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『NST は、栄養管理のレベルアップのために、
もっともっと静脈栄養に力を入れるべきです』
コロナ禍でうじうじしていたら、自然は、桜というプレ
ゼントをしてくれた、そんな感じです。しかし、その桜を
見るために人出が増えてコロナが活発化しています。大阪
大学の桜も満開になり、ゴザ（莚？シート？）を敷いて花
見＋食事をしている人たちがいました。マスクもせず、盛
り上がっていました。そして、全国的にコロナに対する緊
急事態制限が解除されたのに、もう第 4 波。コロナ陽性患
者が激増しています。3 月末には大阪が絶対値として東京を
越えました。報道やお国などは第 4 波の可能性と言ってい
ますが、明らかに第 4 波です。なぜ、断言しないのでしょ
うか。
「増加傾向にある」？「増加しています」と断言する
べきです。全体としてコロナに慣れてしまって、人出も増
えています。気も緩んでいます。コロナが減る要素はあり
ません。ワクチンの普及率も低いし、オリンピックは開催
するようだし。まだまだ「お祈り」しかないのでしょうか。
3 月の最初のイベントは、大阪大学心臓血管外科教授、澤
芳樹先生の最終講義。私は直接、講義を拝聴しましたが、
オンラインでの視聴者も多く、全部で 800 人以上だったと
のことです。講義のタイトルは〔「心臓血管外科学」私の学
んだ道〕でしたが、すばらしい講義でした。同級生ですが、
大きな仕事をしてこられたんだな、と感心しました。次の
ステップは、何をされるのでしょうか。

↑やはり、一番先に桜の写真を出さなくてはなりませんね。春
ですから。大阪大学の桜です。

3 月 10 日は東京 NST 研究会での講演。北里大学北里研究
所病院の山田悟先生にお招きいただきました。昨年の予定
が、1 年遅れでの開催でオンライン講演。視聴者は東京の方
だけと思っていたら、オンラインなので北海道から九州・
沖縄まで、全国的になっていました。気楽に、
「安全で有効
な静脈栄養を実施するために―IP エコーと上腕 PICC 法の
有用性―」のタイトルでしゃべりました。13 日はリーダー
ズの Medical Nutritionist Web 講演会、シリーズ 2。加古

↑東京 NST 研究会での講演は、当研究室でやらせていただきま
した。後ろはほとんど映らないのですが、映った時のために、
いろいろ本を並べておきました。

↑澤教授の最終講義です。患者さんからの花束贈呈がありまし
た。心筋細胞シートで元気になられた患者さんです。
←Medical
Nutritionist Web 講演
会、シリーズ 2 の講演
です。衣笠先生と天野
先生は ZOOM で講演して
いただきましたので、
インターグループのオ
フィスで講演したのは
私だけでした。昼食に、
千里中央の阪急百貨店
で買った弁当＋おにぎ
り 2 個が多すぎたのか、
ちょっと眠くなりまし
た。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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川医療センター外科：衣笠章一先生に「コロナ禍における
NST 活動」、国立がんセンター中央病院緩和医療科：天野晃
滋先生に「進行がん患者の生存期間と栄養サポートの効果
の検討」と題する講演をしていただきました。二人とも自
分の経験に基づいたすばらしい講演をしてくれました。企
業 PR はニュートリー、大塚製薬工場、ニプロで、広告はエ
イワイファーマとネスレに協賛していただきました。あり
がとうございました。私は、CV ポートについて講演。CV ポ
ートを用いて脂肪乳剤を投与する場合の問題点についても
新しいデータを使って話しました。
3 月 17 日には、ニプロ本社（大阪）から市立敦賀病院の
研修医と看護師さんに、オンラインハンズオンとして「IP
エコーを用いた PICC 挿入方法」を指導しました。大阪での
私の挿入手技と、敦賀の研修医と看護師の藤長さんの手技
を、それぞれビデオ撮影しながらお互いにチェックして、
指導しました。うまくいきました。なかなか楽しいオンラ
インハンズオンでした。林先生、ありがとうございました。
これから、全国の病院と結んでオンラインハンズオンをや
る予定ですので、ご希望の方は私に連絡してください。
3 月 15 日は、私が腎がんの手術を受けて 11 年の節目の日。
健康診断として、全身 CT、胃カメラで再発などのチェック
を受けました。幸い、再発や転移の所見はなく、胃も問題
ありませんでした。しかし、胃カメラは経鼻でやってもら
ったのですが、途中で呼吸困難になりました。声が出なく
なって、かなり苦しかったのです。血液検査はいろいろ問
題はありますが、こんなものだろう、という感じ。高血圧、
高尿酸血症、高脂血症・・・メタボをなんとかしたいと努
力してはいるのですが。高崎の小川先生に送っていただい
た、だるまの右目に墨を入れました。
3 月 20 日には、愛媛へ帰省。母が亡くなり、愛媛の家に
は誰も住まなくなったのでその処分のためです。廃屋にし
てしまうわけにはいきません。自分が帰る故郷の家が無く
なるのは本当に寂しいのですが、仕方ありません。
2 月には「静脈経腸栄養ナビゲータ」を、3 月には「漢字
『栄養』のルーツをたどって」を出版しました。「機関誌
Medical Nutritionist of PEN Leaders Vol5,No.1」も発行
しました。もうすぐ「ゼン先生の栄養管理講座Ⅱ」を出版
します。学術集会を開催できないので、こういう活動が大
事だと意識してやっています。

