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『NST：専従？専任？加算の診療報酬が上がると、
すべてがうまくいくはずですが・・・』
9 月は台風に始まり台風に終わりました。9 月 4 日は台風 21 号が近畿を直撃し、強風で車が横倒しになり、屋根が吹っ
飛び、大きな木が倒れ、370 本の電柱が倒れて 218 万軒で停電し、関空が浸水し、関空連絡橋にタンカーが衝突し、など
など大変なことになりました。その日は奈良医大で講演の予定でしたが、当然、延期になりました。9 月 30 日は台風 24
号が日本を縦断しました。9 月 29 日は埼玉県大宮で講演したのですが、台風 24 号の接近に伴って新幹線が止まる、とい
うことで朝 1 番の新幹線で大阪へ戻りました。結局、私の
仕事には影響はなかったのですが・・・。9 月 6 日には北
海道地震。北海道全体が停電するという、大変なことにな
りました。本当、日本はどうなるんでしょうか。幸いなこ
とに、私自身の生活には大きな支障はありませんでした。
被害に遭われた方に申し訳ないという気持ちになりますが、
本当、もし、自分が被災者の立場に立ったら、と考えると、
恐ろしくなります。
9 月 7 日には、加古川医療センター外科部長の衣笠先生
に『加古川がんチーム医療研究会』に呼んでいただきまし
た。がん患者の栄養管理と CV ポートに関連した内容で講演
しました。車で出かけたのですが、ナビがいろいろ考えて
くれたおかげで、遠回りをさせてもらいました。本当、ナ

↑加古川医療センターの方々＋豊田先生です。他の施設の方もお
られるかもしれません。
『加古川がんチーム医療研究会』が終わっ
てからの写真です。懇親会では、前列左の二人の外科医と、熱い
議論を交わしました。がんばって栄養もやってくださいよ、衣笠
部長のように。

ビって、時々困った道を教えてくれます。加古川医療セン
ター外科の方々と、懇親会でもいろいろ楽しい話ができま
した。9 月 8 日はいったん大学へ戻り、午後から「第 15 回
関西感染症診療フォーラム」で「カテーテル感染」につい
て講演。神戸中央市民病院の西岡先生に呼んでいただきま
した。会場は JR 大阪駅のホテル。どんな服装で行こうかと
考えたのですが、クールビズの期間だし、ということで、
気楽に出かけたら、世話人の方々はみなさん、スーツ姿で
した。もちろん、西岡先生も上着とネクタイ着用。いいん
じゃない？講演の内容がよかったら、と強気だったのです
が・・・。感染症の専門家の方々に「目から鱗の講演だっ
た」と言っていただきました。でも、それって、逆に、お
かしいでしょう。カテーテル感染は、感染症の専門家がが

↑私の高校時代の先輩の旅館、つる屋です。信州の鎌倉、別所温
泉です。この旅館のすぐ近くに木曽義仲が入ったという、葵の湯
があります。つる屋は、駅から徒歩 10 分くらいです。なんか、い
い雰囲気の散歩道です。雨が降っていたので、余計、雰囲気がよ
かったのです。

んばってくれないといけない領域ですから。
9 月 10 日は長野県上田へ。大河ドラマの真田丸が終わっ
てから、上田への観光客は激減しているとのこと。その夜
は別所温泉に泊まりました。つる屋旅館に宿泊。なぜ、つ
る屋旅館？八幡浜高校のブラスバンドの先輩がつる屋旅館
のご主人になっておられるからです。別所温泉は由緒ある
温泉で、信州の鎌倉と呼ばれているとのこと。愛染かつら
の舞台であり、木曽義仲ゆかりの大湯や真田幸村が入った
温泉（石湯）もあります。この 2 つの温泉には入りました
が、結局、つる屋の温泉が一番落ち着きました。北向観音、
安楽寺、八角三重塔、常楽寺、歩いて観光しましたが、非
常に趣のある観光地だと思いました。
9 月 12 日には愛媛県松山市へ。11 月 25 日の第 8 回リー
ダーズ、栄養 100 年イベントの下見です。会場の子規記念

