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日本病態栄養学会で発表しました１ 3０

徳洲新聞

国際協力は存在価値を示すプロジェクト
離島・へき地病院を支える努力と等しく
現実的なスピードで着実に夢の実現を目指す

2023年1月30日　月曜日　No.1374 生
い の ち

命だけは平等だ2

徳洲会は 1973 年、大阪の地に設立
され、今年で 50 周年を迎えました。
徳田虎雄・名誉理事長がたった一人で
始めた“徳洲会”という名の社会運動
は、半世紀を経て日本最大の民間医療
グループ（74 病院を含む 400 余りの
医療・介護系施設を擁し、総職員数は
4 万人弱）として結実し、“生命だけ
は平等だ”の不変の理念の下、今もな
お拡大を続けています。

医業収益の 1％程度を
医療を待望する世界へ

私たちの判断基準は弱きを助け、悪
しきを挫くという極めて平易で単純明
快なものです。弱きとは病気に苦しむ
人、社会的弱者を意味し、悪しきとは
弱いものいじめをする人（あるいは、
そういう制度）です。私は徳洲会とい
う“正義”を貫き通したいと考えてい
ます。徳田・名誉理事長は常々、医業
収益の 1% ぐらいは医療を待ち望む世
界の人々のために使うべきだと話され
ていました。現在、徳洲会の総医業収
益は 5,000 億円を優に超え、その 1%
は 50 億円超になります。まさに腹に
こたえる支援です。200 カ国に病院を

つくり、世界の厚生省になるという目
標は、一人の巨人の壮大な夢、希望、
ロマンで終わらせるものではありませ
ん。徳洲会の存在価値を示す具体的な
目標として捉えるべきものです。アジ
ア、アフリカを中心に 43 カ国と結ん
でいる医療協力の覚書（MOU）に現実
的な速度で実を付けていきたいと考え
ています。
私が理事長に就任してから新たに動

き出している海外プロジェクトについ
て、進

しん

捗
ちょく

状況を報告します。
アフリカでは 17 カ国で徳洲会が寄

贈した透析機器と、徳洲会病院（主に
湘南鎌倉総合病院）で教育を受けたス
タッフにより、透析センターが運営さ
れています。そのなかのコンゴ民主共
和国では、首都キンシャサの警察病院
敷地内にある透析センターを拡大する
形で、心臓血管疾患、消化器早期がん、
腎不全などの治療に特化した 100 床規
模の病院建設を進めています。また隣
国のタンザニアでは首都ドドマにある
ドドマ大学構内に透析センターを開設
したのに加え、2018 年からの徳洲会
（湘南鎌倉病院）と東京女子医科大学
との合同医療技術協力により、同大学

敷地内にあるベンジャミン・ムカパ病
院で、タンザニア人のみによる腎移植
が始まっています。このプロジェクト
を強化し、「腎移植センター」を付設
するため、同大学や同院の幹部と協議
をスタートしています。
アジアでは 20 年以上に及ぶ各国へ

の医療協力の歴史があります（7 カ国
に透析機器などを寄贈）。そのなかの
インドネシアとモンゴルについては、
具体的な病院建設計画を協議中です。
インドネシアには昨年 9 月に訪問し、
首都ジャカルタにある国立循環器病セ
ンターのハラパンキタ（現地語で我が
希望）病院でスタッフと老朽化した病
棟の建て替えについて協議しました。
同院は心臓手術が年間 2,000 件に達す
る非常にアクティビティの高い心臓専
門病院です。とくに同院の主要スタッ
フと徳洲会医師との関係性は深く、齋
藤滋・湘南鎌倉病院総長（心臓センタ
ー長）や横井良明・岸和田徳洲会病院
顧問（心臓循環器センター長）の名を
出され、親しげに握手を求められまし
た。また病棟では同院に以前、手術留
学していた徳洲会の若手心臓外科医の
ことを尋ねてくるスタッフもいました。

病院再建支援を契機に、同院との関係
をより密にし、スタッフ交流を拡大す
ることはメリットがあると考えていま
す。とくに心臓外科医にとっては手術
留学のオプションが確保できます。保
健相との面談では新築した病院に「ハ
ラパンキタ・徳洲会心臓血管センタ
ー」という名称を掲示する許可もいた
だきました。
モンゴルには昨年 8 月と 12 月に訪

問し、国立第三中央病院（心臓専門病
院）に「徳洲会心臓血管センター」を
設立する MOU を政府と締結し、大統
領と面談しました。

人は何のために生まれて
生き何をしたら死ねるか

今後、徳洲会の国際協力を現実的な
スピードで一歩一歩、着実に進めてい
きたいと考えています。国際協力は離
島・へき地病院を支える努力と同じく、
徳洲会の存在価値を世界に示すプロ
ジェクトです。「人は何のために生まれ、
生きているのか。何をしたら死ねる
か」――激しく問い詰める徳田・名誉
理事長にこたえていくつもりです。
皆で頑張りましょう。

第 26 回日本病態栄養学会年
次学術集会が 1 月 13 日から 3
日間、京都府で開催され、徳洲
会グループは 10 演題超発表し
た。武蔵野徳洲会病院（東京都）

の土屋輝幸・栄養管理室副室長
は唯一、シンポジウムに登壇、
「患者を中心とした周術期栄養
管理の実践」を演題とし発表し
た。「周術期の栄養管理は患者

さんのために
なることは明
らか。術前の
栄養管理と術
後のできる限
り早い経口摂
取のサポート
や、医師と連携し適切に栄養評
価を実施することなどが重要で
す」と指摘した。

