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『学会名を静脈経腸栄養管理指導者協議会に改称したことを
きっかけにさらに学術レベルを上げましょう』
残暑厳しい 9 月が過ぎました。まだ気温は 30℃以上、残
暑というには暑過ぎました。10 月 1 日の大阪の気温は
33.1℃でした。なんと！時間の過ぎるのが速すぎて、9 月
は何をしたんだろう、と思ったりします。行事があると覚
えているのですが。
9 月の最初の行事は、西口先生が会長の第 24 回 PEG・在
宅医療学会学術集会。9 月 7 日に大阪国際交流センターで
開催されました。6 日に理事・代議員会。何度も国際交流
センターには行ったことがあるのですが、久しぶりだった
のでスマホに案内してもらいながら歩きました。暑かっ
た！西口先生が新理事長に就任しました。私は来年の 7 月
で定年なので最後の理事・代議員会。お土産として『もっ
と論文を書かなくては。こんなに大勢、理事と代議員がい
るのに、年 1 回発行の機関誌の原著論文がわずか 2 編、臨

↑9 月 7 日、第 24 回 PEG・在宅医療学会学術集会が大阪国際交流
センターで開催されました。会長は西口先生。前日の懇親会では、
西口先生の美声を聞くことができました。和気藹々の胃瘻の研究
会ですが、改革の必要があるように思いました。私は理事として
の定年ですので、もう何もすることはできません。西口先生、が
んばってください。

床経験が 3 編、とは残念です』と発言してしまいました。
学会自体、参加者数が 279 名だったとのことで、新理事長
の西口先生にがんばってもらわなくてはなりませんね。PEG
バッシングの影響を、どこまで排除できるか、です。翌日
は PTEG 研究会。久しぶりに参加しました。PTEG の技術の
研究会ですね。PEG も PTEG も栄養は大事だと言っても、最
優先ではない、そこが問題だと思います。
13 日には青森県立中央病院へ講演に行きました。講演は
夕方なのに、またもや朝早くに出発して青森へ。管理栄養
士の田沢くんが自家用車で待っていてくれました。ご希望
は？恐山と仏が浦へ行きたい！無理です、一泊が必要です。
ということで津軽半島の先端、龍飛崎へ行きました。端が
好きですね。いい天気でした。10 年ほど前に行った時とは
全然違う、快晴で穏やかな風でした。北海道がきれいに見

↑翌日は日本 PTEG 研究会。西神戸医療センターの井谷先生が会
長。参加者が少ないのではないかと心配しておられましたが、会
場は結構埋まっていたように思います。テーマは『経鼻胃管から
の解放宣言！』
。確かにそれが実現できたらいいと思います。写真
は、井谷先生と、山陰労災病院の野坂先生、日立港病院の末永先
生です。

えました。次は、吉永小百合の CM で有名になった『鶴の舞橋』へ連れて行ってもらいました。残念ながら、湖の水面が非
常に下がってはいたのですが、日本一長い、木製の橋を味わいました。講演は『静脈栄養と感染管理』。約 90 分、しゃべ
りました。懇親会ではいろいろ楽しい話を聞かせていただきました。翌朝はまたまた田沢くんの運転で『田舎館村田んぼ
アート』を見に行きました。色の異なる稲を絵具代わりに巨大な絵を描いているとのこと。なかなかなものです。それか

↑田沢くんに津軽半島龍飛崎に連れて行ってもらいました。右は
2008 年の写真で、風が強くて、ここにたどり着くのが大変でした。
ネクタイがばらけました。左が今回の写真。いい天気、穏やかな
天気でした。よく見ると、
『津軽半島龍飛崎』の文字が変わってい
ます。黒地に白字が白地に黒字に変わっています。

↑龍飛崎の灯台です。いい天気で、北海道がきれいに見えました。
田沢くんと一緒に写真を撮ってもらいました。とにかく海の色も
きれい、風は穏やか。絶好の龍飛崎観光日和でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑鶴の舞橋の前での写真です。日本で一番長い木製の橋。江戸時
代くらいに作られたものだと思っていたのですが、平成 6 年に作
られたのだそうです。ふるさと創生の 1 億円で作られたのだそう
です。しかし、また、なぜ？と思いましたが、吉永小百合のおか
げですごい観光地になったのだそうです。

