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『感染対策や安全管理と同じように、臨床栄養に関する講演受講を
義務化したいけど・・・』
11 月は変な気候で、急に寒くなったり、急に暖かくなったり、でした。おかげで、日本海で予定した釣りは中止になり
ました。残念でした。西口くんは、昨年の秋は太平洋の荒波に負けたし、この春は骨折で参加できなかったし、そうして、
今回は天候のため、ということで、かわいそうに、2 年間、釣りの醍醐味を味わうことができなくなりました。私？確か
に、この春はアジを 1 尾しか釣ることができなかったので、不本意な 1 年となりました。博さんは、さっそく、来年の釣
り日程を調整しています。
11 月の最初の仕事は、国立循環器病研究センターでの
『平成 29 年度

後期院内感染対策セミナー』講演。全職

員がこの講演を聞かなくてはならないので、というプレッ
シャーをいただき、わかりやすく？という依頼でした。わ
かりやすく、と言われても、あまり学術的レベルを低くし
てはいけないし・・・。いろいろ悩みました。栄養の話も、
ということでしたので、栄養と感染をからめた内容にしま
した。副院長の小林先生は阪大、第一外科の同級生。終わ
ってからの懇親会では、久しぶりにゆっくり話をしました。
院長は、非常に気さくな方で、講演後の質問は、愛媛に関

↑国立循環器病研究センターに『感染対策セミナー』の講演に行

する内容でした。名誉総長は川島康生先生。ひょっとした

きました。栄養管理の重要性をからめながら、静脈栄養の管理、特
にカテーテル感染予防対策について講演しました。名誉総長の川島
先生がわざわざ聞きに来てくださいました。感激！川島先生の著書
『心臓移植を目指して―40 年の軌跡』を持って行っていたので、サ
インしていただきました。『読了してくれて有難う』と書いていた
だきました。うれしい時間でした。

ら来てくださっているかも、と思っていたら、わざわざ私
の講演を聞きに来てくださいました。やっぱり、という感
じで、「心臓移植を目指して―40 年の軌跡」にサインをし
ていただきました。うれしい思い出となりました。
11 月 4 日、5 日は、西口くんとの珍道中？愛媛県伊予市
の栄養寺へ行きました。住職の高橋さんと連絡がとれてい
て、いろいろお話を聞きに行ったのです。寺の中へ入った
のは初めてでしたが、りっぱなお寺でした。佐伯矩の書「栄
養」を見せていただきました。その後、足を延ばして伊予
市から長浜を経由した海岸線をドライブして、私の故郷を
見に行きました。ちょっと戻って八幡浜でちゃんぽんを食
べ、松山に戻って宿泊。道後温泉に行き、新しい温泉場『飛
鳥の湯』に入りました。道後温泉街をうろうろしました。
ここで食べた『じゃこカツ』は 1 個 300 円。これは暴利で

↑愛媛県伊予市にある栄養寺です。今回で 3 回目です。浄土宗の
お寺で、本山は知恩院です。

す。八幡浜では 100 円です。翌日は、西口先生が高知へ行
きたい、ということでしたので、桂浜へ行き、龍馬の像に

↑高橋住職と伊予市文化協会会長の門田さんにお会いしました。 ↑高橋住職との記念写真です。この寺の檀家、宮内家には伊能忠
お寺の中もりっぱでした。この門のあたりで佐伯矩は幼少時に遊ん 敬が宿泊したということです。下の写真は佐伯矩が生活した家の跡
だのだそうです。右下は顕彰碑です。これも、もう何回見たことか。 です。西口くんが指差しているところは、残っている井戸の跡です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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会いました。ちょうど、櫓が組まれていて、龍馬と同じ目線で太平洋を見ることができました。絶好の天気で、男二人で
の旅にはもったいない、そんな感じでした。珍道中？だったかもしれませんが、西口くんは、いろいろお土産を買いすぎ
て、奥さんに叱られたそうです。2 日間で 1200km ドライブしました。
9 日は奈良済生会中和病院、NST 研修会での講演。タイトルは「食べられない患者に対する栄養管理」。この日は、午前
中が東宝塚さとう病院、午後は千里金蘭大学での講義。講義が終わり次第、桜井市の中和病院までドライブ。なんとか、
開始時刻には間に合いました。講演会には中和病院の近隣からも来ておられました。その夜は、中井記念病院の中井先生
に豪華な寿司をごちそうになりました。同い年で、関西 PEG・栄養とリハビリ研究会の仲間。いろいろ話がはずみました。
来年の第 23 回の
当番会長をお願
いしているので、
その話もいろい
ろやりました。
12 日は大阪病
院学会でのラン
チョンセミナー。
会長が第一外科
の先輩、大手前