↑第 8 回リーダーズ学術集会の会場、松山市立子規記念博物館で
す。道後温泉のすぐ傍にあります。非常にいい雰囲気です。市電
の、道後温泉駅、または道後公園駅から徒歩 5 分くらいです。道
後温泉駅に降りて、仕掛け時計を見て、正岡子規像を見ながらこ
こへ来る、それがいいかもしれませんね。松山ですからね、やは
り、正岡子規でしょう。いい会場で開催することができます。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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館、前夜祭パーティ会場の高島屋ホールへ行きました。
車での往復で疲れましたが・・・。いい会場で、いい学
術集会を開催できると思います。
9 月 14 日には PEG・在宅医療学会のために博多へ。理
事会・世話人会に出席しました。いろいろ意見も言いま
したが、はっきりいうと、この学会、これからどういう
方向へ向かうべきなのか、向かうつもりなのか、よくわ
かりません。胃瘻問題をこれからどう扱っていくべきな
のか、理事長も交代する時期だし・・・。翌日が学会だ
ったのですが、午前中だけ参加。物議をかもす意見を述
べてしまいました。その後、一旦大阪へ戻り、車に乗っ
て愛媛へ戻りました。孫の世話をするためです。1 週間の
間に 2 回も愛媛と大阪の間を往復すると、約 2000km 走っ

↑正岡子規像です。真ん中の坊主頭の写真が一番有名ですね。道後
温泉駅のそばに、野球が大好きだった正岡子規像があります。
『野
球』という用語は正岡子規が命名した？残念ですが、そうではない
ようです。しかし、子規の名前が『のぼる』なので、『の：野、ぼ
る：ボール：球』で関係がある、ということになっています。

たことになります。少々疲れました。この歳では、ちょ
っとやりすぎでした。
9 月 23 日と 24 日は第 7 回リーダーズ学術集会。関西医
科大学総合医療センターの北出先生が会長。やはりスー
ツ姿。私？この日の気温は 30℃でしたので、いつものよ
うに気楽な服装で参加しました。進行係であり、ランチ
ョンセミナーの講師でもありましたが、暑いから、ね・・・
クールビズです。私の経腸栄養管理のランチョンセミナ
ーに始まり、NST 関連、栄養アセスメント、静脈栄養、に
関するディスカッションを行いました。いろいろ活発な

↑会長の北出先生の挨拶に引き続き、私がランチョンセミナーをや
りました。座長はいりません。弁当を食べてもらうために講演した、
という感じ。経腸栄養の管理に関する内容にしました。

議論ができました。企業プレゼンは、やはり、企業の方
は時間をきっちり使って、いい説明をしてくれます。9 社
に協力いただきました。ありがとうございました。ポス
ターセッションは懇親会と並行して行いましたが、親し
い会話と議論ができたようです。2 日目は、臨床研究セッ
ションと HPN 関連のパネルディスカッション。臨床研究
セッションは、3 題ともレベルの高い内容で、レベルの高
い議論ができました。HPN のセッションでは、長期 HPN を
実施しているクローン病の患者さんが、自分の HPN の履
歴と医療者に望むことについて発表してくれました。2 日
目のランチョンセミナーも私が講師をつとめました。座
長なしのランチョンセミナーは、聞いたことがないので
は？静脈栄養に関する内容としました。事前登録が 185

↑パネルディスカッションⅠ「NST 加算の診療報酬：専従？専任？」
です。議論沸騰でした。2 時間のセッション、もう少しテンポよく
話して欲しかった、という印象もあります。議論は簡潔に、です。

名でしたが、2 日間で 250 名の参加者数となりました。少
しずつ参加者数も増えてきてくれている、そんな感じも
していますが。
9 月 29 日には大宮へ。彩の国東大宮医療センターでの
講演。坂本院長に呼んでいただきました。AMG-NST フォー
ラムのためでした。日程は、実は 9 月 15 日の予定だった
のですが、私の都合で無理に変更してもらったのです。
だから、より責任重大。280 枚のスライドを使い、90 分
を越えてしまいましたが、私なりに、坂本先生に褒めて
いただきたい、と思いながら講演させていただきました。

