に。北海道で患者が出た、東京は何人になった、
千葉の患者はトレーニングセンターに通っていた、熊本の 20
歳代の患者が・・・などなど。
小越先生：学会や研究会、セミナーなんか、全部中止になった
んだってな。
ゼン先生：コンサートやスポーツイベント、すべてです。
小越先生：高校野球、春の選抜はどうなるんだろう？
ゼン先生：無観客試合とかの可能性はありますが、あの応援団
の熱気の中でやるから高校野球は面白いんですよ。
小越先生：本当だ。中止になると選手がかわいそうだ。東京オ
リンピックはどうなるんだろう。
ゼン先生：どうこういっても最大の関心事です。
小越先生：やっぱりオリンピックは開催して欲しい。
ゼン先生：オリンピックが中止になったら、日本として大混乱
です。
小越先生：経済的にも、日本としての信用の上でも大混乱だな。
ゼン先生：しかし、中止になる可能性はないとは言えません。
いつ、新型コロナウイルス感染の終結宣言を出せるかにかかっ
ていますね。
小越先生：そうだな。これは大問題だ。
ゼン先生：第 11 回のリーダーズも延期にしました。
小越先生：熊本で開催予定だったんだな。延期？中止じゃない
のか？
ゼン先生：延期です。ここまで準備してきたんですから、中止
にはできません。内容としてもったいない。
小越先生：まあな。もったいない。確かに。あの内容だから。
ゼン先生：九州にはコロナウイルス陽性者はいなかったんです
が、2 月 21 日に熊本でも陽性者が出ました。それでも開催した
いと悩んだんです。
小越先生：そりゃあ悩むだろう。
ゼン先生：3 連休、悩みに悩んで、なんで、こんなことで・・・
といろいろ考えまして。しかし、リーダーズは延期すればいい
んだ、同じ体制でコロナウイルスが落ち着いた時に開催できる
じゃないか。堂々と、いい時が来たらそこで開催してやろう、
と思うことができるようになったんです。
小越先生：堂々と開催するために延期か。
ゼン先生：そうです。仕方なく延期するんじゃなくて、堂々と
開催するために堂々と延期した、のです。
小越先生：なるほど、君らしい。
ゼン先生：会長の田中先生、副会長の森崎先生、理事の西口、
栗山、北出、みんなそうしようと賛同してくれました。
小越先生：よかったな、みんなの意見が一致して。
ゼン先生：本当によかったです。
小越先生：事前登録者も納得してくれたんだろうな。
ゼン先生：そう思います。一人ひとりにメールで延期のお知ら
せを送りました。
小越先生：へええ、一人ひとり？
ゼン先生：ハイ。150 通ほどなので、大したことはありません。
小越先生：大したことあるぞ。時間もかかっただろう？
ゼン先生：でも、そうしないと、気持ちが伝わらないでしょう。
小越先生：まあそうだけどな。
ゼン先生：もちろん、協賛企業の方にも一人ひとりにお詫びメ
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ールを送りました。
小越先生：そうか、企業の方にも申し訳ないことになるからな。
ゼン先生：はい。もう延期後の日程、会場は決定しました。
小越先生：なに？もう次の準備をしているのか？
ゼン先生：はい。事務局のインターグループの篠原さんが動い
てくれまして、決めました。
小越先生：へええ、やることが速いじゃないか。迅速だ。
ゼン先生：もちろんです。次はいついつ開催するんだから、と
決めておけば、気合が抜けないでしょう。中止となれば、次は
来年か。まあのんびりしよう、となるでしょう。
小越先生：確かにそうだな。次も熊本だろう？
ゼン先生：熊本で開催しないと、参加を予定してくれていた方々
に申し訳ない。会長の田中くん、森崎くんにも申し訳ない。田
中くんの池田病院なんて、院長始め、18 人も事前登録してくれ
ていたんです。
小越先生：そうか。病院を挙げて協力してくれているんだな。
ゼン先生：本当にうれしいことです。特に院長が栄養は大事だ
と言ってくれていますから。
小越先生：それはすごいな。うれしいことだ。次も熊本、これ
は大正解だな。
ゼン先生：今のところ、プログラム、座長、ディスカッサント
は変更しないので、しっかり準備をしてきてくれると思います。
より成熟したディスカッションができると思います。
小越先生：それは楽しみだ。日本臨床代謝栄養学会っていうの
も中止になったんだろう？
ゼン先生：そうです。先生、日本臨床栄養代謝学会ですよ。

