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『栄養管理を実施したら、栄養評価をして効果を確認しなければ！』
9 月 29 日に大宮の「彩の国東大宮医療セン
ター」で講演したのですが、台風 24 号が来て
いる、新幹線が運転を取りやめる、というので
翌 30 日は朝一番の新幹線（大宮 6:39）で東京
へ。自由席でしたので、ガラガラ。東京着は
7:04。7:20 ののぞみで新大阪へ。台風が来る？
たいしたことないじゃない、大阪は。台風は
20 時頃に和歌山県田辺市付近に上陸し、近畿
から東北を縦断しました。だから、大阪は大し
たことはなかったのです。しかし、東海道新
幹線は計画運休でしたので、やはり、早く大
阪へ戻らなくてはならなかったのですが。そ
れにしても JR は、最近、早く運休にし過ぎじ
ゃない？

↑彩の国東大宮医療センターで開催された AMG の NST フォーラム。最後に参加者
全員で記念写真。日大の林先生、埼玉医大の道田先生も参加してくださいました。
思い起こせば、坂本先生には 2008 年の第 1 回にもお招きいただきました。あの
時は約 300 人の参加者で、全員で写真を撮ったのを記憶しています。これだけ人
数が減ったのは、NST が普及したから？飽きられたから？でも、ここにこうして
来ておられる方々は、非常に熱心な方々です。

↑NST フォーラムの後の懇親会。和気藹々で、いい雰囲気でした。久しぶりに、約 10 人の女性に握手を求められました。久しぶり。何
年ぶりだったかな？昼飯は、坂本先生に埼玉のうな重をごちそうになりました。これも強調しておかなければなりません。うらわ駅に
は『うなちゃん』の銅像があります。浦和はうなぎの蒲焼の発祥の地ですからね。

10 月 5 日には JR 広島病院へ講演に行きました。私が研
修医時代に国立呉病院に勤務していた看護師さんが偉
く？なっていて、還暦で定年退職になるから、ということ
で呼んでいただきました。この日も暑い日で、一応、上着
とネクタイを持って行ったのですが、結局、いつものラフ
な格好で講演することになりました。講演タイトルは『栄
養管理の重要性―静脈・経腸栄養についてゼン先生から学
ぼう！』としていただきました。もちろん、講演の『前振
り』は『広島東洋カープ、優勝おめでとうございます』で
した。
10 月 17 日には市立豊中病院での NST 講演会。外科の岩
澤先生に呼んでいただきました。市立豊中病院はいつもの
通勤途中にあるので、大学からもすぐ、だと思っていまし
た。車に乗ってナビで設定すると約 10km もあり、5 分ほ
どで着くという予想とは大違い。予定時刻より 10 分も遅
れて、岩澤先生にはご心配をおかけしましたが、講演には
十分間に合いました。講演は、いつもより参加者が多かっ
たということで、喜んでいただきました。講演後、阪急豊
中駅の近くで懇親会。阪急豊中駅へ行ったのは何十年ぶり

↑広島駅のお土産売り場は、赤、赤、赤、でした。広島東洋カープ
の優勝記念です。もちろん私ももみじ饅頭を買いました。広島東洋
カープは帽子とヘルメットを赤にすることで強くなった、NHK でや
っていました。1975 年にアメリカからやってきたジョー・ルーツ
が監督になって、帽子とヘルメットを赤にしたのです。この年初め
て優勝したとのこと。赤は活力、元気、ヤル気をイメージできます。
ただ今日本シリーズ中です。なんとなく、カープを応援したくなっ
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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だったのでしょうか。学生時代は隣の駅、阪急岡町駅に
住んでおりました。NST のみなさんと、楽しい話ができま
した。また、消化器内科部長の西田先生も懇親会へ来て
くれました。大阪府立病院で一緒に働いたことがありま
して、20 年以上前を思い出しながらなつかしい話ができ
ました。偉くなったね、という感じでした。
10 月 20 日は息子の結婚式。軽井沢で結婚式を挙げるの
で、19 日の夕方、大阪を出て軽井沢へ向かいました。の
ぞみの中で仕事をしながらだったのですが、京都を過ぎ
た頃にのぞみがスピードダウン。そのうち停車。社内ア
ナウンスで『新幹線の姫路駅で人身事故発生。山陽新幹
線と東海道新幹線が全部止まっています。』とのこと。結