↑パネルディスカッションⅡ「どのように栄養評価を行ってい
る？」です。発表者は二人とも臨床検査技師。確かに、非常に有
意義な内容でした。次回は、もう少し、栄養管理の効果を確認す
るための栄養評価について議論したいと思っています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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終わってからの懇親会も楽しい時間でした。昼飯はうな重を食べさせていただいたのですが、さすが、うな丼発祥の地
の埼玉のレベルは高い、うまかったあああ。今回の坂本先生へのおみやげは、第一外科の赤ネクタイ。どこかでなくされ
たそうで、私が呼吸器外科教室の倉庫に眠っているネクタイをもらってきたのです。喜んでいただきました。

↑総会では、松末先生に「岡田正メモリアルレクチャー」の楯を
もらっていただきました。今回、Medical Nutritionist の認定を
開始しました。会場では認定証をお渡しし、その後、Medical
Nutritionist のバッジを、代表として 6 人の方にもらっていただ
きました。翌日、杉本先生は早速、胸につけておられました。
Medical Nutritionist の認定証も、なかなかカッコイイと思いま
す。

↑パネルディスカッションⅢ『静脈栄養の現状を考える』です。
難しいセッションでしたが、それなりに得るところはあったと思
います。記録集を読んで、もう一度じっくり考えてみてください。

↑臨床研究セッションです。3 人の発表で 90 分のセッションでし
た。12 分の発表で、残りの 18 分はディスカッション。非常にいい
議論ができました。こういうセッションもいいですね、発表者は
大変ですが。

↑パネルディスカッションⅣ『長期在宅栄養管理の実際』です。
患者さんに発表していただきました。これもむずかしいセッショ
ンでした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：第 7 回のリーダーズ学術集会が無事、終わりました。

専任？』に注目していたんじゃないかと思います。ちょうど、

参加者数が 250 名を超えまして、安心しました。目標は 300 名

この 4 月の診療報酬改定での変更でしたから。

においているんですが・・・。

小越先生：それはどういう意味があるんだ？

小越先生：そうか、とにかくよかったな。参加者数の目標が 300

ゼン先生：平成 22 年度の診療報酬改定で『NST 加算』が新設さ

名？京都の時は 300 名を超えたんじゃなかったのか？

れたのは御存じですね。

ゼン先生：そうでした。京都は 306 名の参加者でした。

小越先生：もちろんだ。専従 1 人を含む、医師、看護師、薬剤

小越先生：多ければ多いほどいいのか？

師、管理栄養士の 4 職種で回診すれば、週 1 回、200 点、だろ

ゼン先生：そうではないと思っています。多すぎると、議論が

う？

できなくなりますから。でも、少ないと寂しいし、というとこ
ろです。
小越先生：そうだな、真剣に参加してくれる人が、300 人来て
くれたら充実した学術集会になるだろうな、オレもそう思う。
ゼン先生：でも、議論ですが、内容としては、まだまだですね。
活発に議論ができたとは思いますが、もう少し流れを理解した
内容になって欲しいと思います。
小越先生：前も同じような感想だったんじゃないか？
ゼン先生：そうだったかもしれません。テーマにもよりますし、
座長の進め方にもよりますが、もっと成熟した議論ができるよ
うになって欲しいと思います。
小越先生：7 回目だから、それなりにレベルアップしているん
じゃないか？
ゼン先生：そう思ってはいますが、まだまだ、という思いはあ

↑つる屋旅館のすぐ近くにある、木曽義仲ゆかりの『葵の湯』です
が、温泉は『大湯』といいます。
『だい湯』ではなく『おお湯』です。
右は、眞田幸村の『隠しの湯』で『石湯』です。どちらも小さな温
泉で、近所の方が毎日のお風呂として使っているようです。ちょっ
と熱めでした。

ります。
小越先生：あせらないことだよ。議論に慣れていないのが日本
人だからな。
ゼン先生：でも、先生達が活躍していた頃は、活発に議論して
いたんでしょう？
小越先生：そりゃあ大変だったぞ。特に、阪大が発表した時は、
千葉大学としては、これでもか！というくらい、活発な議論を
しかけたもんだよ。
ゼン先生：その話は聞いています。私が積極的に参加するよう
になる前ですね。
小越先生：君がそういう流れの最後の世代かもしれないな。
ゼン先生：でも、その神髄は実感として残っています。
小越先生：檀上絶句、って知っているよな。