↑鹿児島県鹿屋市の池田病院、院長、田中先生、です。池田院長は
第 11 回リーダーズを本当に応援してくれています。ありがたいこ
とですし、栄養に力を入れている病院は、すごくいい病院であるこ
と、間違いありません。
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：臨床代謝栄養学会なんじゃないか？
ゼン先生：いいえ、臨床栄養代謝です。栄養と代謝の順番が違
います。
小越先生：そうか。外科代謝は外科代謝栄養学会だな。
ゼン先生：そうです。外科代謝と JSPEN は順番が違っているの
で、それで判別できるんじゃないでしょうか。
小越先生：そういえばそうだ。しかし、静脈経腸栄養学会とは、
違う学会になったような感じだ。
ゼン先生：そりゃあそうでしょう。別の学会です。
小越先生：だな。ま、第 1 回日本臨床代謝栄養学会は中止され
たので、内容がどうなるのだったか、わからないけど。
ゼン先生：先生、第 1 回ではありません。第 35 回です。
小越先生：と言われてもなあ。名称が変わると、第 35 回と言わ
れてもピンと来ないぞ。
ゼン先生：確かにそうかもしれませんね。静脈経腸栄養を学会
の名称から捨てたのは、大きな意味があると思います。まあ、
日本中が静脈栄養と経腸栄養に興味を失っているので、時代を
先読みした、意味のある名称変更かもしれません。
小越先生：そういう考え方もあるな、確かに。
ゼン先生：しかし、1 万人規模の学会を中止するって、大変で
しょうね。お金も大変なことになるんじゃないでしょうか。事
前登録した方々に参加費はお返しするのでしょうか。
小越先生：しないんじゃないか？参加したことにします、とい
うことで。
ゼン先生：そうすると、負債は事前登録者と、そのお金を払う
病院が引き受ける、となるんでしょうね。協賛企業はどうなる
んでしょうか。
小越先生：どうなるんだろう。こういう経験はないからわから
ない。
ゼン先生：でも、JSPEN はお金持ちの学会だから、びくともし
ないでしょう。リーダーズなんて、本当、大変です。一般社団
法人にしていますが、破産するかもしれません。
小越先生：リーダーズは小さい団体だから、そこまではいかな
いだろう。
ゼン先生：とにかく、お金の計算ができない私が代表理事です
から。
小越先生：まわりがちゃんとしてくれているはずだ。
ゼン先生：そう思います。
小越先生：しかし、JSPEN は学会の名称を変更したことを、み
んな、受け入れているんだろうな。
ゼン先生：どうなんでしょうか。私はついていけません。
小越先生：君はそうかもしれないけど、もう会員じゃないんだ
からどうでもいいだろう。そういう切り替えができているんだ
ろうな、大部分の連中は。
ゼン先生：そうかもしれません。今度の学会がどれだけの参加
者数になるか、それが一つの指標になったかもしれませんが。
小越先生：そういう意味では、事前登録者数がわかれば判断は
できるだろうけど。
ゼン先生：そこまで考える必要はないでしょう。とにかく、私
はそういう切り替えができない人間ですから。
小越先生：「時代遅れ」という歌があったな。あれは好きな歌
だ。
ゼン先生：あの歌、私も大好きです。そうですね、私は時代遅
れですね。
小越先生：いいと思うぞ。大事なことを見失わないという意味
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もあるんだから。
ゼン先生：不器用ですが、静脈栄養と経腸栄養は大事、それは
主張し続けます。
小越先生：不器用に、それを主張し続けることは大事だ。
ゼン先生：それに、いまの日本で静脈栄養と経腸栄養がきちん
と理解されているかというと、そうではありません。かえって
理解度や認識は低下しています。
小越先生：そうだ。だから、君のような時代遅れの人間が必要
なんだと思うぞ。
ゼン先生：私だけではありませんよ。リーダーズの仲間がいま
す。
小越先生：そうだな。いい仲間達じゃないか。彼らが時代遅れ
とは思わないけど。
ゼン先生：まあ、時代遅れと評価されるのは私一人で十分です。
小越先生：とにかく、リーダーズの仲間とは認識が一致してい
るのは間違いないだろう。
ゼン先生：本当、そうです。一緒にがんばります。
小越先生：それが大事だ。
ゼン先生：そうそう、リーダーズの名称を変更しました。もう
すぐ手続きも完了します。
小越先生：栄養管理指導者協議会という名称の頭に静脈経腸を
つけたんだな。
ゼン先生：そうです。静脈経腸栄養管理指導者協議会になりま
した。
小越先生：よかったよ。日本に静脈栄養と経腸栄養を議論する
学会が残ることになったんだから。