↑市立豊中病院の方々です。NST の面々です。近所なのに、どうし
てもっと早く講演に呼ばなかったのですか？怖い先生だから、軽く
依頼すると断られると思いまして。そんなことはありません。西田
くん（前列左）に言えば、すぐに OK だったのに。井上善文は怖
い、というイメージは、ずっとつきまとっています。まあ、それも
仕方ないでしょう。根はこんなにやさしいのに。

局米原駅で 1 時間 45 分くらい停車して発車。名古屋駅で
も信号待ちで停車。新横浜駅に着いたのは 21 時 30 分頃。
調べると北陸新幹線の軽井沢行最終が 22:08。あれ？間に
合わないのでは？と思ったのです。でも、品川駅に 21:50
頃についたのでなんとか間に合うだろうと思っていたら、
信号待ちや、前ののぞみが停車中です、などの理由で東
京駅に着いたのは 22:30。北陸新幹線の最終便はとっくに
出発していました。のぞみが遅れただけなら仕方ないの
ですが、北陸新幹線も出発を遅らせてくれよ、そう思い
ました。東京駅で一夜を過ごすことになりました。新幹
線の車内で一夜を過ごしたのですが、その車両がホーム
に入ってきたのは午前 1 時半。それまでの 3 時間は駅の
ベンチで過ごしました。車両に乗っても寝れません。の

姫路で新幹線人身事故



2018 年 10 月 19 日



のぞみ 394 号（新大阪 17:23 発）が



軽井沢へ行く北陸新幹線

2 時間以上遅れた（東京に 22:30 着）

（東京 22:08 発）に乗れなかった



朝まで東京駅で過ごした

ぞみの車内でよく眠れるのは、動いているからですよね。
私が眠れるように、のぞみを走らせて、お願い！午前 5
時に車内アナウンス：この車両は車庫に入るので降りて
ください。北陸新幹線の始発は 6:38。それまでも、再び
ベンチで過ごしました。結婚式には間に合いましたし、
心温まるいい結婚式でした（息子も手を離れました。い
い息子です。いい嫁さんもらったな。がんばれ！仲良く
な！）。無事、結婚式を終えることができたのはよかった
のですが・・・私は腰痛が再燃してしまいました。あま
り大きなトラブルとは認識されていないようですが、こ

↑麻生飯塚病院での講演会のあと、いつものように、いつものお
店で、いつものメンバーで懇親会。本当、いつもの会話でした。
右は麻生飯塚病院のそばを流れている遠賀川のコスモスです。鮎
川くんが撮った写真です。

の年齢で、東京駅で一夜を過ごすって、結構大変なこと
で、思い出深い？息子の結婚式となりました。
25 日には、恒例の？麻生飯塚病院へ。今回はクリニコ
がスポンサー。第 192 回筑豊臨床栄養研究会で講演しま
した。テーマは胃瘻問題としました。いつものように講
演して、いつものようにいつものお店でいつものメンバ
ーで懇親会。いつものように合谷さんもかけつけてくれ
ました。
27 日には千里金蘭大学での地域交流講演会。千里金蘭
大学創立 15 周年記念。客員教授にしていただいておりま
して、食物栄養学科としての講演でした。講演タイトル