↑済生会中和病院の NST の方々との写真です。私の左の仁木先生とは、大阪府立病院で同じ時期に働いていま
した。お互い、年とりましたね、という感じ。20 年ほど前のことですから。右は病院の玄関です。私が到着した
時は夕方で、もう真っ暗でしたので、ホームページからの写真です。

病院院長の大口
先生でしたので、この仕事が入ってきたのです。この学会
自体のテーマは「夢のある高齢社会を目指して」でした。
私のランチョンセミナーのタイトル『静脈栄養の有効性と
適切な管理』は、一応、関連がありますよね。
17 日は名古屋の中部ろうさい病院へ。「中部ろうさい病
院 NST・緩和合同公開セミナー」での講演で、タイトルは
『静脈栄養の管理と感染対策：これだけはマスターしよう』。
名古屋での講演は久しぶり。勝手な意見を述べました。院
長が喜んでくれました。院長のお父上が特攻隊で、私の故
郷の三崎におられたということを、講演の後で聞きました。
院長が栄養の重要性を理解してくれたら、私の講演の意義

↑11 月 12 日の大阪病院学会です。シンポジウムの写真です。もの
すごく大きな会場でのシンポジウムでした。山中先生の講演は、聞
きませんでした。iPS 細胞です。ランチョンセミナーをして、すぐ
に会場を離れました。栄養のセッションは、ちょっとだけありまし
た。

は十分だったと思います。なぜ、
『労災病院』ではなく『ろ
うさい病院』なのですか？漢字が書けなくなるのでは？ひ
らがなにすることでイメージがよくなる、と関口さんが言
っておられました。終わってからの懇親会も非常に楽しい
時間でした。本当は、この翌日には小浜で宿泊し、日曜日
はアジ釣りだったのですが、これが中止。ということで、
土日はいろいろと仕事がはかどりました。
21 日は大阪薬科大学での臨床栄養の講義の最終回。早い
ものだな、と思いながら。今年は、講義が終わってから、
なんとなく、昨年ほどは気持ちが落ち込むことはありませ
んでした。講義終了後、5 人の学生が机のまわりにやって
きて、試験についての質問をしてきました。それから、最
後に、ひとりの学生が「講義楽しかったです」と、机の前
を通りながらさらっと言ってくれました。これは、正直、

↑名古屋の中部ろうさい病院での講演会です。右上は懇親会の時
の写真です。左上は名古屋駅で食べたきしめんです。これは何度食
べてもうまい。講演は、結構盛況でした。杉本先生も来てくださっ
ていました。なぜ、漢字の「労災病院」ではなく、ひらがなの「ろ
うさい病院」にしたのですか？

うれしかった。試験、がんばって。昨年とまったく同じ問
題ですから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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26 日は、大阪での照林社エキスパートナースの栄養管理セミナー「今だからこそ必要な栄養管理（静脈栄養・経腸栄養）
の実践的セミナー」でした。栗山先生の栄養アセスメントと経腸栄養、私の静脈栄養とカテーテル管理、在宅静脈栄養の
講義、プラス、共催企業のニプロとクリニコのハンズオンをからめた内容でした。参加者数は 80 人ちょっとでしたが、み
なさん、非常に熱心でした。これだけ静脈栄養と経腸栄養が必要とされているのに、わかったつもりになっておられる方
がほとんどなのでしょう。流行に敏感な方が多くて、今は、こういう本格的な栄養管理に関する講演会は「受けない」の
だそうです。でも、こういう内容こそが本流ですからね。時代に追いつけない私としては、やはり、地道に、この活動を
するしかないのです。栗山先生の栄養スクリーニングツール、S-NUST は、日本発のものとして、多くの施設で使って、そ
の有効性を検討していただきたいなと思いました。