↑愛染かつらって、メロドラマだという知識はありましたが、それ以
上の知識はなし。この恋愛ドラマの着想が、上田市別所温泉のこの木
だということです。
『カツラ』は『桂』で木の名前。
『愛染』はこの木
に隣接する『愛染明王堂』だということです。非常に有名になり、こ
の木が『愛染カツラ』とよばれるようになったとのことです。

ゼン先生：もちろん、知っています。厳しい質問に答えられな
くて、檀上で、答を言えなくなる、フリーズしてしまう、とい
う意味です。質問は容赦なし、ということでしたね。
小越先生：そうだ。そういうことがたくさんあった。でもな、
その議論の後、非常に親しく話ができるようになったりしたも
んだ。それによって学会仲間が増えるという、いい雰囲気だっ
たんだよ。
ゼン先生：本当ですね。そういう雰囲気を作っていきたいと思
います。
小越先生：そう願いたいものだが、なかなか難しいぞ。それは
理解しておくべきだよ。
ゼン先生：はい、そうします。
小越先生：今回の議論の目玉は何だったんだ？
ゼン先生：どれも目玉といってもいいテーマでしたが、参加者
はパネルディスカッションⅠの『NST 加算の診療報酬：専従？

↑左は安楽寺の八角三重塔です。日本で唯一の八角塔で国宝です。
寺の入り口からは、かなりの数の石段を上りました。右は常楽寺の
別格本山です。茅葺のお寺って珍しいですよね。雨の中、傘をさし
て歩いて行きました。なかなか趣のある観光でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：そうです。栄養治療計画書と報告書の配布も大変な

ゼン先生：その通りです。実は、そうなんです。NST 症例が少な

んですが。

いから、ということです。NST は症例を増やし、専従の人材を

小越先生：確かに、そういう話はよく聞く。

確保して、活発に活動をしたいと思っていたはずです。しかし、

ゼン先生：この条件の問題点は、専従者が必要だということな

NST 症例が増えない・・・。

んです。この条件で、専従者の給料をまかなうことができない、

小越先生：それは、主治医たちが協力しない、ということだな。

だから専従者をおけない、だから NST 加算を申請できない、そ

NST に依頼して、いい栄養管理をすべき症例がそんなに少ない

ういう施設が多いようです。

はずがないだろう。

小越先生：そうか、１人 200 点ということは 2000 円だ。専従者

ゼン先生：そうですよね。たくさんいるんです。でも、主治医

の月給を 20 万円とすると 100 症例が必要だ。毎週回診するとし

が気づいていない、そこに問題の本質があるんだと思います。

て、1 回の回診で 25 症例か。できるんじゃないか？

小越先生：NST 加算が 1 症例につき 200 点しかないということ

ゼン先生：それがなかなかできないんですよ。それほど活発に

は問題にならなかったのか？

活動できている NST って、そうはありません。NST 症例をどう

ゼン先生：緩和ケアや褥瘡に比べると非常に低い、という発表

やって集めるか、が問題なんです。スクリーニングをやって、

はありました。

ある意味、強制的に NST 症例にするか、主治医の許可を得るか、

小越先生：だろう？なぜ、緩和ケアや褥瘡に比べると、こんな

で随分違います。主治医の許可を得る、これがネックになって

に点数が低いんだろう。

NST 症例が増えない施設も結構多いようです。

ゼン先生：栄養は大事ではない、と思われているんでしょう。

小越先生：主治医が栄養管理に興味がないか、NST にごちゃご

栄養は儲からない、と経営陣が言っているという発表もありま

ちゃ言われたくないと思っているか、めんどくさいか、俺はち

した。

ゃんとやっているんだから NST なんていらないと思っているか、

小越先生：栄養が儲からないんじゃなくて、点数が低いから儲

だな。

からないんだろう？

ゼン先生：そうです。だから、NST 症例が増えない、加算を申請

ゼン先生：原点はそこにありますよね。たとえば、加算点数が

できる症例が少ない、専従者の給料をまかなえない、だから専

400 点になれば、病院も加算をとろうとするし、症例数が月 100

従をおけない、という悪循環の施設が多いようです。
小越先生：なるほど、そういう理由で NST 加算が申請できない
ということだな。
ゼン先生：そこで、この 4 月の診療報酬改定で、1 回の回診数が
15 症例までなら専従をおかなくてもいい、ということになった
んです。
小越先生：そうか。そうすると、NST 加算を申請できるように
なって喜んでいる施設が増えたんじゃないか？
ゼン先生：そういう施設ももちろん、あります。
小越先生：これはいい改定だったんじゃないか？
ゼン先生：そうでしょうか。そこを考える必要があります。今
まで専従としてがんばっていた人達はどうなるんでしょうか。
専従だから、いい栄養管理ができていた、それが専従ではなく
なると、なかなか思うような仕事ができなくなる、のかもしれ