↑千里金蘭大学での地域医療講演会。記念に、講演会のチラシをお
見せします。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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は『本気の在宅静脈栄養、在宅経腸栄養―ここまでやれ
る！』出席者は 30 人か 40 人だったと思います。まあ、い
つもの調子で講演させていただきました。終わってからは
すぐに新大阪駅へ行き、東京へ。28 日のエキスパートナ
ースの臨床栄養セミナーのためでした。今回は栗山先生の
経腸栄養と私の静脈栄養やカテーテル管理に加えて、口腔
ケアについてのセッションを加えました。茨城県立医療大
学保健医療学部看護学科、摂食・嚥下障害看護認定看護師
の矢野聡子さんに講演していただきました。テンポのいい
講演で、緊張していると言っていましたが、なんか、のび
のびやっておられた、という気がしたのですが。参加者は
100 人足らず。私の講演を聞いたことがある、という参加
者はほとんどいなくて、これをどう解釈すればいいのだろ
う、栄養の講演を聞きに来たというより、口腔ケアの勉強

↑照林社の臨床栄養フォーラム。矢野先生の写真もあります。口
腔ケアを自分でやっている写真、たまたま写っていました。看護
師さん達、ほんとうに口腔ケアに興味があるんですね。

がしたかったのでは？なんて思いました。栗山先生は栄養
アセスメントと経腸栄養の講演でしたが、毎回、工夫しな
がらスライドを作って準備しておられることがよくわか
りました。講演後、栗山先生にだけ質問者が来ていました。
ニプロも口腔ケアに関する製品を発売したので、矢野先生
の講演はいい宣伝になったようです。クリニコは、新しい
味の製品を出していて、参加者は試飲・試食していました。
私は、残ったゼリーやゼリー状飲料をたくさん食べさせら
れましたが、やはりクリニコの製品は味がいいですね。
とにかく 10 月は、第 8 回一般社団法人栄養管理指導者
協議会の『栄養 100 年イベント』の準備で忙しくしていま

↑矢野さんにいただいた、茨城のおみやげです。れんこんサブレ
ーは、蓮根のパウダーを練り込んだ焼き菓子。蓮根好きの看護師
さんが蓮根の味がする、と言っていました。私？わかりませんで
した。もう一つのお土産は『ほし納豆』でした。矢野さん、私が
納豆は大豆だということを知らなかったことを知っていたのでし
ょうか。

した。会場の準備、企業との交渉、講演者との連絡、抄録
集の作成、記念品の設定など、いろいろあります。いいプ
ログラムになりましたし、いい記念品も準備できましたの
で、大勢に参加して欲しいと思っているのです。