↑エキスパートナースの臨床栄養セミナーです。栗山先生の講義
の時に写真撮影を行いました。あまり寝ている人はいませんでし
た。下は、ニプロのハンズオンセミナーです。経腸栄養バッグの使
い方の実践でした。CV ポートの針刺しもやっていました。

↑クリニコの、試飲会の様子です。リハタイムゼリーが好評でし
た。阪尾くん、田中さん、一応、試飲をしていました。リハタイム
ゼリーを飲みながらマラソンをすると、タイムが短縮できるそうで
すよ。

28 日は第 181 回筑豊臨床栄養研究会。私自身は今回で 13 回目。毎年、呼んでいただいています。毎年、
『違う前振り』、
『違う講演内容』なので、大変といえば大変なのですが、楽しみでもあります。懇親会も仲良しばかりなので、楽しい時
間です。今回も、合谷さんが来てくれました。初めて、飯塚市のホテルに宿泊し、新飯塚と博多間を各駅停車の電車で移
動しました。面白い名前の駅が多いこと。「天道：てんとう（てんどう、ではないのです）」「桂川；けいせん（ふつうは、
かつらがわ、でしょう）」
「筑前大分：ちくぜんだいぶ」
「九郎原：くろうばる」
「長者原：ちょうじゃばる」
「原町：はるま
ち」。車内はちょうど通勤ラッシュで混雑していましたが、駅名を楽しみながら、シルバーシートに座っていました。シル
バーシートに座ってはダメ？いいでしょう？還暦を過ぎているのですから。

↑麻生飯塚病院での講演会後の懇親会です。と言っても、もう 10 年以上、ここへ行っていますので、
懇親会というより、単なる食事会という感じです。合谷さんも来てくれました。来年は、麻生飯塚病
院の 100 周年だそうです。また飯塚へ行くことになるかも。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、西口くんと『栄養寺：えいようじ』に行って