↑市立敦賀病院との、オンラインハンズオンです。大阪でビデ
オ撮影しながら、敦賀の手技をビデオ撮影して見ながら、いろ
いろ指導しました。結構、うまくいきました。この方法で、全
国のいろいろな施設にオンラインでハンズオンをやって、IP エ
コーと PICC を広めたいと思っています。ご希望の方は連絡して
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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ゼン先生：いよいよ春がやってきました。

その船が大きい。船の長さが 400m、積んでいるコンテナの数が

小越先生：そうだな。桜も例年より開花が早かったようだな。

ものすごくて、驚きました。

ゼン先生：3 月 12 日には広島で最も早い開花宣言がありました。

小越先生：世の中、知らないことがたくさんある。スエズ運河

阪大の桜も、たぶん、ソメイヨシノではないと思うんですが、3

はいつ、作られたのか、知ってるか？

月 8 日にはもう花が開いていました。

ゼン先生：そうとう昔ですよね。すみません、知りません。世界

小越先生：本当に早くなったな。

史は弱いんです。

ゼン先生：大学受験の合否電報が「桜咲く」「桜散る」だったこ

小越先生：正式に開通したのは 1869 年だ。

とを思い出します。

ゼン先生：へええ、日本の明治維新の翌年ですね。日本が全然近

小越先生：卒業式、入学式の時は桜が満開だったり・・・だっ

代化されていない時、スエズ運河が開通した、すごい！本当、

たな。

すごい、としか言いようがありません。

ゼン先生：そうですね。去年も今年も、コロナのために卒業式、

小越先生：そうだよ。すごいことだ。150 年も前にスエズ運河を

入学式もできなくて学生さんはかわいそうです。

作るという技術があったんだからな。

小越先生：本当だ。いいニュースはないのか？

ゼン先生：本当、そうですね。あ、思い出しました。フランスの

ゼン先生：いいニュースというと大相撲です。3 月場所で照ノ富

レセップスですね、スエズ運河を作ったのは。歴史の教科書で

士が優勝して大関に復帰しました。

習いました。よかった。

小越先生：それはいいニュースだ。君はずっと照ノ富士を応援

小越先生：レセップスの名前を知っているとは、たいしたもん

していたんだな。

だよ。

ゼン先生：3 年前でしたか、大関になった時、目つきが変わり、

ゼン先生：ちょっと思い出しただけです。ところで通航料はど

すぐに横綱になると思ったんです。でも、怪我をしてあれよあ

のくらいなんでしょうか。

れよという間にどんどん陥落。報道もされなくなって、どうな

小越先生：今回座礁した船だと 4000 万円くらいだそうだ。

ったのか、と思っていたら、序二段まで落ちていたんです。し
かし、復活してきましたからね。すごいですよ。
小越先生：いい話だ。怪我は膝なんだろう？
ゼン先生：そうです。糖尿病も合併していて、どん底まで落ち
て、何度も辞めようと思ったそうです。膝は、今も良くないよ
うです。あれだけの体重を支えるんですから、膝への負担も相
当ですよ。
小越先生：そうだな。これから横綱へと駆け上るんだろうが、