↑JR 松山駅前にある、有名な正岡子規の句碑です。
『春や昔十五万石
の城下哉』です。JR で松山駅まで来られる方は、必ず、駅を出て左
側にある、この句碑を見てください。

ませんが。
小越先生：なるほど、そうだな。そういうことも考えなくては
ならないな。
ゼン先生：そこなんですよ、問題は。だから、今回、この問題
を取り上げたんです。
小越先生：全体としてはどういう雰囲気なんだろうな。
ゼン先生：私の印象では、全体としては、専従という要件がと
れたことによって、NST 加算が申請できるようになった、よか
った、ということだと思います。
小越先生：なるほど。しかし、それは、なぜなんだ？
ゼン先生：専従の給料を賄うことができる症例数を NST が担当
できていなかった、ということだと思います。25 症例以上を NST
が診ていなかった、ということです。
小越先生：診ていなかった？本当はそこに問題があるんだろう
と思うけど。

↑宇和島城と、その近くにある「高野長英の隠れ家」です。近くに住
んでいながら高野長英の隠れ家には行ったことがありませんでした。
もちろん宇和島城には行ったことがあります。ちょいと行ってきまし
た。記念碑だけでしたが、これは、私にとって重要な写真です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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例を超えたら月 40 万円以上の収入になるし、十分に専従者の給

ゼン先生：そう思います。がんばって NST 活動をやろう、と思

料を賄うことができる、そうしたら、もっともっと活発に NST

っている人達は栄養管理の重要性を認識していますが、大部分

活動が行われます。間違いありません。

の医師が、それを認識していないんですよ。だから、栄養状態

小越先生：そうだな。専従はいらないよ、専任でいいよ、だか

が悪い患者がいても、それをよくしてやろう、なんとかしてや

ら NST 加算を申請しなさいよ、ということで申請する施設が増

ろう、と思わない、そこが問題です。よくしてあげようと思っ

えたら、次のステップは、NST 活動をしていない施設を減算す

たら、もし、自分に実力がなければ NST に相談するでしょう。

る、ということになるんじゃないか？

小越先生：実力があれば相談しないんだろう？

ゼン先生：褥瘡と同じことになる可能性はありますね、確かに。

ゼン先生：そんなに栄養管理に関してレベルの高い医師なんて、

小越先生：そうなると、どの施設も本気で NST 活動をするので

そうはいません。できると思っているだけのことですよ。

はなくて、最低限でいい、ということになるな。

小越先生：厳しい発言だけど。

ゼン先生：本当に名ばかりの NST が増えるのは間違いないでし

ゼン先生：厳しい？そんなことはありませんよ。現実です。だ

ょう。

から、NST のメンバーがやる気をなくすんです。

小越先生：そういうことでなくても、名ばかりの NST は今でも
多いんじゃないか？
ゼン先生：実態はわかりません。でも、どの病院もホームペー
ジで『患者様にとって最良の栄養サポートを行っています』と
言っていますが、どうなんでしょうね。

株式会社 クリニコ

エイワイファーマ株式会社

小越先生：一部の患者様に最良のサポートを行っている、とい
うのが本当のところなんじゃないか？
ゼン先生：そうだと思います。実際に知りたいのは、入院患者
の何%が栄養障害に陥っていて、そのうちの何%に NST が栄養管
理をサポートしているか、という数字ですが、それが発表され
ていません。

株式会社 ジェイ・エム・エス

ニプロ株式会社

小越先生：確かにそうだな。月何例に対して NST 加算を申請し
ている、という発表はあるが、そういう発表はないな。
ゼン先生：確かに、難しいとは思いますが、そういう数字を多
施設でとりあげてみたいですね。
小越先生：そうだな。それは調べてほしい数字だ。
ゼン先生：考えてみます。