今も堺に住んでいますから。

きました。

小越先生：この問題は、ここまでにしておこうや。きりがない

小越先生：今、
「えいようじ」って言っただろう？

からな。

ゼン先生：はい。「えいようじ」って言いました。

ゼン先生：はい。そうしましょう。

小越先生：おかしいじゃないか。これまで、ずっと、「えいよ

小越先生：そいじゃあ、今回は、どういう話題にするんだ？

うでら」って言っていただろう？

ゼン先生：臨床栄養の領域で、今、何が一番大事なのか、とい

ゼン先生：そうなんです。でも、住職に「えいようじ」だと教

う問題です。

えていただきました。

小越先生：なんだ、非常に抽象的な表現をしているけど。

小越先生：そうか。「えいようじ」だな、正式には。

ゼン先生：そうですか？今、何が一番大事なのか？それは、臨

ゼン先生：そうです。今、問題にしているのは、アクセントで

床栄養教育だと言いたいんですが。

す。
「えい」にアクセントがあるのか、
「よう」にアクセントが

小越先生：ああ、教育だな。それはその通りだ。臨床栄養教育

あるのか、なんです。

だな。オレもそう思っているよ。

小越先生：そりゃあ「えい」にアクセントがあるだろう。

ゼン先生：でも、この教育って、前回も話題にしましたが、講

ゼン先生：確かに、そうなのかなあ、と思っているんですけど

演って、聞いてほしい人は聞きに来ないんですよね。

ね。東大寺、法隆寺、泉岳寺、延暦寺、本願寺、方広寺、金閣

小越先生：そうだったな、前回もこういう話をしたんだったな。

寺、銀閣寺、永平寺、中尊寺、などなど、有名なお寺は、どれ

ゼン先生：どこへ行って講演しても、主催する NST の方たちは、

も、最初にアクセントがありますから。

「聞きに来てほしい○○科の先生は来てくれなかった」とか、

小越先生：まあ、そうだな。

「もっとドクターに聞きに来てほしかった」とか、そんな発言

ゼン先生：しかし、滋賀には「安養寺」という有名な寺がある

をよく聞くんですよ。

んですが、滋賀の博さんは「よう」にアクセントがあると自信

小越先生：確かに、そうなんだろうな。

をもって言っています。

ゼン先生：本当、よく聞くんですよ。

小越先生：「安養寺」と「栄養寺」は、一文字違いだな。

小越先生：だからか？臨床栄養教育が重要だと、最近、よく言

ゼン先生：そうなんです。だから、
「よう」にアクセントがある

っているのは。

のかな、と思ったりしています。

ゼン先生：もちろん、これはずっと思っていることです。でも、

小越先生：なるほど。難しい問題だな。

仕方ないのかな、と思っていたんです。

ゼン先生：大阪には「天王寺（てんのうじ）」という駅名もあり
ます。アクセントは「王：おう」にあります。
小越先生：なるほど。関東と関西でアクセントの位置が違う、
そういう問題なんじゃないか？
ゼン先生：そうだと思います。今、栄養寺の住職に、アクセン
トの位置はどこですか？と聞いているんです。
小越先生：そうか、その返事待ちだな。
ゼン先生：まあそうですね。それで結論とする、というつもり
です。
小越先生：それはそれでいいんだけど、
「臨床栄養」は「えい」
にアクセントがあるだろう？
ゼン先生：確かに、そうです。
「栄養サポートチーム」の時は「エ
イヨウ」のどこにもアクセントはありませんよ。

↑左は佐伯矩著『栄養』の表紙の漢字です。右は、顕彰碑と一緒に二
人で写真を撮りました。

小越先生：「栄養療法」や「栄養管理」も同じように
「エイヨウ」のどこにもアクセントはない。
「栄養士」
も同じだ。この「エイヨウ」にはアクセントはないな。
ゼン先生：そうなんですよ。本当に、これを考えてい
ると、眠れなくなりますね。
小越先生：しかしな、君のアクセントは少しばかり
偏っているから、誰かに聞いて結論を出したほうがい
いぞ。
ゼン先生：その通りです。私は関西弁だと言われます
が、西口くんは、私の関西弁は本物じゃない、すぐに
わかる、といつも言っています。
小越先生： 西口くんは、生粋の関西弁だろう？

↑保存されている宮内家と、その中に展示されている当時の地図です。栄養寺がち
ゃんと書かれています。こういう文化の中に栄養寺があったのです。

ゼン先生：そうですよ。堺で生まれて、堺で育って、
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：確かに、人材を見ていると、そういうことになるか。