↑もちろん、インターネットから拝借した写真です。照ノ富士のうれ
しそうな写真、親方に優勝旗をもらっている写真、いいですね。右は
豪快なつり出しです。こういう決まり手が非常に少ない。しかし、今
回思ったのですが、照ノ富士、脇が甘いのでは？

膝に爆弾を抱えているから心配だな。
ゼン先生：本当に。私は、7 月場所で白鵬が引退する、代わって
照ノ富士が 5 月場所、7 月場所と優勝か準優勝して一気に横綱
になる、と予想しています。
小越先生：照ノ富士もモンゴル出身だ。まあ、出身地をどうこ
ういうつもりはないけど、日本人力士にもっとがんばって欲し
い。
ゼン先生：本当に。千代の富士や北の湖クラスの力士が出て来
てほしいです。
小越先生：そうだな。ほかの話は？
ゼン先生：話題として、スエズ運河で貨物船が座礁して船が航
行できなくなって大変だったのです。7 日後に離岸できました。

↑これもインターネットからの写真です。長さ 400m の大きな貨物船。
積んでいるコンテナの数もすごい。実は、もう 40 年も前ですが、私も
20 万トンのタンカーに船医として乗ったことがあります。
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：へええ、4000 万円。すごい。アフリカの最南端の喜

医歯薬出版の雑誌「臨床栄養」で「NST を見つめ直す―取り組

望峰を通ることを考えたら、そのくらいの価値があるんでしょ

みの実際と今後の展開」という特集が組まれていましてね。が

うね。

んばって活動している、それはよくわかったんですが、その活

小越先生：でも、解決してよかったな。流通が滞って大変なこ

動内容に静脈栄養がないんです。

とになりそうだったんだろう？

小越先生：雑誌の特集にケチをつけるのはよくないんじゃない

ゼン先生：そうらしいです。別の話題ですが、2 月に足立先生が

か？

亡くなられ、機関誌に追悼文を書きました。私が持っている写

ゼン先生：いえ、そういうつもりはありません。内容としてはし

真を掲載したんですが、もう 1 枚、どうしても掲載したい写真

っかりしていると思います。私が気になったのは、どの NST も、

があって、機関誌の出版を遅らせたんです。

経口栄養ばかりというか、そのために活動していて、少し経腸

小越先生：出版を遅らせたのか。そこまでして掲載したい写真

栄養が入っている、そんな感じだということです。

ってどんな写真なんだ？

小越先生：経腸栄養も少しなのか？

ゼン先生：アサヒ飲料のアミールＳという飲料の CM を、足立

ゼン先生：胃瘻バッシングの影響もあるのでしょう。

先生が長島茂雄さんとハワイで撮影しているんです。もう 20 年

小越先生：しかし、これは、ずいぶん前から指摘していること

以上前なんですが。

で、今頃取り上げる話じゃないようにも思う。

小越先生：知ってるよ。当時、栄養士の代表だと思っていた。

ゼン先生：そうなんですが。在宅の栄養投与経路ですが、68%が

ゼン先生：その写真をどうしても掲載したくて、いろいろ探し

経口、28%が経腸、静脈栄養はわずか 4%でした。

たんですが、入手できませんでした。そこで、アサヒ飲料のホ
ームページの「お客様相談室」に相談したんです。そうしたら、
本気で調べてくれて、「神対応」です。アサヒ飲料には残って
いなかったのですが、撮影した会社にビデオが残っていたんで
す。そのビデオから、写真を取り出してくれました。その上、
二人の周りのエキストラはぼかして加工し、長嶋さんの事務所
の許可も得てくれました。感動しました。
小越先生：そんなことがあったのか。すごい話だ。これからは
アサヒ飲料の製品を飲まなくてはならないな。
ゼン先生：そうなんです。三ツ矢サイダー、缶コーヒーはワン
ダ、カルピス、アミール、お茶は十六茶、バヤリースオレンジ、
などです。

↑ハワイで撮影された、長嶋茂雄氏と足立先生のアミール S の CM。ア
サヒ飲料の神対応で、この写真をいただきました。足立先生のご活躍
がよくわかります。20 年ほど前の写真です。