↑田舎館村の田んぼアートです。一見の価値あり、そう思いまし
た。広すぎて、全体の撮影はできませんでした。こういうことを
する、アイデアがすばらしいです。

第７０回

↑ここが写真を撮るベストスポットだとのことです。しかし、残
念なことに湖面が低くなっていました。本来は、このあたりはず
っと湖なのだそうです。まあ、仕方ないです。天気が良かったの
ですから。

↑B 級グルメ、味噌カレー牛乳ラーメンです。お店はいっぱいで、
ちょっとばかり待たされました。独特の味でした。スープが多す
ぎ！

ら青森の B 級グルメ、味噌カレー牛乳ラーメン（バター入
り）を食べに行きました。結構待たされましたが、独特の
味でした。帰阪後は空港から直接、淀屋橋の AP 大阪へ。第
16 回口腔外科栄養フォーラムでの講演のためで、講演タイ
トルは『経腸栄養の新時代～臨床栄養スペシャリストに求
められるもの～』でした。歯科・口腔外科の方々が熱心に
栄養の勉強をしておられ、私の講演も熱心に聞いていただ
きました。
9 月 22 日、23 日は第 10 回リーダーズ。会場は神戸国際
会議場。前日に神戸に入り、焼き肉を食べました。ちょう
ど台風 17 号がやってきていました。沖縄の湧上先生は、1
日目の夕方、情報交換会にやっと間に合ったとのこと。岡
田正メモリアルレクチャーの白尾先生は、急遽予定を変更
して前日に神戸に来ました。鹿児島と宮崎からは、事前登
録をしていたのに台風のために来られない、そんな問題が
発生しました。でも、それなりに有意義な学術集会となり
ました。会長の大石先生、ありがとうございました。ご苦
労様でした。最終的には参加者数が 185 名で、期待より少
なかったのですが、これが現実です。リーダーズの意図や
意義をもっと理解していただけるように努力しなければと
思っています。今回は、ランチが 2 回。22 日はニプロとの
共催で、幕の内弁当と但馬牛弁当の 2 種類。私が強引に要
望して 2 種類にしていただきました。但馬牛弁当のほうが

↑企業の方のために Medical Nutritionist のバッジを作りまし
た。黒と黄色よりもなんか、評判がいいです。しかし、バッジを
つけてきている方が少なかったのは残念でした。特に理事！忘れ
ずにつけてきなさいよ。右上は、優秀ポスター賞の木暮先生です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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人気があったようです。23 日は、菓子パンでいこうかと思ったのですが、スポンサーの藤本製薬がいろいろ考えてくれて、
豪華サンドイッチとしました。大きく口を開けて食べなければならない、そんなサンドイッチでした。それから第 10 回だ
ということで記念品をプレゼント。神戸ですからゴーフルです。リーダーズのバッジと同じデザインのシールを作っても
らって特製ゴーフルをプレゼントしました。しかし、100 個ほど余りました。もったいない。それから、このリーダーズ
の活動に貢献していただいている企業の方のために、Medical Nutritionist の水色バッジを作りました。黄色バッジより
人気があります。でも、かなりの限定品です。企業の方の協力なくしてこの学術集会は成り立ちませんので。岡田正メモ
リアルレクチャーの白尾先生は、自分史を中心に話されました。かなり緊張しておられたようです。パネルディスカッシ
ョンは在宅栄養療法について。HPN が中心となっていまし
た。その前に、ミニレクチャーとして私が ENFit の説明を
したのですが、結構、物議をかもしそうな内容だったよう
です。第 10 回記念激論企画は、若手？の医師、薬剤師、看
護師、管理栄養士に壇上に上がっていただき、シナリオの
ないディスカッションをしましたが、それなりに有意義だ
った？かもしれませんが、あとで、いろいろ評価がついて
くると思います。藤本製薬、テルモ、ニプロ、クリニコ、
ジェイ・エム・エス、大塚製薬工場、ニュートリーが企業
プレゼンをしてくれました。さすがに時間厳守。終わって
からの展示会場は大賑わいでした。展示をしていただいた、

↑パネルディスカッション『在宅での静脈・経腸栄養管理の向上
を考える』です。もう少し、一人ひとりの発表について議論をし
たほうがよかったかなあ、そんな感じ。でも、それなりにいい議
論ができたと思います。