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、10 月が終わりました。今年もあと 2 か月しか

ゼン先生：そうですね、確かに減っています。理事会で理事長

ありません。速いですね、月日のたつのは。

が、井上を JSPEN の支部会の講演に呼ぶな、と言ったらしいの

小越先生：それは仕方ないぞ。24 時間の長さは変わっていない

で。

けどな。

小越先生：それも変だな。ま、いいんじゃないか？そういう学

ゼン先生：わかっていますが、あっという間に 1 週間が過ぎて

会になった、ということだから。

しまうんです。

ゼン先生：私もそう思っています。

小越先生：いいじゃないか。それだけ忙しくしているというこ

小越先生：口腔外科学会や摂食障害学会では何をしゃべるつも

となんだから。

りなんだ？

ゼン先生：まあそうなんですが。その 1 週間で何か建設的なこ

ゼン先生：栄養が大事！これを強調したいと思います。

とができたのかと思うと、何もできていないような気がするん

小越先生：そうだな、それが君の役割だ。静脈栄養と経腸栄養

です。

も大事ですぞ、経口栄養ばかりではダメですよ、と強調しなさ

小越先生：もっと余裕をもって生活できないのか。

いよ。

ゼン先生：それなりに仕事は進んでいるとは思うんです。でも、

ゼン先生：もちろんです。

自分が思っているよりできていない、そういうことかもしれま

小越先生：栄養評価の話もするって言ってたな。

せん。

ゼン先生：はい。

小越先生：たくさんやることがある、いいことなんだ、がんば

小越先生：栄養評価の話って、何か、新しいネタはあるのか？

らなくては、と思っていたらいいよ。それより、新幹線のトラ

ゼン先生：新しいネタですか？

ブルは大変だったな。本当、被害者だな。

小越先生：そうだよ。栄養スクリーニングについてはいろいろ

ゼン先生：そうですよ。この高齢者間近の私が東京駅で一夜を

データも出てきて発表があるように思うんだよ。SGA、MNA、CONUT

過ごす、大変なことですよ。慰謝料くれ。

なんかを使って、手術前のリスク判定を行うって、そういう発

小越先生：そうだな。時間と腰痛の治療費をくれ！だな。

表は結構あるんじゃないか？

ゼン先生：先生、全然私の気持ちをわかってくれていませんね。

ゼン先生：あります。最近、CONUT を使った検討結果の発表が多

心の中で笑っているでしょう。

くなっているように思います。

小越先生：笑ってはいないけど、運が悪かっただけ、仕方ない、

小越先生：コナットではなくてコニュートだな。

がまんしなさい、だな。

ゼン先生：そうです。なんとなくですが、コニュートと発音す

ゼン先生：わかりました。がまんします。

る人が増えているように思います。

小越先生：しかしだな、この話を講演の前振りで使っているん

小越先生：そうか。君と宮田くんのキャンペーンが効いてきて

じゃないか？君のことだから。転んでもタダでは起きない性格

いるのかもな。

だから。

ゼン先生：そうかもしれません。しかし、コナットと呼ぶのを

ゼン先生：よくお分かりになりますね、先生。もちろんです。

広めたのもわれわれですから。

あれからの 2 回の講演では、前振りとして使いました。これか

小越先生：そうだったな。コニュートに代えるのも君らの責任

らも何回かは、使えると思います。

だ。

小越先生：だからな、慰謝料くれ、なんてみみっちいことを言

ゼン先生：確かに。しかし、CONUT がどこまで信頼できるか、ち

わないことだ。JR だって被害者なんだから。

ょっと疑問ですね。

ゼン先生：それはそうですが。でも、この腰痛はきっと長引き

小越先生：スペインの栄養士が作った指標だったな。

ます。
小越先生：しっかり腰痛体操をしなさいよ。ところで 11
月は忙しそうだな。
ゼン先生：ムチャクチャ忙しいというべきでしょう。しか
し、それを予想して、ある程度の準備はしています。特に、
講演がたくさんあるんですが、全部、テーマが違います。
口腔外科学会、摂食障害学会があり、ほかの講演も、NST
の話、静脈栄養の話、栄養評価の話、栄養の歴史の話、な
ど、新しくスライドを作る、並べる、そういう必要があり
ますから。
小越先生：そうか。講演回数が多い人はたくさんいるけど、
君の場合はテーマもいろいろだからな、それは大変だ。
ゼン先生：でも、講演をさせてもらう機会があるだけで幸
せだと思っています。
小越先生：JSPEN 関連の講演がなくなって、講演の機会は
減っているんじゃないか？
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：そうすると、BCG 法で測定している施設はそのまま