小越先生：神対応には、そのくらいのことをしなくては、な。
ゼン先生：本当に。リーダーズの仲間達にも、アサヒ飲料の製品
を飲んで欲しいです。
小越先生：オレもそうしよう。今回は栄養管理の話はしないの
か？
ゼン先生：今回は、NST の活動内容にしましょうか。
小越先生：久しぶりだな、NST を話題にするのは。
ゼン先生：そうですね。この間のウェブ講演会で加古川の衣笠
くんに「コロナ禍の NST 活動」を話してもらいましたが。
小越先生：そうだな。しかし、活動内容というより、がんばっ
て NST 活動をしている、という内容だったな。
ゼン先生：今回、なぜ、NST 活動の内容にしたか、なんですが。

↑アサヒ飲料の神対応に対するお礼です。アサヒ飲料の製品をリスト
アップしました。飲んでください。右下の十六茶は、プラスチック問
題に対応してリサイクルのためにラベルレスになっています。すばら
しい！
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：へええ、静脈栄養ってそのくらいなのか。オレも驚

ゼン先生：そうです。「静脈栄養の処方は、エネルギー投与量に

いた。

応じて製剤を組み合わせればいい、工夫を施す余地はない」と

ゼン先生：でしょう？「在宅医療における NST」というタイト

言っている人もいます。

ルです。病院ではどうなんだろう、と思いましたが、そのあた

小越先生：そうか。TPN キット製剤を、1 バッグ、2 バッグと投

りの記載はありませんでした。

与すれば、それで TPN はできる、と考えているんだな。

小越先生：そうか。おそらく、君が言っているように、病院の

ゼン先生：エルネオパ NF の 1000mL バッグを投与して、これで

NST の対象も静脈栄養は少ないんだろうな。時代の流れかもし

TPN をやっている、そう思っている医師が多いようです。1 号

れない。
ゼン先生：それではダメですよ。NST の活動内容として静脈栄
養がほとんどない、それは適切な栄養管理が実施できていない
ことを意味しています。医師が、適切に静脈栄養を実施できる
とは思えないので。それに、いざ、本格的に静脈栄養を実施し
なくてはならなくなった時、できるか、が心配です。食べられ
ない患者に対して栄養管理をするのが本来の NST の役割なん
ですから。
小越先生：いざとなれば、できるだろう。TPN キット製剤がこ
れだけ普及しているんだから。
ゼン先生：できないと思います。とりあえずの TPN はできるで
しょうが。それに、現実問題として、TPN だけでなく PPN も使
ったらもっといい栄養管理ができるのに、という症例が相当い
ると思います。
小越先生：実は、適正な栄養管理ができていない症例が多い、
と言いたいんだな。
ゼン先生：そうです。TPN 輸液、PPN 輸液の使用量は減ってい
るようです。電解質輸液自体も減少傾向にあるというデータも
あります。とにかく、静脈栄養実施症例は明らかに減っている
んです。
小越先生：そうか、患者数は減っていないのだから、必要な症
例に対しても静脈栄養が実施されていないということだな。
ゼン先生：そうです。以前も話題にしましたが、経口栄養に移行
する時、まだ経口栄養が十分ではないのに静脈栄養を止めてし
まう、そんな栄養管理が多くなっているようです。
小越先生：そういう症例に対して、NST は何の意見も言わない
んだろうか。
ゼン先生：静脈栄養は NST の対象ではない、そんな NST が多い
ようです。だから、言えないんじゃないでしょうか。それに、
主治医達は、静脈栄養は簡単だ、キット製剤を使えばいい、と
考えているので、NST に相談もしないのでしょう。
小越先生：エルネオパ NF やワンパルが発売されたことに伴う、
大きな弊害だな。

↑私の故郷の写真です。雨が降っていて暗い写真になってしまいまし
たが、きれいな海です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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1000mL のエネルギー量は 560kcal、2 号 1000mL は 820kcal、こ
れも考えていないでしょう。
小越先生：TPN という、袋に入った液というか塊を投与してい
る、その中身は知らない、なんだろう。
ゼン先生：そもそも、どれだけのエネルギー量、アミノ酸量がそ
の患者さんに必要か、なんて考えていませんよ。栄養評価もし
ないのですから。
小越先生：そうか。それじゃあエルネオパ NF 1000mL 中の微量
元素含有量なんて、考えていないだろうな。
ゼン先生：もちろんです。何が入っているかも知らないと思い
ます。
小越先生：種類も知らない、量も知らない、興味もない、とい