↑リーダーズ第 10 回記念激論企画です。
壇上の 5 人、緊張しています、といいながら、いい雰囲気ではありませんか。伸び伸び、いろいろ意見を言ってくれました。意見を
発表してくれた薬剤師は 8 名、管理栄養士は 5 名、看護師は 6 名、医師は 17 名でした。小川くんが『土曜日しか出られませんでした
が、楽しかったです。特に先生が座長をされたセッションは非常に良かったです。今後も、30 分でもいいかと思いますが、今回のよ
うに一日目のちょっと疲れてきた時間帯などに続けていただけると楽しみが増えます。
』とメールを送ってきました。これって、いい
評価？

↑企業プレゼン。司会は阪大薬剤部の渡邉さん。藤本製薬、ニプ
ロ、ジェイ・エム・エス、ニュートリー、テルモ、大塚製薬工場、
クリニコの方々です。みなさん、プレゼンがお上手です。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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エイワイファーマ、ニプロ、ジェイ・エム・エス、クリニ
コ、大塚製薬工場、ニュートリー、ありがとうございまし
た。夕方は情報交換会とポスターセッション。かなりまじ
めにポスターの前で議論が行われていました。翌朝は臨床
研究セッション。血小板数と血漿カリウム値の関係につい
ての話は、全然知りませんでした。4 題とも、本当にいい
発表でした。症例ディスカッションは 3 症例。少し時間が
足りなかったのですが、それだけ、盛り上がったというこ
とです。2 日目のランチョンセミナーは私が『臨床の現場

↑パネルディスカッション『在宅での静脈・経腸栄養管理の向上
を考える』です。もう少し、一人ひとりの発表について議論をし
たほうがよかったかなあ、そんな感じ。でも、それなりにいい議
論ができたと思います。

で知っておきたい微量元素の知識』と題して、アセレンドの話を中心にして講演しました。最優秀ポスターは福井県立病
院の管理栄養士、森川さん。昨年、亡くなられた、リーダーズの仲間、中井宏治先生を忘れないようにということで『中
井賞』となりましたので、第 1 回中井賞受賞者として第 11 回の熊本でのリーダーズで表彰します。2020 年 3 月 7 日、8 日
です。

↑懇親会もいい雰囲気でした。最後まで残ってくれた方々で全員写真を撮りました。全員の名前を覚えているのでは
ないのが残念ですが、ほぼ、知っています。写真を全員に送りたいと思っているのですが、名前がわからないかたが
います。そう、気づいたのですが、名札は、裏表ともに、名前がわかるようにするほうがいいかな、と思います。そ
れから、名札のホルダーは、個人持ちにして、学会や研究会のたびに自分で持ってくるようにしましょう。無駄です
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：9 月があっというまに過ぎてしまいました。暑いまま
でした。
小越先生：そうだな、本当に暑い。30℃以上なんだから、異常だ
よ。
ゼン先生：それに、台風の勢力がものすごく強くなっていますよ。
昨年は 21 号で大阪が大変だったのですが、今年は 15 号で千葉
が大変です。
小越先生：本当に、これは地球温暖化の影響で間違いない。アメ
リカのハリケーンもすごかったな。
ゼン先生：テレビで見ましたが、鉄筋の建物が壊れていましたよ。
小越先生：今月の 9 月 22 日、23 日のリーダーズも台風に邪魔さ
れたんだろう？
ゼン先生：台風 17 号のために、神戸へ来られなかった方が何人
かいました。鹿児島、宮崎の方たちです。沖縄の方はなんとか、
台風が過ぎてから来てくれたようです。
小越先生：まあ、秋は台風シーズンだから、仕方ないけど。その
リーダーズはどうだったんだ？
ゼン先生：まあ、それなり、ということでしょう。
小越先生：終わってほっとした、という感じではなさそうだな。
ゼン先生：正直、そうです。会長の大石先生ががんばってくれた
んですが、課題が残っている、そんな感じです。
小越先生：どういう課題なんだ？
ゼン先生：参加者数ですね。増えません。今回は 185 名でした。
小越先生：そうか。しかし、3 連休だからな。それぞれに個人的
な用事もあるだろうし。
ゼン先生：それはそうなんです。わかっています。でも、そうい
う悪条件を超越して来てほしい、そう思ってしまうんですよ。
小越先生：気持ちはわかるけどな。
ゼン先生：根津先生が、それだけの人数が集まってくれたことに
感謝するべきじゃないか、と言っておられますが。
小越先生：オレもそう思う。発足して間もない、そして、特別な
おまけもない学術集会に、これだけの人が来てくれた、そう思
うべきなんじゃないか？
ゼン先生：学術レベルを高くして活発な議論をすれば、それに賛
同してくれる人はかなり多い、そう思っているのですが。それ
がなかなか広がらないということで、ちょっとあせっているよ
うにも思います。
小越先生：しかし、リーダーズという学術団体が臨床栄養の領域
で活動していることは知られてきているんじゃないか？
ゼン先生：そうだと思います。リーダーズという名称もかなり定
着してきているように思います。そうそう、今回、学会として
の名称を変更しました。
小越先生：へええ、学会名を変更か。日本静脈経腸栄養学会が名
称を変更した、それと同じ意味か？
ゼン先生：どうでしょう。
『栄養管理指導者協議会』だったのを、
『静脈経腸栄養管理指導者協議会』に変更したんです。
小越先生：へええ、静脈経腸栄養管理としたのか。
ゼン先生：はい。名称が長すぎると思って、私としてはちょっと
躊躇したんですよ。でも、理事会で、現在、明確に静脈栄養と
経腸栄養を考えようという学会がなくなっている、という意見
で変更することにしたんです。最初に名称変更を議題として取
り上げたのは、この 3 月の東京でのリーダーズの理事会だった
んですが、ペンディングにしていたんです。