P さんがいまして、2011 年に会った時、えらく老けたな、と思

でいいが、BCP 改良法の場合は、ちょっと考える必要があるな。

ったら、Gonzalez B さんではなくて P さんだった、という笑い

ゼン先生：そうですね。BCP 改良法で測定している施設は、BCG

話があります。

法での測定値に換算して検討する必要があります。そこまでや

小越先生：なるほど。コニュートは君が ESPEN レポートで日本

らないと本当の小野寺の PNI での判定にはならないでしょうね。

に紹介したんだったな。

小越先生：そんな話をする予定なのか？

ゼン先生：そうです。アルブミン、リンパ球数、コレステロー

ゼン先生：私が強調したいのは、栄養管理をやっているが、そ

ル、それぞれをスコア化して分類するんです。

の効果をちゃんと判定しているのか？検証しているのか、栄養

小越先生：かつて、岩佐くんや佐藤くんらの総合的栄養評価指

評価をしながら栄養管理の内容を考えているのか？ということ

標に近いんじゃないか？

です。

ゼン先生：基本となる考え方はそうでしょう。しかし、アルブ

小越先生：それは大事なことだ。

ミンは炎症があると低下するし、リンパ球数が信頼できるのは
感染がない時に限定されるし、コレステロール値が栄養評価指
標としてどこまで意味があるか、いろいろ問題があると思って
います。それに、学会での発表や論文を読むと、栄養障害に陥
っているとして抽出する率がかなり高いんです。40%以上の患者
が中等度以上の栄養障害という発表もあります。
小越先生：それは多すぎるんじゃないか？
ゼン先生：私はそう思うんです。
小越先生：栄養障害患者を拾い上げる率が高いほどいい指標だ、
ということではないからな。
ゼン先生：その通りです。SGA は判定者の理解度が低いと抽出率
はものすごく低くなるし、MNA は高齢者用で結構ややこしいし、
MUST なんていう指標もありますが、どれも外国で作られたもの
ですからね。
小越先生：福井県立病院の栗山先生が作った S-NUST があるじゃ
ないか、日本製の。
ゼン先生：確かに。もっといろいろな施設が S-NUST を使って、
有効性を検証して欲しいと思っています。
小越先生：オレもそう思う。日本製だということも大事だよ。
しょせん、SGA も MNA も CONUT も、外国製。栄養に関しては、
日本と外国の間には差があるからな。
ゼン先生：そうですよね。日本には日本のやり方がある、そう
思います。
小越先生：ところで小野寺の PNI はどうなんだ？
ゼン先生：これも結構使われています。しかし、この間のリー
ダーズでは、アルブミン値の測定方法が問題になっていました。
小越先生：へええ。測定方法によって値が違うのか？
ゼン先生：そうです。これまでは主に BCG 法で測定されていた
んですが、最近、BCP 改良法で測定する施設が増えてきている
んです。
小越先生：測定結果はかなり違うのか？
ゼン先生：そうですね。3.5g/dL 以下の場合は BCP 改良法による
測定値に 0.3 を加えると BCG 法での測定値に近似する、という
ことのようです。
小越先生：そうか、そうすると小野寺の PNI の判定も、どれを
使って測定するかによって変わってくるな。
ゼン先生：そうです。小野寺先生がこの PNI を検討したのは 1980
年の初め頃ですから、おそらくは BCG 法で測定していたのだと

↑滋賀の大野神社に行きました。人気グループ『嵐』の聖地だからです。
栄養管理の専門家の聖地は『栄養寺』とするため、『嵐』の聖地へ行き
ました。嵐グッズがたくさんありましたが、どれも高価！お守りやら、
だるまやら、携帯ストラップやら、買いました。『だるま』と『だるま
枕』で 2800 円でした。合格御守、学業御守、これも大事ですから。