↑2 月に帰省した時、高松中央付近でスピード違反で捕まりました。
今回はゆっくり走りました。83km 程度で高松市内の高速道路を走りま
した。ビュンビュン抜かれました。私を抜いた車は、すべて、スピー
ド違反です。制限速度は 80km なのですから。しかし、私が知っている
限り、どの車もつかまりませんでした。愛媛に入ったら 99km/時に設
定して走りました。

うことか。
ゼン先生：私が気になっているのは、銅が 2.5μmol しか投与さ
れないことです。一日必要量の 5μmol の半分です。長期になる
と、貧血になる恐れがあります。
小越先生：亜鉛も少ないんじゃないか？
ゼン先生：エルネオパ NF は 1000mL あたり 30μmol ですから、
1000mL しか投与しない場合には少ないのは間違いありません。
フルカリック 1000mL 中の亜鉛は 20μmol ですから、あまり差
はありません。ワンパルは 800mL 中に 50μmol 入ってますが。
小越先生：欠乏症の報告はないんだろう？
ゼン先生：まあ、ふつうの病態なら最低限の量ですが、欠乏症は
発現しにくいでしょう。しかし、褥瘡対策では亜鉛をしっかり
投与すべきだと考えている人が多いのに、静脈栄養の亜鉛は気
にならない、これも問題です。鉄も 1000mL 中に 0.5mg ですか
ら、これも心配です。10mL の採血をすると、5mg の鉄が失われ
るんですからね。

↑帰阪する時は、高松市内を通らず、瀬戸中央道を通りました。瀬戸大
橋です。与島のサービスエリアで休憩しました。なんか、高松市内は通
りたくないでしょう？高松県警の覆面パトカーに捕まったらいやです
から。

小越先生：鉄過剰問題で鉄含有量を半分にしたんだろう？
ゼン先生：そうなんですが、病態によって必要量も違いますか
ら、鉄が欠乏する症例もいると思います。
小越先生：ビタミンはどうなんだ？
ゼン先生：ビタミン K が心配です。これまでは 2mg 投与してい
たのに、エルネオパ NF 1000mL 中のビタミン K 含有量は 75μ
g です。止血機能が心配です。なぜ、これまで 2mg 投与してい
たのかを考える必要があります。
小越先生：こういう問題に、もっと NST に注目して欲しいもん
だな。
ゼン先生：そうです。NST がもっと考えるべきです。セレン製
剤のアセレンドが発売になりましたよね。

↑東宝塚さとう病院の外来には、いろいろな種類の「ぽえむ」をお土産
に。いろいろな種類があります。右の写真のように、全部、開いて、ま
とめて袋に入れて、目をつぶって手探りで分けたのだそうです。桜ぽえ
むには桜のマークが入っていました。もちろん、さくらの味がしました。
アーモンドキャラメルが一番おいしかったそうです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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第８８回