一般演題の発表は次のとおり

周術期栄養管理の実践
について発表する土屋
副室長

徳洲会が10演題超発表
栄養学の発展につなげる

日本病態栄養学会年次学術集会

病気の
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顔面の片側の表情筋、とくに目や口のまわりが自分の意思と関係なくピクピク痙
け い

攣
れ ん

することはないだろうか。片
へん

側
そ く
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れ ん

は、初期には時折、顔の筋肉が少し動く
程度だが、進行すると顔が引きつれ眠りづらくなったり、目が見えづらくなったり、
顔面の片側が歪んだ形で固定されてしまったようになる疾患。痛みはないものの、
かなりの精神的なストレスがあり、悪化すると日常生活に支障が出る。
多くの場合、脳深部で顔面神経を血管が圧迫することによって起こるが、「なぜ
神経を血管が圧迫するのか、原因はわかっていません」と庄内余目病院（山形県）の
伊﨑堅志・脳神経外科部長。脳腫瘍など他の疾患の有無の確認と、おおよその圧
迫血管の推測のため、MRI（磁気共鳴画像診断）を撮ることが多いが、神経を圧迫
している血管が細いと、圧迫血管を同定できないこともあり、原因不明で診療科を
渡り歩くケースも。
治療法は症状を一時的に抑えるボツリヌス菌注入療法（ボトック

ス注射）か、外科的に神経を圧迫している血管を避ける手術療法（頭
蓋内微小血管減圧術）。手術療法は根治が期待できるが、ごくまれ
に耳が聞こえづらくなるなど後遺障害が残ることもあり、症状の程
度や、優先順位など患者さんの意思が重要だ。「気になる方は、両
治療法の経験がある脳神経外科医に相談してください」と伊﨑部長。

片側顔面痙攣

神経が血管を圧迫
武蔵野徳洲会病院（東京都）の土屋輝幸・栄養管理
室副室長（管理栄養士）は昨年12月24日、インターネッ
トラジオ番組『笑顔のデザイン』にゲスト出演した。
さまざまな子どもサポート活動を紹介する番組で、毎
週土曜日に都内のスタジオでライブ配信。MC（司会者）
は大熊工業の大熊英樹社長とシンガーソングライター
の川上実津紀さん。この日は西東京市の子ども食堂「お
ひさまキッチン」の活動を紹介、昨年 10 月に同院が
連携を開始したことから、土屋副室長が招かれた。
土屋副室長は桶川隆嗣院長の
発案で連携に至った経緯や、具
体的な活動内容として、おひさ
まキッチンを訪れ小児対象の栄
養相談を実施したエピソードを
披露。自院についてもしっかり
アピールし、病院の概要や栄養
管理室の取り組み、健診・人間

ドックの特徴などを紹介した。「生放送だったこ
ともあり、最初は緊張しましたが、貴重な経験
で楽しめました」と土屋副室長。放送の模様は
WEBで公開中（QRコード参照）。

MCのふたりと記念撮影
する土屋副室長（右）
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武蔵野病院 ▼岡部幸男・札幌徳洲会病院薬剤
部副薬局長「当院 NST が経験した
CaHMB・L- アルギニン・L- グルタ
ミン配合飲料（アバンド ®）を使用
した症例」▼小針朋世・東京西徳洲
会病院栄養管理室副主任「化学療法
センターにおける栄養指導の現状と
課題」▼千葉のぞみ湘南鎌倉総合病
院（神奈川県）医局秘書「脳卒中セ
ンター多職種カンファレンスで共有
する患者一覧表情報の有用性」▼古
旗省吾・同院栄養管理センター主任
「腹膜透析患者の筋肉量は GNRI と
相関する」、「食道癌術後の腸

ちょう

瘻
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患者
に対してグァーガム酵素分解物含有
消化態栄養剤が有効と考えられた一
例」、「DX（デジタルトランスフォー
メーション）による給食施設（職員
食堂）食事嗜好調査の効率化」▼島
村瑠美・同院栄養管理センター（管

理栄養士）「神経性食思不振症に対
し、早期からの NST 介入による栄
養管理が奏功した一例」▼伊藤典
子・同院栄養管理センター主任「当
院 EICU に入院した患者の栄養管理
実施内容の把握と課題」▼坂本章
典・同院栄養管理センター副主任「リ
ヒートウォーマー導入による厨房作
業効率化と経費削減効果」（代理発
表：伊藤主任）▼滝島抄恵・同院栄
養管理センター副主任「管理栄養士
による栄養管理の ICU 緊急入室入院
患者の経過への寄与に関する検討」

▼森貴久・同院脳卒中予防科部長兼
脳卒中診療科顧問「スタチンを内服
していない状態で脳梗塞を発症した
患者の神経学的重症度の軽減に関係
する発症前因子」▼赤尾志・宇治徳
洲会病院（京都府）栄養管理科室長
「血液内科病棟の患者説明用資料の
多職種共同作成と入院前の栄養指導
実施の取り組みについて」▼金田雅
大・和泉市立総合医療センター（大
阪府）栄養管理室（管理栄養士）「管
理栄養士が主体的に行った ICU 入室
患者の重症度評価法の導入」