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：しかし、現状は、やりっぱなし、TPN をやれば栄養状

ゼン先生：もちろんです。それこそが栄養管理を実施している

態がよくなる、胃瘻を造設すれば栄養状態がよくなる、そう単

ことですから。

純に思っている、そんなことになっているようです。

小越先生：栄養管理をしているか？しています。どんな栄養管

小越先生：エネルギー量をいくら投与する必要があるのか、ア

理？ビーフリードを 2 本投与しています。もう何日間投与して

ミノ酸やたんぱく質をどれだけ投与する必要があるのか、それ

いるの？2 週間になります。食事は？できていませんが、ビー

は考えているだろう？

フリードを投与しています。栄養管理をしていますよ。という

ゼン先生：考えているんでしょう。体重あたり、たとえば 30kcal

ことになるんだ。

という目安はもっていると思います。しかし、それで適正投与

ゼン先生：そうなんですよ。ビーフリード 2 本でエネルギー量

量であるという保証はないでしょう。

がいくらか、アミノ酸が何 g 投与しているのか、わかっていな

小越先生：ないな、確かに。

いんですよ。それで 2 週間も管理するんです。アミノ酸が入っ

ゼン先生：この投与量でどういう結果になるのか、を判定して、

ているビーフリードを投与しているから、ということで栄養管

投与量を変更する必要があるのか、このままでいいのか、それ

理をしている『つもり』になっているんです。

を考えることが大事ですよね。

小越先生：経腸栄養も同じようなもんだな。

小越先生：アミノ酸だってそうだな。

ゼン先生：同じです。まだ経腸栄養のほうが投与量を考えてい

ゼン先生：その通りです。たんぱく質をどれだけ投与する必要

るかもしれません。経腸栄養剤は、ほとんどが 1kcal/mL ですか

があるのか、考えなくてはなりません。

ら。水分量とエネルギー量がほぼ同じだ、それが理由ですけど。

小越先生：一応、考えているんじゃないか？

小越先生：よくわからん理由だ。

ゼン先生：考えていると思います。思いたい。

ゼン先生：結果的に、それなりの投与量になっているという意

小越先生：ハハハ、思いたい、か。

味です。静脈栄養のように、たとえばビーフリードやパレプラ

ゼン先生：胃瘻問題についての講演でよく使う論文があるんで

スは 500mL で 210kcal ですから、0.42kcal/mL です。1000mL 投

すよ。PEG をやっても栄養状態はよくならなかった、という内

与しても 420kcal です。それを知らずに栄養管理しているつも

容で、アルブミン値と PNI は徐々に低下したというデータをき

りになっている、そこが問題です。

ちんと示しています。データはちゃんと示されています。

小越先生：なるほど。その、つもりになっている、は仕方ない

小越先生：問題は、どれだけのエネルギー量、アミノ酸量など

として、それはどうしたら改善できるんだ？

を投与したか、それが大事なのに、と言いたいんだろう？

ゼン先生：そうですね、その組成で 2 週間経過したら、どうな

ゼン先生：そうです。アルブミン値と PNI で判断していること

るか、栄養評価をしてみると、これではダメだということが理

は評価できますが。評価した結果を、投与量や投与組成を変更

解できるのではないでしょうか。

すべきかどうかを考えるために使っていないことが問題です。

小越先生： 2 週間後にアルブミンを測って、低下していること

小越先生：確かにそうだ。オレもそう思う。

がわかると、このビーフリード 2 本ではダメだ、ということが

ゼン先生：PEG で胃瘻を造設して、経腸栄養を開始する、アルブ

わかるんだな。

ミン値が上昇してこなかったら、なぜ？と考える必要があるん
ですよ。エネルギー量を増やしてみるか、アミノ酸量を増やし
てみるか、そうして、1 週間後くらいにアルブミン値を測定し
て、その変更がどういう効果を示したのかをみる、そこに栄養
評価の意味があるはずなんですよ。そういうことをせずに、PEG
患者では徐々にアルブミン値が低下した、胃瘻を造設すること
によって栄養状態がよくなるのではない、という結論ですから
ね。
小越先生：ポイントをはずして管理しているということだ。
ゼン先生：しかも、このデータを論文として発表してるんです。
結果的には、この施設では適切な栄養投与量で管理していない、
ということになりますよ。
小越先生：面白い見方だし、いじわるな見方だな。
ゼン先生：でも、その通りでしょう？
小越先生：その通りだ。君は正しい。しかしな、そういう見方
をすると、嫌われるぞ。
ゼン先生：仕方ありません。そういう立場だと思っています。
小越先生：まあそう開き直るな。君は、胃瘻を造設して経腸栄
養を実施するんだったら、ちゃんと栄養評価をしてフォローし
なさい、栄養状態が改善しないのだったら、組成や投与量を考
えなさい、そう言いたいんだろう？

↑『嵐』の聖地、尼崎にある『櫻井神社』にも行きました。ここは閑散
としていました。御守と携帯ストラップを買いました。これも高かった
なあ。
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：ふつうはわかるはずです。