かなか作れないんだな。

ゼン先生：いやあ、本当に、そういう人材が明らかに不足して

ゼン先生：そうなんです。今回、特に思ったのは、循環器病研

いるんじゃないでしょうか。

究センターでの『院内感染対策セミナー』での講演なんです。

小越先生：大学で、静脈栄養や経腸栄養について、自分のデー

小越先生：感染対策の講演をしたんだろう？

タを持っている医師って、どれだけいるんだろうな。

ゼン先生：もちろん、中心はそうなんです。輸液、輸液ライン

ゼン先生：そうですね。栄養の領域で活躍しておられる教授も

などの、いわゆるカテーテル感染予防対策を中心にしましたが、

たくさんおられますが、栄養「も」やっておられる教授達です

その内容として栄養の話を入れたんです。循センの感染対策の

よね。「も」でしょう？

佐田先生は、私が栄養の面からカテーテル感染についての仕事

小越先生：まあ、昔から「も」だったけどな。オレなんかも、

をしているということを知ってくれているので、今回の内容と

本職は食道癌で、食道癌の治療において栄養が大事だから、
「栄

して栄養についてもしゃべってくれ、と言ってくれたんです。

養の仕事も」やっていた、ということになるからな。

小越先生：なるほど。それで、反響はあったのか？

ゼン先生：そういう事情はわかりますが、もっとレベルは高か

ゼン先生：懇親会でも、静脈栄養の内容についての話を聞いた

ったんじゃないですか？もっと、自分のデータをもっておられ

のは久しぶりだったし、勉強になったと言ってもらいました。

たんじゃないですか？

講演後に、PPN 輸液の使い方なんかについての質問がありまし

小越先生：そう言われるとそうだな。オレ自身の中に、栄養の

た。

領域ではこういうものを持っている、という自信があったから

小越先生：感染対策の講演会なのに、栄養の話をしたらそっち

な。

の質問があった、ということだな。

ゼン先生：自分のもの、という意識が大事だと思うんですよね。

ゼン先生：そうです。この講演会は、院内感染対策セミナーな

オリジナルです。

んですよ。

小越先生：確かに、そこは大事だな。

小越先生：なるほど。しかし、それはよかったな。

ゼン先生：そういう自分の『もの』を持っている、指導的立場

ゼン先生：本当、そういう質問が来て、正直、うれしかったん

の医師を育てることが非常に大事ですよね。ところで、看護師

ですよ。
小越先生：本当は、栄養についても勉強したいと思っているん
じゃないか？
ゼン先生：どうもそういうことのようなんですよね。
小越先生：臨床の現場では、本当は、栄養管理って大事だから
な。
ゼン先生：実は、長崎での感染症学会のランチョンセミナーで
も栄養の話をしました。
小越先生：考えたら、当たり前のことなんだよな。君がやって
いるカテーテル感染の話って、静脈栄養について知らなかった
ら、本質は理解できないんだからな。
ゼン先生：本当にそうなんです。
小越先生：臨床栄養に関する勉強の機会を作らないとダメだな。
ゼン先生：でもね、先生、どこで勉強するんですか。医学部教
育では、臨床栄養に関する教育はほとんど行われていませんよ。
若いドクターに聞いても、講義にはなかったと言っていますよ。

↑八幡浜ちゃんぽんです。上の 2 つはフジ観光のちゃんぽんで、海鮮
タイプです。左上が『並み』で、右上は『上ちゃんぽん』です。右下
は、昔から有名な『ロンドン』という店のちゃんぽんで、こちらは、
肉タイプです。今回は西口くんとロンドンのちゃんぽんを食べまし
た。左下は長崎ちゃんぽんです。どう考えても、八幡浜ちゃんぽんの
方がうまいと思うのですが。

小越先生：昔に比べても減っているんだろうか。
ゼン先生：減っているんだと思います。先生が現役教授の時は、
教室の講義の中で静脈栄養や経腸栄養についての時間を結構
とっていたんでしょう？
小越先生：もうずいぶん昔のことだからよくは覚えていないけ
ど、講義の中で、必要があるごとに話していたと思う。
ゼン先生：そうなんでしょうね。しかし、今、静脈栄養や経腸
栄養について、系統的な講義をやっている大学なんてありませ
んから。
小越先生：そうなのか。
ゼン先生：それに、静脈栄養や経腸栄養について、系統的にき
ちんと講義ができる医師が、大学にどれだけいるんでしょうか。

↑リニューアルした、道後温泉の本館です。中には入っていませんし、
もちろん、温泉にも入っていません。夜のこの窓は非常にきれいでし
た。道後温泉本館は、外から見るだけでいいと思います。

それも問題だと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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教育、薬剤師教育の中で、臨床栄養学って、どれだけやられて

