
した経験があれば、また疑ってかかる
ことは容易だと思います。
　池田　とにかく、特に冬場に多い疾
患ということですので、いわゆるウイ

ルス対策になるでしょうか。
　松﨑　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

臨床栄養の最新情報（Ⅰ）

東京大学医学部附属病院長
瀬　戸　泰　之

（聞き手　中村治雄）

臨床栄養の意義

　中村　瀬戸先生、先生に企画をいた
だきました臨床栄養の最新情報、その
意図がありましたら、お話をいただき
たいと思います。
　瀬戸　今回、臨床栄養というテーマ
で、栄養に関してはもちろん、昔から
重要であることは間違いないのですが、
昨今、日本の状況を考えましても、未
曾有の高齢社会になる。その中で、フ
レイルといわれる脆弱性の問題が出て
きました。それがフレイルサイクルと
いって、栄養状態が芳しくないことが
その起点になるということもあります
し、そういう意味では非常に栄養療法
が重要であるということですね。
　それから各論としては、栄養療法自
体が治療になる疾患。また、例えば僕
が専門としているがんなどですと、周
術期の栄養管理、あるいは化学療法、
抗がん剤治療や放射線治療においても
実は栄養状態が非常に重要であること
は昨今の報告で明らかになっています。
そういう意味では今まで以上に栄養と
いうものが臨床においても非常に重要

であるということです。
　もう一つは、栄養療法の経路、ルー
トであるとか、栄養療法自体の剤形と
か、いろいろなものが進歩しています
ので、今回はこういった企画で幅広く
各論も含めて取り上げていただければ
と思って提案させていただきました。
　中村　少なくとも私ども臨床医にと
って、栄養学というか、臨床栄養の知
識が比較的一部を除いて乏しいように
思えるのです。一時大学にいた頃、教
務部長を務めていたときがあって、栄
養学のコマを入れたいと思ったのです
が、教えることがたくさんあって、な
かなか入らない。なるべく学生の頃か
ら教育をしていくのが必要かなと思い
ました。東京大学ではどうだったので
すか。
　瀬戸　東京大学では、確かに昔は栄
養学という名前の講座があったと思い
ますが、最近はそれに特化したという
意味ではあまりないように認識してい
ます。ただ、いろいろな場面場面で、
栄養が大事だということは、おそらく
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よそ700件ぐらい行われているだろう
といわれています。アメリカに行くと、
実は手術と名がつく術式の中で最も多
いのが肥満手術なのです。日本はもち
ろんそこまでいくとは思いませんが。
　ただ、一方でその肥満手術が実は糖
尿病に代表されるような代謝疾患を改
善するということが、最近アメリカで
はいろいろな大規模なランダマイズド
コントロールトライアルなどでわかっ
てきました。昔は減量手術、英語でBar-
iatric surgeryといいましたが、最近は
metabolic surgery、いわゆる代謝性疾
患を治すという意味では、より外科治
療が、高度肥満、糖尿病、NASH、睡
眠時無呼吸症候群を含めてですが、こ
れらを改善していく可能性は、日本で
も広がっていくのではないかと思いま
す。
　中村　日本でも肥満が増えるという
お考えですか。
　瀬戸　厚生労働省の調査によると、
それほど肥満が増えていっているわけ
ではありません。ただ、アジア人の特
徴として、例えばBMIがそれほど高く
なくても糖尿病になりやすいといわれ
ています。そういう方に対して、治療
も有効であるということなので、今、
アメリカの適用基準よりもアジア人は
もう少し下げてもいいのではないかと
いっているのです。これは国際糖尿病
学会とか、そういった指針でも出され
ていることです。おそらく栄養療法に