第７０回

小越先生：いいんじゃないか。もともとリーダーズは、英語では
Council of leaders for parenteral and enteral nutrition
で、PEN Leaders と略しているんだろう？
ゼン先生：そうなんです。総会でも承認してもらいました。なぜ、
日本静脈経腸栄養管理指導者協議会にしないんだ、という意見
も出たんですが、本当に長い名称になるので、頭に日本をつけ
る必要はないと思っています。
小越先生：いろいろ、批判や意見が出るだろうけどな。
ゼン先生：活動内容が明確になるから、いいと思う、そういう意
見が強いです。
小越先生：当然だよ。静脈栄養・経腸栄養について議論しよう、
ある意味、そこに特化した議論をしよう、ということだから、
な。
ゼン先生：はい。そうです。名前負けしないよう、がんばって活
動します。
小越先生：しかし、がんばるといっても、具体的にどうすればい
いんだろうか。
ゼン先生：やっぱり大事なのは機関誌です。もっと論文を書いて
もらわなくてはなりません。そこが基本です。そのためにいろ
いろな議論があるのだと思っています。
小越先生：その議論は活発なんだろう？

↑もちろん、石川さゆりの『津軽海峡冬景色』の歌碑です。2 番の歌
詞です。1 番は、青森駅前にあるとのこと。見に行くことができませ
んでした。次回のお楽しみ、です。ボタンを押すと歌声が聞こえま
す。何度聞いたかなあ。

↑歌碑の近くの『お食事処たっぴ』で昼飯。
『まぐろ』と『まつかわ
カレイ』の『づけ丼』。うまい！メニューを見ると『若生おにぎり』
という珍しい記載。これは食べなくては。食べましたよ、もちろん。
お店の方に、大丈夫ですか？食べきれますか？と聞かれましたが、
もちろん、食べきれました。
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：いろいろ、意見は出ますが、議論というより一方的に
フロアからの意見が出ている、そんな感じですね。
小越先生：それじゃダメなのか？
ゼン先生：ダメではないんですが・・・。なんか、今回も思った
のですが、学会内で意見をいう、質問をする、それはそれでい
いのですが、それだけになっていないか、ということです。
小越先生：ちょっと意味がわからないんだが。
ゼン先生：質問をしたり、意見をいう、それは、ある意味簡単で
す。悪い表現をすると、無責任かもしれません。そしたら、あ
なたはどうやっているの？となります。
小越先生：なるほど。
ゼン先生：実績があるのか？そこが問題です。発言をしたからに
は、その発言に責任をもたないといけない、でしょう？
小越先生：そうだ。しかし、そう言ってしまうと、議論なんてで
きないぞ。
ゼン先生：そのとおりです。でも、責任をもつために、自分でデ
ータを出そう、発表しよう、論文を書こう、そういう気持ちに
なってくれること、それが、ある意味、責任をもつことになる
と思うんですよね。
小越先生：なるほど、君らしい、古風な考え方だ。そんなことを
言っていると、リーダーズの学術集会に来て、意見を言おう、
という人が少なくなるかもしれないぞ。
ゼン先生：そうかもしれません。でも、レベルアップするために
は、ここをクリアする必要があるはずなんですよ。自分で学術
的な活動をしてもらう必要があるんです。