第４８回

小越先生：いかないだろうな。文部科学省の中で議論をして、

いるんでしょうか。

なんていっていると、何年先になるか、わからないだろうな。

小越先生：君は薬科大学で臨床栄養の講義をしているじゃない

ゼン先生：そうでしょうね。第一、臨床栄養学が重要だという

か。

認識をもっている、偉い人がどれだけいるか、そこも問題です。

ゼン先生：たぶん、私が講義をしている 2 つの大学は、特別な

小越先生：とすると、偉い人たちに病気になってもらって、栄

んだと思います。臨床栄養学として、単位がついていますから

養管理の現状を体験してもらうしかないな。

ね。

ゼン先生：それは大事な話です。体験してもらうことが大事で

小越先生：どのくらいの時間、教えているんだ？

す。

ゼン先生：星薬科大学は 75 分講義を 12 回です。15 時間ですね。

小越先生：しかしだな、体験してもらっても、理解できる人が

大阪薬科大学は 90 分講義を 7 回です。630 分ですから、10.5

少ないかもしれないぞ。

時間ということになります。

ゼン先生：そうかもしれません。安部総理は潰瘍性大腸炎です

小越先生：そのくらいの時間があれば、十分だろう？

よね。

ゼン先生：そんなことはありませんよ。時間は足りません。か

小越先生：そうらしいな。でも、今は、薬物治療が奏功してい

なり端折りながら講義をしています。

るから、問題ないんだろう？

小越先生：へええ、そうなのか。時間が足りないのか。

ゼン先生：前回の総理の時は、体調も悪かったと聞いています

ゼン先生：足りませんね。もっといろいろ話したいし、時間的

が。

にも余裕のある講義がしたいと思っています。

小越先生：その時に、食事ができない、栄養障害に陥った、静

小越先生：また、余計な話ばかりしているんじゃないのか？

脈栄養や経腸栄養でサポートしてよくなった、そういう治療を

ゼン先生：ひたすら講義をしても疲れるだろうと思って、いろ

しなかったのかなあ。

いろ、余談はしていますが、それを喜ばない学生もいますから

ゼン先生：しなかったんでしょうね。する必要がない程度の病

ね。

状だったんでしょう。薬物治療が奏功したんでしょうね。

小越先生：君が面白いと思う内容と、学生が面白いと思う内容

小越先生：そうか。それじゃあ栄養管理の重要性には、気づい

にギャップがあるって言っていただろう？

ていないだろう。

ゼン先生：そうなんです。だから、あまり、余計な話はしない

ゼン先生：やっぱり、本当に栄養管理が大事だということを知

ようにしています。

っている医師が、そういう偉い人を治療して、ということにな

小越先生：でも、君が講義を面白くしようと努力していること

らないとダメかもしれませんね。

は評価してくれているんじゃないのか？

小越先生：でもな、そういうことを言っていたら、臨床栄養教

ゼン先生：そうであって欲しいと思っています。

育は進まないんじゃないか？

小越先生：来年も講義をするんだろう？

ゼン先生：そうだと思います。実は、厚生労働省に知り合いが

ゼン先生：します。星は、これまで通りということです。大阪

いて、こういう話を聞いてもらったんです。

薬科大学は必修科目だったんですが、来年から選択科目になる

小越先生：君は感染対策のガイドラインを作った時や特別用途

んですよ。これは、ちょっと寂しいと思っているんですが。

食品制度の委員になった時、それから、この間の在宅での脂肪

小越先生：星薬科は選択科目だろう？最初から。

乳剤投与に関することで、厚労省にも知り合いがいるんだな。

ゼン先生：そうなんですけどね。とりあえず、ということかも

ゼン先生：まったく個人的ですし、私自身には何の力もないの

しれませんが、200 人は受講してくれています。

で、話を聞いてもらっただけですが。

小越先生：来年の大阪薬科の受講生の数が楽しみだな。

小越先生：そういう地道な活動が、いつか、実るかもしれない

ゼン先生：まあそうですね。ところで、栄養士の教育も、現在

じゃないか。

の臨床栄養に合致した内容になっているんでしょうか。
小越先生：栄養士教育は、NST のメンバーとしての重要性が理
解されているから、変わってきているんじゃないだろうかね。
ゼン先生：さて、どうなんでしょうか。管理栄養士養成課程で、
静脈栄養と経腸栄養について、どのくらい教えているんでしょ
うね。ちょっと疑問です。
小越先生：アメリカは、栄養士の教育として静脈栄養と経腸栄
養についても、きちんと教えているんだろうな、仕事内容をみ
ると。
ゼン先生：そう思います。でも、医学部もそうですが、薬剤師、
看護師、栄養士、それぞれの教育カリキュラムの中でもっと臨
床栄養を強化してほしい、といっても、なかなかそうもいかな
いでしょう。