ミヤリサン製薬株式会社

株式会社大塚製薬工場

小越先生：ところで、その専従、専任の話だけど、どういう結
論になったんだ？
ゼン先生：結論は、出ませんでしたね、私はそう思います。私
は、もっと議論を誘導する必要があったように思います。
小越先生：どう誘導するんだ？

テルモ株式会社

株式会社

ゼン先生：専従はいなくてもいいということになると、やっぱ
り NST の活動レベルが下がる、という結論ですね。

ビー・ブラウンエースクラップ

ニュートリー株式会社

小越先生：でも、それでは NST 活動ができなかった施設が多か
ったんだろう？専従をおけないから、という理由で。
ゼン先生：その通りです。
小越先生：だったら、その結論にもっていくのは無理だったん
じゃないか？
ゼン先生：そうかもしれません。でも、実際に専従をそのまま
おいている施設もあります。その施設では、やはり、専従が活
発に活動できているんだということだと思います。
小越先生：専従を専任にした施設は、専従の働きが悪かったと
いう意味にもとれるが。
ゼン先生：個人の問題ではなく、その施設が、専従に十分な働
く場を与えることができていなかった、ということでしょうね。
小越先生：うううん、要するに、その施設が、本当の NST の必
要性や有用性を理解していなかった、ということだな。

↑企業展示会場です。企業プレゼンを時間通りに終えていただいた
ので、残りの時間は展示会場へ行っていただきました。説明を聞い
た後なので、展示会場にも熱気がありました。にぎわっていました。
ニュートリーの写真がいいのがありませんでしたので、すみませ
ん、説明の字を目立つようにしました。次回もお願いします。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：しかし、JSPEN の NST プロジェクトのおかげで、日