↑鶴の舞橋へのドライブ中です。岩木山が見えます。見る方向によ
って形が違うそうですが、この方向から見ると、まさしく津軽富士
でした。しかし、頂上にはずっと雲がかかっていました。動け！と
思いましたが、結局、頂上は見えませんでした。とにかくいい天気
でした。

↑岩木山をバックに撮った写真です。この時も、頂上は雲で隠れて
いました。雲がくっついているかと思いました。

第７０回

小越先生：言いたいことはわかるけど、それをあまり前面に出す
べきではないと思う。
ゼン先生：そうですよね、古いですよね。古い考え方ですよね。
小越先生：でもな、みんなに、もっと学術活動をしましょう、自
分のデータを出しましょう、自分の発表をしましょう、自分の
論文を書きましょう、それは訴え続けるべきだよ。
ゼン先生：訴え続けています。いろんな機会をつかまえて言って
います。でも、論文は増えません。
小越先生：書き方がわからないんじゃないか？
ゼン先生：本当は、所属している施設の医師が指導してくれたら
いいんです。NST のチェアマンです。しかし、なかなか指導し
てくれないようです。何人か、投稿してきた論文を、相当、指
導しましたが、こんなに論文の書き方を指導してもらったこと
はない、という感想でした。いくらでも、私でよければ指導す
るよ、そう言っているんですよ。でも、投稿してきません。な
んとかならんのか、と叫びたいですよ。
小越先生：そうか。でもな、とにかく、まだ発展途上なんだから、
呼びかけは続けなさい。そして、待ちなさい。それが大事だ。
そのうち、君の気持ちを理解して、論文を書こうとする人が増
えてくるから。とにかく待ちなさい。
ゼン先生：そうですね。待ちます。論文が少ないのは、リーダー
ズの機関誌だけではないので。しかし、NST が活動し始めて、
日本の栄養管理レベルは上がったはずですよね。
小越先生：もちろんだよ。上がっているだろう？
ゼン先生：上がっているんでしょうか。上がっている、その意味

↑寅さんは、石を並べて作っているのだそうです。ちょうど、電車
が走ってきて、その背景は津軽富士の岩木山。いいタイミングでい
い写真が撮れました。この日は 9 月 14 日なので、岩木さんの頂上の
雲がいません。きれいな景色でした。

↑田舎舘村の田んぼアートの本チャンです。2 か所あるのです。ここ
の図柄は『おしん』
。毎年、図柄は変わるのです。来年はどんなアー
トかな？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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は？と今回のリーダーズの第 10 回記念激論企画で考えたりし
ました。
小越先生：それも大事だな。上がっている、その意味か。
ゼン先生：今回のリーダーズで事前登録時にアンケートをやり
ました。回答数は 100 ちょっとです。
『日本全体の栄養管理レベ
ルは、近年、上がってきていると思われますか？』については、
上がってきているが 28.8%、下がってきているが 26%、変わらな
いが 45.2%でした。

小越先生：ふううん、という感じだ。君はどう思っているんだ？
ゼン先生：ものすごく下がっていると思っています。上がってき
ているが 28.8%もあったことは驚きでした。
小越先生：どういう意味で下がっていると思っているのだ？そ
こが問題だ。
ゼン先生：器材や製剤はものすごくレベルアップしていると思
います。しかし、それを適正に使えない、そこが問題です。要
するに、医療者の栄養に関する考え方、知識、技術が下がって
いるんですよ。
小越先生：そうなのか？
ゼン先生：そうです。明らかに下がっています。
小越先生：その証拠は？下がっているというエビデンスは、どこ
にあるんだ？
ゼン先生：エビデンスですか。具体的な調査はされていませんの
で、そう言われるとつらいところはあります。
小越先生：だろう？エビデンスがないのに、下がっていると言い
切ってはいけないだろう。
ゼン先生：しかし、そうこうしているうちにどんどんレベルが下
がって、適正な栄養管理を受けられずに苦労している患者さん
が増えていきます。
小越先生：しかしな、事前アンケートの結果では下がっていると
いう回答は 4 分の 1 なんだろう？その数値から考えると、君み
たいに下がっていると断言してはいけないはずだ。エビデンス
という意味ではな。
ゼン先生：そうでしょうか。リーダーズの参加者以外にアンケー
トをするとどうでしょうか。
小越先生：君の期待に反して、上がっているという回答が増える
と思うよ。なぜなら、適正な栄養管理とは、という基準が低い
からだよ。
ゼン先生：そうなりますか。ということは、先生も、全体のレベ
ルは下がっていると思っておられるのでしょう？
小越先生：いや、そこは判断が難しい。オレ達が栄養管理が必要
だと思って活動を始めたころは、いい製剤や器材がなくて苦労
したんだよ。栄養が大事だという認識はものすごく高かったん