↑今回は、学会や講演会で出かけることができなかったので写真が
ありません。そこで、今、勤務している東宝塚さとう病院を紹介し
ます。この病院の入り口にも、この貼紙。新型コロナウイルス対策
は、どこの病院でも大事な問題です。

↑いつもお世話になっている、左から余先生（外科、テニスがお
上手？）、院長の東野先生（循環器内科、PCIのプロ中のプロ）、麻
酔科の安部先生（とにかく偉い先生です）、外科の大川先生（内視
鏡下ヘルニア修復術のエキスパートでもあります）。ありがとうご
ざいます。大川先生の赤い帽子は還暦祝い？理事長の心臓血管外科
の佐藤先生はここにいなかったので、病院紹介用の写真を盗用しま
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生：はい。がんばります。
小越先生：食べられない患者に、静脈栄養と経腸栄養をきちん
と実施する、それこそが本来の近代臨床栄養学なんだから。
ゼン先生：本当にそうです。食べられない患者に、食べなさい、
とがんばらせるのは、昔の栄養管理です。
小越先生：そうだぞ。もちろん、今は経口用の製品や嚥下訓練
などの技術もレベルが上がっている。しかし、静脈栄養と経腸
栄養を駆使したら、もっと有効に経口栄養が実施できるという
ことをもっと理解して欲しい。
ゼン先生：もちろんです。なんか、最近、点滴を避ける、そん
な傾向があります。経口摂取が少ないのに、点滴すらしない。
さらに静脈栄養を利用するともっといい管理ができるのに、と
思うことが多いんです。
小越先生：点滴を避ける？日本人は点滴が大好きなんじゃない
か？
ゼン先生：そう思うんですが、医療者は、できるだけ点滴をし
ないように、という流れになっているように思います。
小越先生：だから、食べられない患者に食べなさい、とがんば
らせることになるのか？
ゼン先生：食べたら点滴はしなくていいんですからね。
小越先生：もちろんそうだけど。食べられないんだろう？
ゼン先生：がんばっても食べられないんです。
小越先生：そもそも、食べるってがんばることではないだろう。
ゼン先生：がんばって食べるのは相撲取りだけ、と講演でよく
言いました。
小越先生：確かに、相撲取りはがんばって食べて体重を増やす
ことが大事だ。しかし、最近の相撲取りは太りすぎだろう。
ゼン先生：先生もそう思われます？
小越先生：そうだよ。みんな太り過ぎて動きが悪くなっている
んじゃないか？
ゼン先生：本当に。ぶつかって転ぶ、そんな相撲が多いでしょ
う？
小越先生：相撲取りは「アンコ型」と「ソップ型」に分けられ
ているんだけど、知ってるか？
ゼン先生：もちろん知っています。今は「アンコ型」ばかりで
すが、「ソップ型」というと、かつてのウルフ千代の富士、初
代大関貴乃花、なんかですよね。
小越先生：そうだ。今「ソップ型」はいないだろう。
ゼン先生：いませんね。だから、押し出し、はたき込み、そん
な決まり手ばかりになって面白くないんです。
小越先生：「アンコ型」と「ソップ型」の名前の由来を知って
いるか？
ゼン先生：ええ？知りません。
小越先生：そうか、知らない？ま、ふつうは知らないよ。
ゼン先生：教えてください。
小越先生：「アンコ型」は、魚の「あんこう」に由来するんだ。
腹がふくれてぷよぷよした手触りのあんこうが、太った体型の
力士に似ているということだ。
ゼン先生：へええ。「ソップ型」はどうなんですか？
小越先生：細身の力士のことだ。「ソップ」とは、現代で言う
「スープ」のこと。江戸時代にオランダから外来語として入っ
てきた当初、スープは「ソップ」と発音されていたんだよ。ソ
ップのダシを取るのに「鶏ガラ」を使っていて、鶏ガラは骨ば
っていることから、痩せている力士を指して「ソップ型」と呼
ぶようになったんだそうだ。

第７５回

ゼン先生：へええ。知りませんでした。
小越先生：かなり話が脱線してしまったな。
ゼン先生：いつものことです。
小越先生：話を戻そう。
ゼン先生：ずいぶん前のことですが、「風のガーデン」という
ドラマがありまして、そこで、元キャンディーズの伊藤ランさ
んが看護師役で出ていたんです。

↑いつもお世話になっている形成外科。佐藤先生には顔のシミをと
ってもらいました。しかし、とってもとってもシミが出てくるので
す。また、お願いします。金谷さん、甘平、お買い上げありがとう
ございました（愛媛県柑橘組合）
。