↑大阪薬科大学です。講義が終わって帰宅する時だと思います。私は、
この場所で車のチェックをされるのです。学生さん達、臨床栄養に理
解のある薬剤師になってください。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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第４８回

ゼン先生：そう思っているので、話を聞いてもらったんです。

ゼン先生：私にはそんな力はありませんので。でも、こういう

小越先生：それでどうだったんだ？

考え方は非常に大事だと思っています。

ゼン先生：安全管理や感染対策のように、臨床栄養に関する講

小越先生：オレもそう思うよ。でも、制度化できないと、いつ

演や勉強会を必須にできないのか、という考え方を聞いてみた

までも臨床栄養教育って、普及しないことになるな。

んですが。

ゼン先生：そうなんですよね。でも、いろいろ、工夫するとい

小越先生：臨床栄養に関する講演や勉強会を必須にする、なる

うか、がんばる必要はありますね。

ほど。

小越先生：どうするんだ？

ゼン先生：気持ちはわかる。考え方もわかる。しかし、それを

ゼン先生：まずは、臨床栄養の講演の依頼があれば、がんばっ

必須とか、義務化、ということになると、制度化する関係者を

て、レベルの高い講演をする。ただ、面白い、エンターテイメ

納得させるデータがいる、ということでした。安全管理や感染

ント的な講演は、飽きられますよね。特に、学術的なレベルの

対策の場合は、それが原因で患者が亡くなる、ということが起

高い医師は、そういう講演を聞くと、『なんだ、臨床栄養って

こるんです。しかし、栄養障害で患者が亡くなることって、実

こんなレベルなのか』ということになってしまいますよね。

際にはたくさんの患者が栄養障害でなくなっているんだけど、

小越先生：そうだな。学術的レベルが高い内容にする必要があ

栄養障害が直接の原因だという話にはならないでしょう？

る。これは非常に大事だと思う。

小越先生：確かに、ならないな。

ゼン先生：表現が悪いと叱られるでしょうが、臨床栄養の講演

ゼン先生：そこが問題だ、というんです。説得できるデータを

は、メディカルスタッフが喜ぶような講演内容やレベルになっ

出せ、これが大事だと言われました。

ているのではないか、という印象もあるのですが。

小越先生：なるほど。データか、数字か。確かに、そういわれ
ると、どうしようもないところがあるな。
ゼン先生：私の話を聞いてくれた方々は、臨床栄養教育の重要
性はわかってくれましたよ。でも、制度化する関係者を納得さ
せるには、という問題が大きいんです。
小越先生：しかし、それを言われると、必須にする、とか義務
化する、なんて、永遠にできないな。
ゼン先生：そうなんです。どうしたらいいのか、わかりません。
小越先生：NST 加算の要件に入れてもらう、なんていうアイデ
アはないのか？
ゼン先生：それも話になりました。しかし、今の NST 加算の点
数って、低すぎますよね。
小越先生：NST 加算で病院が儲かっているという話は、ないな、