小越先生：よかった、よかったって言ってたじゃないか。

なりいるとは思います。

ゼン先生：藤本製薬はよくやってくれたと思います。しかし、そ

小越先生：そうか。そうであって欲しい、TNT を日本に導入し

の藤本製薬が困っているようです。NST にアセレンドの説明を

たオレとしては。

しようとしても、セレンを知らない NST が多いらしいんです。

ゼン先生：でも、もう TNT セミナーは終わったそうです。

在宅医療をやっている人たちに説明しようとしても、同じよう

小越先生：そうか、終わらせたのか。

な感じだそうです。

ゼン先生：残念ですが、いろいろ事情はあるんでしょう。

小越先生：セレンを知らないのか？

小越先生：これから医師の栄養教育はどうなるんだろう。

ゼン先生：知らないんです。要するに、栄養に関する知識という

ゼン先生：ある意味、NST が静脈栄養もちゃんと面倒みます、

か、特に、静脈栄養についての知識レベルが低下しているんで

という活動をすることじゃないでしょうか。

す。

小越先生：そうすべきだ、オレもそう思う。

小越先生：興味がなくなっているのか？

ゼン先生：とにかく、全体的に臨床栄養に対する興味が失われ

ゼン先生：そうだと思います。

ているのは間違いないでしょう。胃瘻バッシングで経腸栄養は

小越先生：それは困ったことだ。

変な方向にいっているし、胃瘻の代わりに CV ポートを使った

ゼン先生：教育も不十分なのでしょう。

静脈栄養が増えているようです。

小越先生：まあ、今はコロナ問題で勉強会もできなくなってい

小越先生：静脈栄養が増えている？さっきの話と矛盾するじゃ

るからな。

ないか。

ゼン先生：そういうことではなくて、医療の中の教育として、静

ゼン先生：だから、静脈栄養といっても、かなりいい加減な内容

脈栄養だけでなく、経腸栄養を含めた栄養管理の教育ができて

なんです。水分、エネルギー、アミノ酸の投与量を考えていな

いないんだと思います。

いんです。

小越先生：できていない？そんなデータはあるのか？

小越先生：脂肪なんて投与してないだろうな。

ゼン先生：はっきりしたデータはありませんが、できていない、

ゼン先生：もちろん。これから、どうしたらいいんでしょうね。

という調査をやるのは難しいんです。

小越先生：そうだな。地道に活動するしかないな。いつもの結

小越先生：そうだな。だから、いろいろな人の話を聞いて判断

論になってしまうけど。

しているんだろう？

ゼン先生：とにかく、NST には、活動内容として静脈栄養をも

ゼン先生：そうです。研修医に個別に聞くと、大学では習ってい

っと活用する、その方向に進んで欲しい。これが本来の NST の

ないことが明らかです。

活動内容ですから。

小越先生：医師だけじゃないんだろうな。薬剤師も看護師も、
管理栄養士も、だろう？
ゼン先生：多分。静脈栄養と経腸栄養の教育は不十分です。
小越先生：しかし、やっぱり、医師の教育が特に問題だな。
ゼン先生：そうですね。JSPEN が学会として活動を始めてから
実施した医師のための臨床栄養教育セミナーの TNT は 2 万人
くらいは受講したんじゃないでしょうか。
小越先生：その受講者はがんばってないのか？
ゼン先生：NST 加算のために受講した人も多かったはずです。
受講後に臨床栄養に興味をもって勉強していないんじゃないで
しょうか。
小越先生：日本の医師、全体のレベルを上げようと思って始め
たんだけどな。
ゼン先生：TNT 受講をきっかけにちゃんとやっている医師もか

↑この本、3 月に出版したのですが、どれくらい売れているのでしょ
うか。あまり売れていないような感じです。でも、当研究部門の元秘
書の須見さんが「沢山売るために出版されたんじゃないですものね。
響く人には響く本、必要な人には必要な本です」というメールをくれ
ました。そうなんですよ。響く人には響く本、です。でも、多くの人
に読んで欲しい、それは、書いた者の正直な気持ちなんです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑やはり、この本も紹介しなければなりません。購入して、手元にお
いて、是非、栄養管理の現場で使ってください。どのくらい売れてい
るのかなあ。

第８８回

↑表彰状をもらいました。松田暉先生に推薦していただき、受賞しま
した。ありがとうございます。これからもがんばれ、とのメッセージ
と受け止めました。がんばります、適正な臨床栄養の普及のために。

【今回のまとめ】
1. コロナは第 4 波に入っています。日本のリーダー達には、もっと積極的に動いて欲しい、率先垂範であっ
て欲しいのですが、残念ながら、お手本にもなっていません。
2. NST の活動内容を見直してください。静脈栄養も適正に実施するという考え方での栄養管理が必要です。
静脈栄養を加えたら、もっと厚みのある、有効な栄養管理が実施できます。
3. TPN は簡単、キット製剤を使えばそれで簡単に実施できる？その考えは甘い。栄養評価をして、必要エネ
ルギー量、アミノ酸量をきちんと計算してください。
4. 日本全体として臨床栄養に対する考え方が甘くなっています。コロナ禍の中で、栄養管理が軽視されるよ
うになっている、そんな気がします。
5. 5 月 15 日に Medical Nutritionist Web 講演会、シリーズ 3 を開催します。テーマは『COVID-19 入院症例
に対する栄養学的対応の実際』『膵臓切除症例の栄養管理』『末梢静脈栄養の管理（仮）』です。視聴、
申し込みしてください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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