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『医薬品の経腸栄養剤，静脈栄養剤の薬価を上げないと，
臨床栄養はどんどん衰退します』
私，鬱状態かな？コロナ鬱？初老期鬱？（まだ初老期だと
思っている）そんな感じ。学会や研究会も開催できないし，
講演会で出かけることもできないし。元気出ないなあ。2 月
はあっという間に過ぎてしまう。2 月 23 日は天皇誕生日。
天皇も 62 歳か。この日は，ずいぶん前に亡くなった父の誕
生日。浩宮と誕生日が同じだ，浩宮が天皇になったら 2 月
23 日が天皇誕生日になるから長生きしなくては，と言って
いたのですが。とまあ，こんなたわいない話でもしなければ，
この記事を埋めることができないかもしれません。だから余
計に気分的に鬱になるのです。漢字「鬱」は書けます。「キ
カンキワキョウワチョワチョワチョワチョヒミ」と覚えてい
るので。そうそう 2 月 22 日は 2022 年なので 2 が 6 個。ニャ

↑この時期，ちょうど午前 7 時頃ですが，通勤時にこのきれい
な朝日に巡り合います。きれいな空です。だんだん日の出が早
くなり，太陽の光がまぶしくて車の運転がしにくくなります。
でも，この時期の朝は，本当にきれいです。

ンニャンニャンニャンニャンニャンと特別な猫の日だとの
こと。愛猫の方には申し訳ないが，私の車の駐車場に野良猫
がたくさんいて，車の上や窓に足跡をつけるんです。不快で
す。
仕事はそれなりにしています。2 月 4 日には「神戸学院大
学ライフサイエンス産学連携研究センターの講演会」，
「在宅
静脈栄養法‐長期間，安全に実施するためには－」とのタイ
トルで ZOOM 講演。60 分，いつものように，勝手なことをし
ゃべりました。栄養管理の重要性，薬剤師にも栄養教育は重
要だ，というメッセージは伝わったような感じでした。
2 月 19 日には，雨海先生が開催した講演会兼座談会に参
加（会の名称不明）
。主な参加者は雨海先生のお弟子さん，

↑2 月 23 日，近所の家に日の丸の国旗が揚げられていました。
子供の頃，50 年，60 年以上前は，日の丸の国旗を揚げる家が非
常に多かったんですが，今は，この景色は珍しいですね。

管理栄養士さん（詳細は知りません）。座談会の前に私が講演（タイトル：静脈栄養の歴史）。講演の最初に，漢字「栄養」
の歴史を知ってる？私の本を読んでくれた？買ってくれた？と質問したのですが，誰も読んでくれていなかった，買って
くれていなかった。
「栄養」の専門家でしょう？漢字「栄養」の歴史に興味がないの？と言いたかった。臨床栄養の歴史を
知らないから，現在の困った状況になっているんです。まあ，歳をとると歴史の領域に入ってしまうのですが，私は特別

↑雨海先生の講演会・座談会です。私が一番リラックスしてい
るような感じです。でも，オンラインより，対面のほうが気合
が入ります。上左は印西病院の東本先生，上右は鳥取大学の上
田先生です。右下は雨海先生です。

↑ディスカッションの時のパソコン画面です。みなさん，管理
栄養士さんだと思います。知らない人ばかりでした。勝手な意
見を言う人だな，私のことをそう思っていたんじゃないかなあ。
まあ，それでもいいんですよ，この領域が盛り上がれば。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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かもしれません。座談会は，鳥取大学救急の上田教授，印西病院の東本先生，そ
して私と雨海先生。管理栄養士さんも参加して，楽しい座談会でした。栄養は大
事だ！を確認したつもりです。座談会の内容は，「臨床栄養」に掲載されるとの
ことです。
照林社から「PICC ナビゲータ：適応・挿入手技から管理まで」を出版しまし
た。「はじめに」で「私が本書を執筆した目的は，適正な栄養管理法，特に静脈
栄養法の普及です。」と書きました。PICC の本は挿入にフォーカスしたものばか
りですが，本書はその後の管理にも重点をおいた内容としました。私が開発した
「ニプロ IP エコー」についても記載しました。
「じほう」から「PICC」を出版し
たのは 2017 年 9 月，4 年半前。新しい知見もたくさん盛り込んでいます。PICC
を用いて適正な静脈栄養を実施するために役に立つはず。よろしくお願いします。
3 月に機関誌「Medical Nutritionist of PEN Leaders」の第 6 巻 1 号を出版
します。今回は，結構苦しい編集でした。投稿が少ない！関西医大の北出先生の
優れた原著論文，3 人の先輩の「私の栄養管理歴」は読みごたえがあります。そ
の他は，申し訳ない，私の論文・記事ばかり。本当に申し訳ありません。論文を書いてください。投稿してください。今
回の「ちょっと一服」に「足のユビ，開きますか？ 9016 人の調査結果より」を掲載しました。是非，読んでください。
PDF が欲しい方は連絡してください。
2 月 11 日には愛媛に帰省。墓参りが主な目的でしたが，愛媛の柑橘の代表（私が一番好きな柑橘）の「甘平」を買いた
い，
「アンパンマン列車」のビデオを撮りたい，も目的。いつも行っていた天然温泉「亀が池温泉」は昨年 8 月に火事で焼
失，まだ復活していないので別の温泉「八幡浜黒湯温泉みなと湯」へ行きました。黒い湯で知られていたのに黒色が薄く
なっているとのこと，いい湯です。「甘平」は，やはり，うまい。大阪で買うと 1 個 1000 円くらいでしょう。松山自動車
道のサービスエリアでは 1 個 700 円でした。地元で買うと 1 個 500 円ほど。1 個が大きいので，小さいのも買いました。
味は変わらないはず。1 個食べると，結構，お腹に堪えます。プレゼントした方々に絶賛されました。食べることができ
るのは 1 月末から 2 月だけ。次は来年。全国のみなさん，是非，買って食べてください。うまいので。
月末はロシアのウクライナ侵攻で世界中が怒り心頭です。この時代にこんなことをする？ウクライナの人たちがかわい
そう。私も，無力ですが，激しい怒りの中にいます。