第７０回

だけど、それを実現するための製剤や器材がなかったんだよ。
しかし、今は、簡単に静脈栄養や経腸栄養を実施できるように
なっているじゃないか。
ゼン先生：栄養が大事だという認識があれば、です。
小越先生：とにかく簡単に静脈栄養も経腸栄養も実施できるだ
ろう？診療看護師や特定研修を受けた看護師に PICC を入れて
もらって、エルネオパ NF やワンパルを処方したらそれなりの
TPN は実施できるようになっているんだろう？
ゼン先生：それなりの、ですが。
小越先生：経鼻カテーテルや胃瘻を造設して、濃厚流動食や経腸
栄養剤を投与すれば、経腸栄養も簡単にできるようになってい
るだろう？
ゼン先生：それなりですが。
小越先生：そういう意味で栄養管理レベルは上がっていると判
断されているんじゃないのか？
ゼン先生：何も考えなかなくても静脈栄養や経腸栄養を実施で
きることが、栄養管理レベルが上がっているという意味なんで
すか？
小越先生：それは考え方だろうな。栄養管理のレベルが上がって
いるをどう解釈するか、だな。
ゼン先生：私としては、製剤や器材を使いこなせる人がどれだけ
いるか、そこが大事だと思います。
小越先生：もちろん、それは大事だよ。
ゼン先生：そういう人は明らかに減っています。
小越先生：減っているという証拠はあるのか？
ゼン先生：ありません。いろいろな情報を集めて考えると、です
が。しかし、調べようがないでしょう。
小越先生：栄養関連の指導医とか、認定医とか、増えているんじ
ゃないか？

↑ポスターセッションの様子です。ポスターが小さいから、みなさ
ん、近くで議論しています。個別に議論するのは非常にいいと思い
ます。おまけに抄録集にこのポスターは掲載されていますから。
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ゼン先生：増えているかもしれませんね。NST 加算をとるために
必要な研修を受けた医師は増えているでしょう。
小越先生：それこそが栄養管理レベルが上がっているという意
味なんじゃないのか？
ゼン先生：それは違うと思います。形だけですよ、名前だけです
よ。
小越先生：でも、NST 加算を申請するには、そういうセミナーを
受講した医師が必要なんだから、勉強した医師が増えているこ
とを意味しているはずだ。
ゼン先生：たった 10 時間、講義を聞いただけですよ。
小越先生：それでも聞かないよりはましだろう。
ゼン先生：聞きたいと思って受講するのか、資格として必要だか
ら仕方なく 10 時間講義を受けるのか、意味が全然違うと思いま
す。それに、そのセミナーの講師陣にどこまでやる気があるか
も問題ですよ。
小越先生：君がどうこういっても、とにかく 10 時間、聞くこと
によってそれなりの成果はあるはずだ。
ゼン先生：その先生の意見を受け入れたとしましょう。しかし、
そういう医師が、実際、積極的に自分の施設で栄養管理に力を
入れているんでしょうか。
小越先生：そりゃあ入れているだろう。あの TNT セミナーだって、
もう 20 年になるんだから、2 万人くらいが受講しているはずだ。
ゼン先生：栄養管理に精通した医師が 2 万人以上いる、というこ
とになります。そうすると、日本全国、どの病院でも適正な栄
養管理が実施できているはずですよ。