ゼン先生：あまり専門的な指標を使う必要はないと思います。

小越先生：ふつうは？どういう意味？

基本的なデータとして、白血球数、リンパ球数、貧血の有無、

ゼン先生：最近、アルブミン値は栄養評価指標ではない、とい

肝機能と腎機能、コリンエステラーゼ、これだけは最低限欲し

う連中が多いでしょう。

いですね。CRP も測定します。

小越先生：確かに、そういう話は聞いたことがある。

小越先生：白血球数とリンパ球数、赤血球数、ヘモグロビン、

ゼン先生：もう何年も前から、こういう意見が出てきています

ヘマトクリット、これは絶対に必要だな。

よ。

ゼン先生：そうですね。リンパ球数、total lymphocyte count

小越先生：この話、何回か前にも出てきたな。

で TLC と略しますが、免疫能の指標になるとは言われています

ゼン先生：そうですね。

が、感染がある時には信頼できない、これも知っておくべきで

小越先生：アルブミン値は栄養評価指標ではない、という意見

しょう。私は白血球数が 1 万以上の時のリンパ球数は免疫能の

が強くなったから、栄養評価自体が行われなくなっている、そ

指標としては使えない、そう思っています。1000 以上あるから

んなことはないか？

免疫能は保たれていると評価してはいけない、という意味です。

ゼン先生：あるかもしれません。アルブミン値が使えないんだ

小越先生：減少している時は？

ったら、何を測定する？他の指標は知らないな。体重？体重な

ゼン先生：感染や炎症がない時、TLC が減少していたら、それは

んて、1 週間や 2 週間では変わらないだろう？変わるとしたら、

免疫能が低下していると判断しています。

脱水になっているとか、水分の投与量が多いとか少ないとか、

小越先生：そうだよな、それが標準的な考え方だよな。

そっちの影響のほうが大きいだろう。そういう考え方をしてい

ゼン先生：そう思っています。感染や炎症がある時にはアルブ

る人もいるかもしれません。

ミン値は低下します。リンパ球数は、それなりに増えます。小

小越先生：君だったらどうする？

野寺の PNI はアルブミン値とリンパ球数で計算するので、組み

ゼン先生：もちろん、アルブミンは測定しますよ、当然です。

合わせると、感染や炎症がある場合でも指標となる、という意

体重も測ります。少なくとも、アルブミンと体重は測定して、

味なんでしょうね。

どういう変化が出ているのかを考えます。
小越先生：栄養評価指標ではない、という意見があってもか？
ゼン先生：もちろんですよ。アルブミンも体重も、非常に有用
な栄養評価指標です。アルブミン値は栄養評価指標ではない、
短期間では体重は変化しない、なんて考えること自体がおかし
いんです。1 週間に 1 回測定したら、それなりの傾向はわかり
ます。それを 1 週間毎に測定すると、動きがわかります。
小越先生：そうだな。測定せずに、判定できるはずはないよな。
ゼン先生：当然です。いつも言っていますが、大事なことは、
そのデータをどう解釈するか、です。
小越先生：アルブミンがダメと言っている連中はどうしている
んだろうな。
ゼン先生：前回の会話で話題にした、トランスサイレチンを測
定したらいい栄養評価ができると思っているんじゃないです
か？

↑愛媛県に『嵐』地区がありまして、そこのバス停が携帯ストラップに
なっています。これも人気グループ『嵐』の聖地です。宇和島バスがこ
れを販売しています。5 人組ですから、5 色のストラップを打っていま
す。しかも、これらは、別のストラップとペアで売っているのです。
『嵐』
のだけが欲しいのですが、ペアで売っているので、余計なストラップも
買わなくてはなりません。暴利だ！