ゼン先生：そうですね。結論としてはそうでしょう。JSPEN が正

本に NST が定着したんじゃないのか？

しい情報を伝えるべきでしたね。どう言ったらいいのか、よく

ゼン先生：はっきりいうと、名前だけが定着した、といっても

わかりませんが、ある意味、トランスサイレチンを測定するこ

いいかもしれません。先生には申し訳ないですが。

とがレベルの高い栄養評価をしている、NST 活動のレベルが高

小越先生：名前だけか・・・これこそ厳しい発言だが。

いんだ、という誤解があるようにも思います。

ゼン先生：NST 加算を獲得した、それはすごい功績だとは思いま

小越先生：とにかく、ちゃんと患者を診る、そこが大事だとい

す。確かに、加算が得られるかもしれない、ということで、ボ

うことだな。

ランティア的ですが、がんばっていた施設は多かったと思いま

ゼン先生：そうですね。でも、今回、この議論を聞きながら思

す。加算が得られた、やった！となったと思います。しかし、

ったんですが、NST って、そもそも患者さんを元気にする、と

実は、現実的には、その加算の内容が、NST を後押しするほど

いうか、適正な栄養管理をするための活動のはずなんですよね。

の条件ではなかったのかもしれません。

小越先生：それは当然だ。もともとの目的は、TPN を安全かつ

小越先生：加算の内容か？

有効に実施することだったんだからな。

ゼン先生：そうですね。加算を獲得するためにがんばられた方

ゼン先生：ところが、いかにして NST 加算をとるか、いかにし

達には申し訳ないんですが、やはり、200 点では足りない、と

てたくさんの症例で NST 加算を申請できるようにするか、とい

いうことだったんでしょうね。私に、そういう力がないので、

う考え方が中心になってきているような気がします。

エラそうに言える内容ではないことはわかっているのですが。

小越先生：そういう雰囲気になってきているな、オレもそう思

小越先生：さっきの議論に戻ることになるな。加算点数が 400

う。

点だったら、専従の給料を十分に賄えるし、そうすると専従が

ゼン先生：それから、栄養管理をやって、その内容が適正なの

がんばれるし、栄養管理レベルも上がるし、病院も後押しをす

か、有効なのか、などについての評価が行われなくなっている

る、ということだ。
ゼン先生：お金で動くというのは残念ではありますが、それが
現実だと思います。
小越先生：だから、病院側としては、栄養では儲からないんだ
から、栄養に力を入れる必要はない、専従なんてとんでもない、
NST 活動をやりたいんだったら、とりあえずやってもいいけど、
という雰囲気になっているんだといいたいのか？
ゼン先生：それが現実でしょう。
小越先生：その、NST 活動というか、加算申請の内容だけどな。
ちょっと耳にしたんだけど、JSPEN の NST メーリングリストで
『栄養治療計画兼栄養治療実施報告書にある、アルブミン、リ
ンパ球数、ヘモグロビン、中性脂肪、トランスサイレチンにつ
いて、毎週、すべての記載がなければ算定取り消しとなる噂が
ある』ということが議論になったそうだな。
ゼン先生：それに対して、JSPEN の保険担当の方から『その検査
項目の部分に空欄があると算定できない』という意見がありま
して、さらにその意見に対して『それはおかしい。トランスサ
イレチンを毎週測定するなんておかしい。』などの意見があると
いうことが話題になったそうです。今回のリーダーズのこの
NST のセッションでも取り上げられていました。
小越先生：トランスサイレチンって、診療報酬が 107 点だろう？
この 5 項目を全部測定すると 175 点だから、NST 加算の 200 点
はなくなってしまうな。
ゼン先生：そうなんですよ。無駄とはいいませんが、トランス
サイレチンをルーチンに測定するのは無駄です。
小越先生：オレもそう思うよ。結論は、どうなったんだ？
ゼン先生：要するに、無駄な検査はする必要がない、空欄があ
っても算定取り消しにはならない、ということです。きちんと
患者を診ていることがわかればいい、ということですよ。近畿
厚生局に聞いても、そういう返事だったということです。
小越先生：JSPEN の保険担当の方の意見がおかしい、というこ
とになるな、それだと。

↑懇親会とポスターセッションです。和気藹々と議論をしている雰
囲気があります。ポスターは、できるだけ簡単に、ということで A3
に印刷したものだけです。それを A4 に縮小したものを抄録集と共に
参加者にはお渡ししています。だから、「差し（向かい）」で議論で
きます。議論の内容は、それぞれの演者にレポートしていただき、
それを記録集に掲載するのです。いいやり方だと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ような感じもするんです。NST 加算算定症例を増やすために活