↑北千里駅から阪大まで歩く途中の景色です。紅葉がすばらしい、
でしょう？

確かに。
ゼン先生：いくらがんばっても、専従のスタッフの給料で吹っ
飛ぶくらいの診療報酬ですから。
小越先生：まあ、数を稼げば、ある程度、病院にとってはプラ
スになる可能性がなくはない、ということかもな。
ゼン先生：そうなんですが。
小越先生：一つの考え方は、臨床栄養教育を義務化することで、
診療報酬をちょっとでも上げてもらうということかな。
ゼン先生：私もそう思ったのですが、これだけ、診療報酬を、
どうやって下げようという議論をしている時に、NST 加算のプ
ラス改定というのは難しい、ということでした。
小越先生：そうか、それが現状だな。
ゼン先生：その上、NST 加算の診療報酬をそのままにして、臨
床栄養教育の義務化という条件をつけると、さらに、NST 加算
のハードルが高くなるので、それも難しい、ということでした。
小越先生：なるほど。それもそうだ。
ゼン先生：せめて、今回の診療報酬改定で、努力目標として『臨
床栄養に関する講演会を、全職員を対象に実施するべきである』
という一文を入れられないかな、なんて思ったりしたんですが。
無理なんじゃないでしょうか。
小越先生：それはいい考えだけどな。

↑11 月 25 日の夕方。相撲中継を見ていました。14 日目の結びの一番。
遠藤と白鵬の対戦で、白鵬が勝つと 40 回目の優勝が決まります。遠藤
が長い時間、映っていました。その横に、青い服を着た女性がいまし
た。あれ？どこかで見たことがあるな、と思っていたのですが。そう
です、九州大学小児外科の名誉教授、水田先生でした。テレビの画面
を写真に撮りました。増本くんに送ったら、非常に喜んでくれました。
水田先生に送る、とのこと。これは、すごくいい記念写真だと思いま
す。遠藤との写真ですからね。遠藤は、早く横綱になって欲しいので
すが。
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：きっと、また、叱られるような言い方だが、そこは

小越先生：栄養管理と安全管理、栄養管理と感染対策、みたい

非常に大事だよ。臨床栄養に興味がない医師が聞いて、臨床栄

なテーマの講演も有効かもしれないぞ。

養って学術的にも重要だな、と思わせるようなレベルの講演に

ゼン先生：そうですね。ま、いろいろ、工夫の余地はあります

しないといけないな。

よね。

ゼン先生：その通りです。そういうレベルの講演会や勉強会が

小越先生：本当は、医療者って、栄養は大事だと思っているの

あれば、NST のメンバーが、聞きに来てほしいと思っている医

かもしれないじゃないか。何か、きっかけがあれば、勉強する、

師にもがんばって呼びかける、呼びかけることができる、とい

聞きに来てくれる、そんな医師もいるかもしれないからな。

うことです。

ゼン先生：そうそう、あきらめてはいけませんよね。それにし

小越先生：そうだな。そういう活動をしても、なかなか聞きに

ても、さっき言った、臨床栄養に関する講演会を努力目標とす

来てはくれないかもしれないけど。

る、なんてことにならないでしょうかねえ。

ゼン先生：でも、そういう地道な活動を続けないといけないで

小越先生：お祈りしよう、効くかもしれないぞ。

しょう。

↑桂浜にも行きました。櫓の上にも上りました。龍馬と同じ目線で太平洋を見ることができるのです。『心
はいつも太平洋ぜよ』です。この櫓の上に立つと、龍馬と同じ目線、高さになるのです。この日は本当に
いい天気でした。桂浜もきれいでした。もちろん、空も、太平洋も、きれいでした。

【今回のまとめ】
1. 『えいようじ：栄養寺』のアクセントですが、どこにあると思いますか？関東と関西で違う？
これを考えると夜も眠れません。誰か、教えてください。
2. 臨床栄養教育は極めて重要です。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、臨床検査技
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士・・・大学でちゃんと臨床栄養に関す
る教育が系統的に行われている？そうではないでしょう。そこが一番の問題です。
3. 特に、静脈栄養と経腸栄養に関する教育が不足しています。
4. 臨床栄養に関する講演をする講師は、学術的にレベルの高い内容にしなければならないと思い
ます。そうしないと、医療における臨床栄養の評価が落ちてしまいます。
5. 感染対策や安全管理と同じように、臨床栄養に関する講演会や勉強会受講を、すべての施設で
義務化することはできないのでしょうか。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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