第７０回

小越先生：そうなんじゃないのか？
ゼン先生：この臨床栄養に関連している、医療者以外の方、たと
えば企業の方の話を聞くことがよくあるんですよ。
小越先生：なるほど、臨床栄養に関する知識がある、医療者以外
の人の意見、それは大事だ。
ゼン先生：栄養の現場は、大変なことになっていますよ。身内が
入院したりした場合、ものすごくいい栄養管理をしてもらいま
した、という話は聞いたことがありません。不満だらけです。
小越先生：不満がある人が君に話すからじゃないのか？
ゼン先生：そんなことはないと思います。いい栄養管理をしても
らいました、そういう話もしてくれるはずです。でも、聞いた
ことがありません。食事ができないのにずっと電解質輸液だけ
でした、とか、胃瘻を造って経腸栄養をしてくれたらいいと思
っていたのに、してくれなかったとか、いろいろです。ある輸
液ラインの企業の方が入院したのですが、3 日間、毎日点滴し
て、抗生剤をニードルレスコネクタから側注してもらった、し
かし、そのニードルレスコネクタの部分は 1 回も消毒しなかっ
た、とのことです。
小越先生：そういう現状もあるのか。
ゼン先生：あります。つい先日も同じような話を聞きました。入
院して、1 週間以上、電解質輸液だけ。おかげで入院中に体重
が 8kg 減った。退院してから、知り合いに、体重を減らしたい
なら入院することだ、そんな笑い話にしているとのことです。
小越先生：なるほど、体重を減らしたかったら入院すればいい、
笑うしかないな、その話は。
ゼン先生：これが笑い話ではないことが問題です。現実ですから。
小越先生：そういわれると返事ができない。
ゼン先生：それから、NST に真剣に取り組んでいる、看護師、管
理栄養士、薬剤師、理学療法士たちの愚痴。彼らは真剣ですか
ら、医師の栄養管理に対する取り組みがよく見えるんですよ。
その判断は、正しいと思っています。
小越先生：ダメな医師が多い、そういうことなのか？
ゼン先生：そうです。ダメというか、栄養管理に興味がない、知
らない、ちゃんと管理しようとしない、そんな医師です。
小越先生：まあ・・・そうなのか。
ゼン先生：臨床栄養に真剣に取り組んでいる NST のスタッフは
苦労しています。今回、院長はどうなんだ？というアンケート
もしたんですよ。
小越先生：ほおお、それは面白い。どういう結果だったんだ？
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ゼン先生：貴施設の院長の NST 活動に対する理解度に何点をつ
けられますか？5 点満点で答えてください、です。
小越先生：意外といい評価だったんじゃないか？
ゼン先生：1 点が 13.2%、2 点が 11.8%、3 点が 36.8%、4 点が 18.4%、
5 点が 19.7%、でした。

小越先生：4 点と 5 点を合わせると 4 割近いじゃないか。
ゼン先生：まあ、いろいろだと理解しています。確かに、院長の
考え方で NST 活動がやりやすいか、決まる部分がありますから。
小越先生：確かにそうだよ。だから、TNT セミナーを始める時、
院長や教授クラスに受講してもらおうと考えたんだったな。
ゼン先生：そうでした。その先生の意図が実現されているかとい
うと、そうではないように思います。
小越先生：そうか、それは残念だ。
ゼン先生：仕方ないことです。医師のことを話してきましたが、
他の職種も問題だと思います。
小越先生：一番影響があるのは看護師だよな。
ゼン先生：そうですね。一番患者に近い立場ですから。
小越先生：そうだよな。食事はちゃんと食べているのか、表情は
どうだ、活動性はどうだ、元気度は、看護師が一番評価できる
立場だからな。
ゼン先生：栄養に興味がある看護師は増えていると思いますが、
興味のない看護師も増えています。確かに、臨床栄養に関する
セミナーを開催しても、参加者数は明らかに減っています。
小越先生：そういうセミナーに参加しなくても、臨床栄養に関す
る知識は豊富なんだろう？
ゼン先生：本当にそう思われますか？かつて、私が実施した試験
では相当レベルが低かったのですが。
小越先生：上がっているんじゃないのか？
ゼン先生：また試験をしてみる必要がありますね。今度開催する
セミナーで試験してみましょうか。
小越先生：それは面白い。しかし、臨床栄養に興味がある人が集
まるんだろう？
ゼン先生：いい成績が期待できるのでしょうか。そうであって欲
しいけど。
小越先生：その成績からいろいろ判断できるだろう。とにかくデ
ータが必要だと思うよ。
ゼン先生：そうですね。それをやってみます。
小越先生：管理栄養士のレベルは上がっているんだろう？
ゼン先生：どうでしょう。少なくとも、静脈栄養・経腸栄養に関
するレベルは、上がっていない可能性が高いと思います。もち
ろん、レベルの高い管理ができるようになっている管理栄養士
は増えているはずです。