↑愛媛自慢の柑橘、甘平です。今年はたくさん食べました。いろい
ろな方にプレゼントしたのですが、大好評でした。今年はもう終わ
りましたので、来年、是非、甘平を食べてください。うまいです。
保証します。ちょっと高めですが。

↑突然、リハビリ室へ入って、写真撮らせて！というと驚き。なん
で？ここに出すためです。非常にやさしくリハビリしています。栄
養回診に付き合ってくれている田原くんはちょうど不在でしたの
で、かつて、栄養回診の時に撮った写真で出てもらいました。栄養
も非常によく勉強してくれています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
小越先生：おおお、ランちゃんか。
ゼン先生：はい。ランちゃんも 65 歳になって、キャンディーズ
の歌を歌うコンサートを開いているんだそうです。
小越先生：へええ、行きたいなあ。
ゼン先生：その話ではなくて、看護師が病室へ入って「食べな
いと元気になりませんよ」というシーンがあるんです。
小越先生：なるほど。わかった。食欲がない患者に、そう言っ
て食べることを強制するんだな。
ゼン先生：そうです。でも、ランちゃんみたいな看護師さんに
そう言われるとがんばって食べるかな？なんていう話も講演で
使っていました。
小越先生：それはよくないぞ。よくない、よくない。
ゼン先生：よく考えると・・よくないですね。とにかく、食べ
ることは強制するものではない、がんばるものではない、と言
いたいんです。
小越先生：それはよくわかっているよ。そういう患者には適切
な静脈栄養をしなさい、と言いたいんだろう？
ゼン先生：まあそうなんですが。そういう患者に対する対応は、
今は、経腸栄養剤、流動食、サプリメント、ゼリーなど、飲ま
しなさい、食べさせなさい、なんです。
小越先生：とりあえずはそうなるのか。
ゼン先生：しかし、食欲がない患者が、そんなものを飲んだり
食べたりするでしょうか。
小越先生：確かにそうだ。オレもそう思う。食欲がない時は、
無理だ。
ゼン先生：私はアルコールは飲まないので実感として伴わない
のですが、二日酔いの時、これだったら食べたいとか、飲みた
いとか、そういうものはあるんですか？
小越先生：あることはあるな。しかし、それは、どうこういっ
ても元気だから、だよ。
ゼン先生：そうですよね。時間がたって、アルコールが身体か
ら抜けていくと、食欲が戻るんですから。
小越先生：そのとおり。そうすると、腹が減る、のどが渇く。
だから飲む、食べる、となる。当たり前だ。
ゼン先生：やっぱり元気がない、食欲がない患者には、がんば
って食べなさいでは、よくないんじゃないでしょうか。
小越先生：口からではない経路で栄養を投与してやることが大
事だな。それで元気になるきっかけを作って、食欲を戻す、食
べるようになる、そう期待することだな。
ゼン先生：食欲を刺激する薬剤もいろいろ検討されていますが、
今のところ、画期的なものはありませんよね。
小越先生：そうだな。
ゼン先生：とにかく、私は、もっと点滴、静脈栄養をうまく使
うことが大事だと思うんです。なぜ、静脈栄養を嫌うというか、
避けるんでしょうか。
小越先生：どうしてだろう。
ゼン先生：やっぱり感染の問題だと思います。
小越先生：感染か。しかし、感染対策はきちんと講じられてい
るんだろうか。
ゼン先生：そこが問題です。不十分だと思います。それに、TPN
は、中心静脈カテーテルを挿入しなければならないから、そこ
までしなくても、手間がかかるし、と思う医師もいると思いま
す。
小越先生：看護師が PICC を入れている施設ではその問題はあ
る程度解決しているんじゃないか？

第７５回

ゼン先生：していますが、そういう施設は、やり過ぎです。な
んでもかんでも PICC です。しかし、輸液の内容は考えていな
い、となっています。
小越先生：そうか、PICC は中心静脈カテーテルなのにビーフリ
ードが使われている、という問題だな。
ゼン先生：そうです。さらに、ビーフリードを投与すると栄養
管理をしているつもりになる。500mL 投与しても 210kcal しか
ないのに。
小越先生：その 210kcal という数字を知らないんだ。
ゼン先生：そうだと思います。
小越先生：逆に、医師が CVC を挿入しなければならない施設で
は、めんどくさいから TPN はしたくないと思っている。
ゼン先生：そうなんでしょうね。さらに言うと、末梢ルートも
めんどくさい、なんでしょう。
小越先生：患者のために必要だ、という判断はしないのだろう
か。
ゼン先生：医療全体が、患者のため、ではなくなっているよう
な感じもします。
小越先生：誰のための医療なんだよ。
ゼン先生：自分は余計なことはしたくない、病院は儲からなく
てはならない、それが原点になってきているんじゃないでしょ
うか。
小越先生：ふうううん。栄養管理って、そういう意味では食べ
てくれたら何もしなくていいんだよな。
ゼン先生：そうです。何もしなくていいんです。食べてくれな
いから困るんです。