関していえば、今まで食事と運動療法
がメインだったわけですが、一方で外
科治療というのも今後は柱の一つにな
るということを、日常診療の中でも少
し認識していただければ、外科医とし
ては幸いだと思います。
　中村　metabolic surgeryに入るとき
のBMIの基準があるのですか。
　瀬戸　あります。日本の保険では
BMIが35以上で、かつ先ほど申した糖
尿病であるとか高血圧、余病が１つ以
上ある人というのが保険適用です。し
かし今、日本肥満症治療学会などが提
唱しているのは、BMIが32.5以上で、
なおかつそういった余病がある方は、
日本人の場合は適用にしていいのでは
ないかということです。実はこの４月
に保険改訂があるのですが、そこでの
改訂として申請、要望を出していると
ころです（2020年２月放送時点）。
　中村　Surgeryに入る前にはある程
度食事療法を行うのですね。
　瀬戸　もちろん内科的治療が少なく
とも６カ月以上必要です。いきなり手
術ということではありません。それで
改善しない方々、という意味です。
　中村　もう数十年前になるのですが、
私が医局へ入ったときに、当時少なか
った心筋梗塞が比較的多くなってきた
時代でした。アナムネーゼを取ると、
結核の既往がある。パンに同じ厚みの
バターを塗って、半ポンドのバターを
数日で食べてしまう。当時まだストマ

学生の間から教育されていると信じた
いところです。
　中村　各疾患の栄養療法といっても、
それぞれの病気のところで習っていく
ということですね。
　瀬戸　そうなると思います。
　中村　先生がおっしゃったがんなど、
いろいろな場合には研修医になってか
ら勉強することになるのでしょうか。
　瀬戸　おそらくそうでしょうね。が
んに関していえば、手術も含め、放射
線も含め、先ほど申し上げたような抗
がん剤治療も含めて、その前後、いわ
ゆる手術でいえば周術期となりますが、
その前からの栄養状態が大事です。そ
れから、放射線の治療効果、抗がん剤
の治療効果をより引き出すためにも、
栄養状態を落とさないことが大事であ
ることは我々にとっては常識ですので、
保険点数でもNST加算とか、スクリー
ニングも含めて入院したら栄養をしっ
かりみましょうと。それは保険診療上
も認められていますし、また診療効果
という点でも重要だと認識されている
と思います。
　中村　これは私どもの反省にもなる
のですが、医師は基本的なことはわか
っていても、例えば減塩などを考える
ときに、ラーメン１杯がどのくらいの
塩分を持っているとか、たくあん１枚
がどのくらいの塩分があるかなど、そ
の辺の細かいことになると、栄養士さ
んの助けを借りないと患者さんに話が

できない。どの辺まで私どもが知って
いたほうがいいのか。具体的な基本線
はどうしても知っている必要があると
思うのですが。
　瀬戸　日本人にとって必要な栄養量
というのはもちろんだいたい定められ
ていますし、その細かなことまでは知
っていただく必要はないと思います。
しかしおおよそ適正な栄養、いわゆる
脂肪とか糖質、ビタミンも含めて、や
はり認識しておいていただく必要があ
ります。日常的な話でいえば、先ほど
言ったフレイルなどはスクリーニング
というか、予備軍として、例えば歩く
スピードとか、握力を見ただけでも拾
い上げは可能です。一般的に、もう少
し栄養に関心を持っていただくという
ことが、医療従事者あるいは一般の
方々にとっても重要かと思います。簡
単なことで済みますから。
　中村　一方で栄養を取り過ぎるとい
けないのですが、太り過ぎというのも
問題になろうかと思います。その辺で
も先生方はいろいろご苦労なさってお
られるのでしょうか。
　瀬戸　例えばアメリカのような肥満
大国に比べると、日本ではまだまだそ
れほど高度肥満というのは多くないと
いわれています。ただ、それでも2014
年に高度肥満に対する外科治療、スリ
ーブ状胃切除といいますけれども、そ
れが認められ、日本でもその手術が多
くなってきました。2018年は全国でお
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よそ700件ぐらい行われているだろう
といわれています。アメリカに行くと、
実は手術と名がつく術式の中で最も多
いのが肥満手術なのです。日本はもち
ろんそこまでいくとは思いませんが。
　ただ、一方でその肥満手術が実は糖
尿病に代表されるような代謝疾患を改
善するということが、最近アメリカで
はいろいろな大規模なランダマイズド
コントロールトライアルなどでわかっ
てきました。昔は減量手術、英語でBar-
iatric surgeryといいましたが、最近は
metabolic surgery、いわゆる代謝性疾
患を治すという意味では、より外科治
療が、高度肥満、糖尿病、NASH、睡
眠時無呼吸症候群を含めてですが、こ
れらを改善していく可能性は、日本で
も広がっていくのではないかと思いま
す。
　中村　日本でも肥満が増えるという
お考えですか。
　瀬戸　厚生労働省の調査によると、
それほど肥満が増えていっているわけ
ではありません。ただ、アジア人の特
徴として、例えばBMIがそれほど高く
なくても糖尿病になりやすいといわれ
ています。そういう方に対して、治療
も有効であるということなので、今、
アメリカの適用基準よりもアジア人は
もう少し下げてもいいのではないかと
いっているのです。これは国際糖尿病
学会とか、そういった指針でも出され
ていることです。おそらく栄養療法に