定しなくても NST 加算は申請できる、ということがわかったん

動している、のではないかと思ってしまいます。

だから、いいじゃないか。

小越先生：NST の栄養管理の効果を判定するためにアルブミン

ゼン先生：そうですね。安心して、NST 活動をできる、というこ

値くらいは測定しているだろう？

とですから。

ゼン先生：でも、いわゆる臨床栄養の領域のリーダー達が、ア

小越先生：それにしても、やっぱり、NST 活動がうまくいかな

ルブミンは栄養評価には用いるべきではない、と言っています

い原因は、医師の認識不足だということになるんだな。

からね。

ゼン先生：医療の主役は、どうこういっても医師ですから。医

小越先生：そうかそうか。そうすると、どうやって栄養評価を

師の栄養に対する認識がきちんとしていなければ、NST がきち

しなさい、と言っているんだろう。

んと動くはずがありません。強制的に NST が介入するといって

ゼン先生：そこでトランスサイレチンを測定しなさい、と言っ

も、そこには、やはり、摩擦が生じます。

ているような気もするんですよね。

小越先生：確かにそうなるだろうな。なんとかならないものか

小越先生：アルブミンが栄養評価指標としてダメだという理由

なあ。

は、CRP が高い時はアルブミン値は低くなるから、ということ

ゼン先生：でも、この問題って、NST が活動を始めた頃と同じで

だろう？それでトランスサイレチンを測定すれば栄養評価がで

すよね。

きる、と言っているんだろうか。

小越先生：同じだ。全然変わっていない。NST 加算が診療報酬

ゼン先生：それは大きな間違いですよね。トランスサイレチン

に入って、さらに難しくなっているようにも思う。

のほうが CRP に対して鋭敏に反応するんですから。

ゼン先生：もう 30 年ほど前の論文ですが、NST のデメリットと

小越先生：だろう？acute phase negative protein と呼ばれて

して『①チームメンバー以外の医師の栄養管理に対する知識お

いるんだからな。

よび技能が低下する危険性がある、②直接の主治医や看護婦を

ゼン先生：そこで、なんか、トランスサイレチンを測定するこ

飛び越えて栄養管理における治療方針が決定される可能性があ

とが NST 活動としても重要だ、という誤解を生じているのでは

り、主治医らとチームメンバー間でトラブルが生じる危険性が

ないでしょうか。

ある、③チームのマンパワーが十分確保できない状態で運営す

小越先生：オレはそうではないと思いたいけど。

る場合には、病院全体の栄養管理の質を逆に低下させる危険性

ゼン先生：私もそう思いたいんですが、なぜ、ここでトランス

がある。』と書かれていましたが、まさにその通りですね。

サイレチンが強調されるのかと考えると、ほかの理由がわから

小越先生：本当だ、その通りだ。デメリットの方が強くなって

ないんですよ。

いるような感じもあるな。だとすると、これからの NST はどう

小越先生：そうだな。でも、ま、トランスサイレチンを毎週測

すればいいんだろうな。

↑最後に記念写真を撮りました。ここは結婚式が行われる会場だそうで、新郎新婦が高いところから降りてくるようになっています。
その一番高い所から撮影しました。非常にいい雰囲気の写真です。これを一人ひとりに送らなくてはなりません。大変です。
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：NST 活動が日本で普及し始めた頃、私もあちこちで講

ではなく、プラスアルファだ、という感じで病院側にも見てほ

演させてもらったんですが、NST 活動をやって、直接、儲かる

しいと思うんです。

のではない、
『まずは、きちんと栄養管理ができるようになるこ

小越先生：しかし、病院経営というものはそうは甘くはないぞ。

と、これができるようになれば・・・⇒栄養障害のためにしん

ゼン先生： わかっています。私の言っていることは、本当に理

どい思いをする患者さんが減る⇒栄養状態がよくなれば治療効

想論だということはわかっています。でも、こんなバカなこと

果が上がる⇒学術活動が活発になる⇒病院の医療レベルが上が

を言う人間がいてもいいでしょう。本質を突いていることは間

る⇒まわりの評判がよくなり、患者さんの数が増える⇒⇒⇒そ

違いないと思いますから。

のうち経済効果も得られるようになる』という内容の話をして

小越先生：そうだな。君みたいなバカな人間がいないと、誰も

いました。15 年ほど前のことです。

本気で患者のための NST 活動なんてやらなくなるからな。

小越先生：そうだな、そう考えればいいのかもしれないな。

ゼン先生：でも、こんなバカなことを言う人間は私だけではあ

ゼン先生：純粋な気持ちで、患者さん達のための栄養管理をが

りませんよ。リーダーズに参加してくれている人の中には、私

んばっている施設がたくさんあります。そういう施設の純粋な

みたいに理想を追い求めている人はたくさんいます。理想と現

気持ちが汚されているのかもしれません。

実の間で悩んでいるから、今回のリーダーズでも熱い議論が交

小越先生：加算が、そういうことにしているのかもしれないな。

わされたのだと思います。

ゼン先生：だから、その純粋な気持ちを評価してこの加算がつ

小越先生：確かに、そうだな。そういう気持ちを大事にするた

いたんだから、儲けよう、儲けなくてはならない、ということ

めにも、リーダーズは続けていかなくてはならないな。

【今回のまとめ】
1. 第 7 回リーダーズは成功裏に終わりました。250 名の参加者がありました。まだまだ成長段階ではあります
が、いい議論ができていると思います。北出先生、ご苦労様でした。閉会の挨拶で言われたように、故中井
宏冶くんが褒めてくれていると思います。
2. NST の専従？専任？について議論をしましたが、結論は出ませんでした。みんなが悩んでいることはよくわ
かりました。がんばりがなかなか報われない、ということです。
3. 結局、医師が NST 活動に協力的でないことが問題です。医師の栄養に対する認識が乏しいから、適切な栄
養管理をしようと思わないし、NST に相談しようともしない、だから NST 症例が増えない、専従をおくだけ
の利益が得られない、ということです。
4. NST の栄養治療報告書の検査として、毎週、トランスサイレチンを測定して記入する必要はありません。必
要であれば、でいいはずです。それより患者さんをきちんと診ることのほうが大事ですから。
5. NST 加算の診療報酬が、たとえば 2 倍になれば、いい NST 活動ができますよね。お金で動くのではないけれ
ど、現実問題としては、そういうことになります。無理でしょうが。でも、患者さんのために、という純粋
な気持ちは忘れないようにしましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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