↑東宝塚さとう病院は、クラークさんが非常に優秀でやさしい。外
来の各医師に一人のクラークさんがついてくれます。私なんか、ク
ラークの乾さんがいなければ何もできません。西川さんもよく話し
相手になってくれます。この時は看護師さんがいなかったので、次
号には看護師さんの写真を出しましょう。

↑東宝塚さとう病院の 4 階病棟からの景色です。なんか、異国情緒
もありますよね。晴れた日は、気持ちも明るくなります。そうか、
5 階からの景色のほうがもっといいかも。
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：なんとか食べてくれ、そしたら、オレは何もしなく
ていいんだ、そう思っているのかもしれないな。
ゼン先生：そうです。でも、その時、輸液で補おうとか、やっ
ぱり、思ってほしいですよね。
小越先生：本当だ。自分が患者になったら、点滴してください、
なんて思うんじゃないか？
ゼン先生：その通りです。
小越先生：やっぱり大事なのは、患者の立場で考えることだ。
ゼン先生：そのセリフは、誰もが言います。でも、口だけなの
かもしれません。すべては患者さんのために、なんて大きな声
で言ってる人って、本当はそうは思っていないでしょう。
小越先生：とにかく原点は、患者の立場で考えること、それは
間違いない。自分が患者になるという経験があると違うだろ
う？
ゼン先生：もちろんです。自分が患者になると、見えないこと
がたくさん見えてきます。
小越先生：それは間違いない。オレも君も、自分が患者になっ
たことがあるからこういう会話ができるのかもしれない。
ゼン先生：だからこそ、本気で、患者の立場に立ってみようと
思う必要があるんですよ。
小越先生：研修医や学生が患者体験なんてやっているだろう？
ゼン先生：それはいいことだと思いますが、体験は体験。実体
験ではありません。でも、少しでも患者の苦痛を理解できるよ
うになるかもしれません。
小越先生：しかし、自分が患者になるのと体験では、重さが違
うな。
ゼン先生：違います。重さが違います。命の重さを実感します。
そこまで医療者に求めるのには無理がありますが。
小越先生：それはそうだけど、そういう気持ちは持って欲しい
と思う。

第７５回

ゼン先生：栄養って、食べられなくなってみないと、わからな
いのでしょうか。
小越先生：君の患者さんの絵里さんに聞いてみたいな。どれほ
ど苦しかったのか。
ゼン先生：絵里さん・・そうです。HPN がどれだけ威力があっ
たか、もっといろいろ話してほしかった、そうですね。
小越先生：でも、本にして出版したんだから、多くの人に読ん
でもらって、食べられない苦しみ、食べても元気にならない苦
しみ、静脈栄養で元気になった、その喜びも実感して欲しいも
んだな。
ゼン先生：本当にそうです。先生、絵里さんのことを話題に取
り上げていただきありがとうございます。
小越先生：礼はいらないよ。医療者みんなが、そういうことを
考えてほしい、そう思っているからだよ。

←東宝塚さとう病院の患者
さんの奥さんが、この本を
読んだと声をかけてくれま
した。ご主人が短腸症候群
です。そういう意味でも、
絵里さんの生きざまをこの
本を読んで知って欲しいと
思います。

【今回のまとめ】
1. 新型コロナウイルス感染で大変なことになっていますが、みんなで協力して対応しましょう
2. 第 11 回リーダーズは延期しました。前向きの延期です。堂々と開催するために延期しました。次は 9 月 12
日と 13 日に、同じく熊本市で開催します。
3. 食べる量が少ない患者さんに対して、もっと積極的に静脈栄養を実施してあげましょう。それをしてあげる
ことで食欲も出てくるのではないでしょうか。食べられるようになるのを待っているうちに栄養状態が悪く
なってしまった患者さんはたくさんいるはずです。
4. 食べられない患者さんの苦しみをもっと考えましょう。食べられないことで元気がなくなっているのに、食
べなさい、食べないと元気になりませんよ、と言うのはある意味、拷問です。
5. 患者さんの立場で考える、これが医療の原点だと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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