関していえば、今まで食事と運動療法
がメインだったわけですが、一方で外
科治療というのも今後は柱の一つにな
るということを、日常診療の中でも少
し認識していただければ、外科医とし
ては幸いだと思います。
　中村　metabolic surgeryに入るとき
のBMIの基準があるのですか。
　瀬戸　あります。日本の保険では
BMIが35以上で、かつ先ほど申した糖
尿病であるとか高血圧、余病が１つ以
上ある人というのが保険適用です。し
かし今、日本肥満症治療学会などが提
唱しているのは、BMIが32.5以上で、
なおかつそういった余病がある方は、
日本人の場合は適用にしていいのでは
ないかということです。実はこの４月
に保険改訂があるのですが、そこでの
改訂として申請、要望を出していると
ころです（2020年２月放送時点）。
　中村　Surgeryに入る前にはある程
度食事療法を行うのですね。
　瀬戸　もちろん内科的治療が少なく
とも６カ月以上必要です。いきなり手
術ということではありません。それで
改善しない方々、という意味です。
　中村　もう数十年前になるのですが、
私が医局へ入ったときに、当時少なか
った心筋梗塞が比較的多くなってきた
時代でした。アナムネーゼを取ると、
結核の既往がある。パンに同じ厚みの
バターを塗って、半ポンドのバターを
数日で食べてしまう。当時まだストマ

学生の間から教育されていると信じた
いところです。
　中村　各疾患の栄養療法といっても、
それぞれの病気のところで習っていく
ということですね。
　瀬戸　そうなると思います。
　中村　先生がおっしゃったがんなど、
いろいろな場合には研修医になってか
ら勉強することになるのでしょうか。
　瀬戸　おそらくそうでしょうね。が
んに関していえば、手術も含め、放射
線も含め、先ほど申し上げたような抗
がん剤治療も含めて、その前後、いわ
ゆる手術でいえば周術期となりますが、
その前からの栄養状態が大事です。そ
れから、放射線の治療効果、抗がん剤
の治療効果をより引き出すためにも、
栄養状態を落とさないことが大事であ
ることは我々にとっては常識ですので、
保険点数でもNST加算とか、スクリー
ニングも含めて入院したら栄養をしっ
かりみましょうと。それは保険診療上
も認められていますし、また診療効果
という点でも重要だと認識されている
と思います。
　中村　これは私どもの反省にもなる
のですが、医師は基本的なことはわか
っていても、例えば減塩などを考える
ときに、ラーメン１杯がどのくらいの
塩分を持っているとか、たくあん１枚
がどのくらいの塩分があるかなど、そ
の辺の細かいことになると、栄養士さ
んの助けを借りないと患者さんに話が