第７０回

小越先生：そういうものか？
ゼン先生：NST の活動内容自体、経口栄養に向かっていますから、
静脈栄養・経腸栄養に関するレベルは上がりにくいと思います。
小越先生：経口栄養に進んでいるんだたら、薬剤師もダメなんじ
ゃないか？
ゼン先生：ダメという表現は適切ではないと思いますが、NST の
中での存在意義は小さくなっているはずですから、レベルは上
がらないんじゃないでしょうか。
小越先生：なんか、否定的な話ばかりになってしまっているなあ。
ゼン先生：今回のリーダーズの激論企画でも、やはり、教育が重
要だという結論になりました。
小越先生：それは間違いないよ。
ゼン先生：しかし、問題は、教育できるスタッフがどれだけいる
のか、です。もう悪循環になってきていると思います。教育機
関で、静脈栄養・経腸栄養を中心とした栄養管理を教えること
ができるスタッフが、絶対的に不足しています。その結果、ち
ゃんと教育ができない、レベルが下がる、この悪循環です。
小越先生：そうか、そこまでになっているのか。
ゼン先生：だから、そういう教育をできるスタッフを育てる必要
があるんですよ。それがリーダーズの役割だと思っています。
そのためには、自分のデータを持たなければならない、論文を
書かなければならない、なんです。
小越先生：なんか、悲観的な会話になってしまったが、やるべき
ことはわかったような気がする。しかし、こんな基本的なこと
を今、議論しなければならない、それが問題だな。
ゼン先生：本当です。明るい話題、とは言えないかもしれません
が、リーダーズの名称を静脈経腸栄養管理指導者協議会と変更
しましたので、これをきっかけに、前向きになってほしいと思
っています。
小越先生：そうだな。そこに期待してみるか。

↑9 月 28 日土曜日は恒例の釣り。今回は淡路島でハマチ釣り。2 年
ほど前のハマチ釣りではボウズだったので、2 度と行くか、と思っ
ていました。しかし、今回は大漁。全員が釣りました。私はなんと
6 尾も釣りました。引きが強い。腕の力が必要だし、引き上げるの
が大変。実は、本当に大きいのを 2 尾、逃しました。ほぼ海面まで
釣り上げたのに、そこで糸が切れて逃げられました。逃がした魚は
大きい、そうなんですが、本当に大きかったのです。いやああ、こ
れがハマチ釣りの醍醐味だと実感しました。
『兵庫県淡路島釣り船ま
るかつ』を検索し『釣果』を開いていただくと 9 月 29 日の写真集に
私が出ています。
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第７０回

←多くの友人から、読んだ、感動した、涙が止まらなかった、など
の感想をいただいています。短腸症候群の勉強になる、静脈栄養の
勉強になる、栄養管理の勉強になる、との声も聞こえてきています。
ぜひ、買って読んでください。

【今回のまとめ】
1. 9 月 28 日の淡路島での釣りで、りっぱなハマチをたくさん釣りました。2 年前の『ボウズ』のリベンジが
できました。
2. ほぼ 10 年ぶりに青森、津軽半島、龍飛崎へ行きました。いい天気で快適でした。冬は大変だろうな、と思
いながら北海道まで見せていただきました。嶽きみはうまかった。
3. 第 10 回リーダーズを開催、有意義な内容でした。参加者数は期待より少なかったのですが。記念のゴーフ
ルプレゼント、最優秀ポスター賞を中井賞と命名、企業の方向けに Medical Nutritionist の水色バッジを
授与、などの企画、よかったと思います。
4. 日本の栄養管理レベルは上がっている？そうではないと思います。それを受け止めて、リスタートすること
が大事だと思います。
5. リーダーズの名称を『静脈経腸栄養管理指導者協議会』に変更しました。学会としての活動内容が明確にな
ったと思います。これをきっかけに、多くの方に参加してほしいと思っています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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