小越先生：トランスサイレチンか。これを測定すると、レベル
の高い栄養評価になると思っているんだろう。
ゼン先生：よくわかっていない連中が、アルブミンではダメ、
トランスサイレチンを測らない奴らは栄養評価を理解していな
い、なんて思っているのでしょう。
小越先生：明らかに誤解だな。
ゼン先生：トランスサイレチンもアルブミンと同じように、い
や、もっといろんな条件で変動しますよ。そこも理解できてい
ないんじゃないでしょうか。
小越先生：そうかもしれないな。
ゼン先生：栄養評価の基本は、アルブミン値と体重であること
は間違いありません。それをどう解釈するかを考える能力が栄
養評価の能力ということですよ。
小越先生：ほかの指標は測定しなくていいのか？

↑フィギュアスケートの羽生結弦選手の聖地、神戸の弓弦羽神社です。
ここへも行ってきました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうなんだろう。しかし、もともとは胃癌や大腸癌

ゼン先生：よく使う指標です。それから、コリンエステラーゼ

の進行度と手術適応やリスク判定のための指標なんだからな、

も、低ければ、肝機能に問題がなければ、栄養投与量が足りな

これは。

い、と判断する指標だと思っています。栄養管理を実施してそ

ゼン先生：まあ、小野寺先生の原著を読んで、それから PNI を

れが適正量だとコリンエステラーゼも上昇してきます。有効な

使っている人はほとんどいないでしょう。

栄養管理ができていると判断します。

小越先生：そうかもしれないな。しかしな、腎機能障害がある

小越先生：そうだよな。いろいろ、そうやって、ふつうに測定

時の栄養評価はむずかしいよな。

する検査値をいろんな角度から検討すると、正確な栄養評価に

ゼン先生：むずかしいです。水分バランスが血液検査値に影響

近づく、そういうことだな。

するし、体重にも影響しますから。

ゼン先生：特殊な検査もいろいろありますが、臨床の現場では、

小越先生：総合的に判断する、としかいいようがないな。経過

複数の検査値をいろんな角度から検討することが大事だと思い

をみることも必要だけど。

ます。それが栄養評価のプロだと思っています。特殊な検査を

ゼン先生：そう思っています。教科書的ですが、1 回の測定で判

することが栄養評価をよく知っている人だ、ということではな

断せず、変化を見ると解釈しやすいと思っています。

いと思います。

小越先生：腎機能検査としては BUN とクレアチニンを測定する

小越先生：おれもそう思う。測定値をどう解釈するか、それが

のだが、これは栄養指標と考えているのか？

本当の栄養評価の意味だな。

ゼン先生：もちろんです。クレアチニンは腎機能そのものを判

ゼン先生：そのためには、基本的指標である、アルブミン値と

定する指標としていますが、筋肉量に関係しますよ。BUN は、

体重は必須ですよ。

ある意味、アミノ酸投与量の指標として見ています。栄養管理

小越先生：その通りだ。最低限、アルブミン値と体重を測定し

中にクレアチニンが正常範囲内にあって BUN が 10 以下なら、ア

なさい、それを強調しなければ、な。

ミノ酸投与量が不足していると判断することが多いですね。
小越先生：なるほど。

【今回のまとめ】
1. 今年も残りわずか。時間を大切にして、建設的な仕事をしたいと思っています。
2. 栄養管理を始めたら、その効果を検証することが重要です。やりっぱなしではダメです。もちろん、その前
に栄養状態を判定しておかなければなりません。栄養スクリーニングも大事ですが、その後の変化を見るた
めには、やはり ODA としての数値が必要です。
3. 栄養スクリーニングの方法としては、日本製の S-NUST をもっと多くの施設で使ってほしいと思います。
4. アルブミン値は有用な栄養評価指標です。体重と共に必ず測定して、その数値の意味をいろいろ考えてくだ
さい。どう解釈するか、それが本当の栄養評価です。
5. 11 月 25 日、愛媛県松山市の子規記念博物館で開催する第 8 回リーダーズ学術集会『栄養 100 年イベント』、
準備万端、大勢の参加をお待ちしています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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