できない。どの辺まで私どもが知って
いたほうがいいのか。具体的な基本線
はどうしても知っている必要があると
思うのですが。
　瀬戸　日本人にとって必要な栄養量
というのはもちろんだいたい定められ
ていますし、その細かなことまでは知
っていただく必要はないと思います。
しかしおおよそ適正な栄養、いわゆる
脂肪とか糖質、ビタミンも含めて、や
はり認識しておいていただく必要があ
ります。日常的な話でいえば、先ほど
言ったフレイルなどはスクリーニング
というか、予備軍として、例えば歩く
スピードとか、握力を見ただけでも拾
い上げは可能です。一般的に、もう少
し栄養に関心を持っていただくという
ことが、医療従事者あるいは一般の
方々にとっても重要かと思います。簡
単なことで済みますから。
　中村　一方で栄養を取り過ぎるとい
けないのですが、太り過ぎというのも
問題になろうかと思います。その辺で
も先生方はいろいろご苦労なさってお
られるのでしょうか。
　瀬戸　例えばアメリカのような肥満
大国に比べると、日本ではまだまだそ
れほど高度肥満というのは多くないと
いわれています。ただ、それでも2014
年に高度肥満に対する外科治療、スリ
ーブ状胃切除といいますけれども、そ
れが認められ、日本でもその手術が多
くなってきました。2018年は全国でお
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イができていなかった頃ですから、そ
れで結核に対する耐性がつくられてい
ったのだと思うのですが、そういった
人たちが結果的には、長い目で見てい
ると、心筋梗塞をつくっていたのかな
と。臨床栄養というのはかなり長い目
でも見ないといけないものかと思った
のですが。
　瀬戸　そういった栄養が絡んできま
す。だいたい今、世界的にもそういっ
た肥満の話をすれば、全死因の７％が
肥満に起因しているのではないかとい
う報告もあるぐらいです。その中にも
ちろん心筋梗塞等も入ります。いろい
ろな疾患がいわゆる栄養に基づいてい
るということも重要な点かなと思いま
す。
　中村　私どもとしては、啓発という
か、教育が大事と思うのですが、こう
いった問題を具体的に話をしていくの
に、実感を伴ったアプローチをしたい
なと思うのです。何かこの辺に対して

工夫のようなものはありますか。
　瀬戸　なかなか難しいかもしれませ
んが、肥満、いわゆる過多栄養と、低
栄養の問題と両方あって、それをどう
やって啓発していくかはなかなか難し
いです。両方とももちろん大事で重要
な課題ですので、過多栄養もよくない
し、低栄養もよくないのだということ
を、何とか一般的にわかりやすいかた
ちで周知していきたいとは思います。
現状、高齢社会において、実は低栄養
が今問題になっているということは、
厚生労働省もしっかり取り組んでいる
最中ではあります。
　中村　そうしますと、高齢者に対す
るフレイルの予防、また少し若い人た
ちでの肥満の予防、そういった面でも、
大事なシリーズであるということが言
えるかと思います。
　瀬戸　ぜひ引き続き読んでいただけ
ればと思います。
　中村　ありがとうございました。

臨床栄養の最新情報（Ⅰ）

東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野教授
佐々木　　敏

（聞き手　大西　真）

栄養療法の基礎知識

　大西　佐々木先生、栄養学の分類と
役割、そのあたりについて教えていた
だけますか。
　佐々木　栄養学はとても広い学問で、
なかなかとらえにくいのですが、少な
くとも私たち医療の面から見ると、治
療のための栄養学と予防のための栄養
学のざっくり２つに分かれるかと思い
ます。
　治療のための栄養学ですが、これは
歴史的にもさらに分かれると思うので
すが、目的として外科を管理するため
の栄養学、それから内科疾患をコント
ロール、治療するための栄養学、おそ
らくその２つに大別するとわかりやす
いかと思います。
　さらに、予防は当然のこと、高齢社
会に伴って病気が治りきらずに、また
は慢性疾患を持ったままで生活をする、
そういう方々の栄養を支える。そして
それが重症化しないようにするとか、
もともと病気にならないように、その
全体をコントロールしていくのが公衆
栄養学、そういう学問です。

　大西　それではまず外科栄養から教
えていただけますか。
　佐々木　外科の発達を歴史的に見ま
すと、私自身は外科が専門ではないの
であまり言えないかもしれませんが、
外科そのものの治療を支えるものとし
て、やはり消毒があげられます。そし
て、麻酔ができなければならない。こ
の２つはわかりやすいのですが、３つ
あるといわれていまして、その３つ目
が栄養です。とても大きな侵襲を伴い
ますので、それに耐えるような術前の
処置が必要で、体を整えるわけです。
そしてその侵襲を受けたあとで、場合
によっては特定の臓器がしばらく使え
ない、また使ってはならない、あるい
は保護しなければならない場合があり
ます。そのための術後管理ですね。
　このように外科の栄養は比較的目的
が明確で、かつ期間も短いために、こ
れをしなければならないというような
ターゲッティングがわかりやすい栄養
学かと思います。
　大西　皆さん、熱心に栄養を評価さ
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