↑愛媛自慢の柑橘，甘平（かんぺい）です。これはうまい。少々
お高い。愛媛には，本当にたくさんの種類の柑橘があります。
品種改良の努力がすごいんだと思います。この甘平，2 月だけ
です，食べられるのは。来年，是非，食べてください。都会で
は，1 個，1000 円ほどだと思います。

↑アンパンマン列車です。愛媛県，予讃線の西予市卯之町駅で
撮影しました。無人駅なので，じっくり写真を撮れました。無
人駅なのに特急列車が停車するのです。なぜ，四国にアンパン
マン列車が走っているのかというと，原作者のやなせたかしが
高知県生まれだからです。高知にはアンパンマンミュージアム
の元締めもありますから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：コロナがなかなか治まりません。どうなることやら，

小越先生： 20 年以上も大統領なんだろう？

です。

ゼン先生：異常です。理解できません。プーチンが原爆を使うな

小越先生：本当だ。気分も盛り上がらないな。

んてことはないんでしょうね。

ゼン先生：鬱状態です。

小越先生：ないだろう。脅しには使っているけど。

小越先生：気持ちはわかる。どこへも行けない，会いたい人に

ゼン先生：使ったら人類が破滅します。漫画の世界かと思って

も会えない。

いたら，現実問題として考える必要が出てきたかもしれません。

ゼン先生：期間も長い。もう 2 年以上です。文句や愚痴を言っ

小越先生：日本にももっと立派なリーダーが出てほしいよ。

ても仕方ないんですけど。

ゼン先生：本当に。安倍，菅，岸田，ダメです。西郷隆盛や坂本

小越先生：北京オリンピックで気分は盛り上がったんじゃない

龍馬に出てきてもらわないとダメですね。

か？

小越先生：馬鹿なことを言いなさんな。この話題はやめよう。

ゼン先生：ほんの一瞬です。問題だらけのオリンピックでした。
小越先生：そうだな。ジャンプの高梨沙羅の失格，ロシアのド
ーピング，あれはひどかったな。
ゼン先生：高梨さんはかわいそう，本当に。ジャンプの前にちゃ
んとチェックしなさいよ。ロシアのワルイワのドーピング，あ
れは出場さしちゃあだめでした。
小越先生：ワルイワじゃなくてワリエワだろう。ワルイワって
漢字で書くと「悪いわ」になる。
ゼン先生：でしょう？本当にロシアはワルイワです。15 歳だろ

↑私の故郷の，バス停からの写真です。バス停が地区の一番高い
所にあるのです。きれいでしょう？

うが，出場資格なしです。そうじゃないと，ドーピング検査の
意味がないでしょう。
小越先生：そうだ。きちんとやるべきだ。中国が開催国だから
か？なんかすっきりしない大会だった。しかしカーリングの銀
メダルはすごかったな。
ゼン先生：確かに。私もちょっとだけですが，ルールを勉強しま
した。
小越先生：おじさん達が応援したらしいな。
ゼン先生：そうらしいです。

↑私の故郷の海です。きれいです。かなりの遠浅で，砂浜です。

小越先生：・・・まあいいだろう。
ゼン先生：何か言いたそうですが。
小越先生：いや，別に。
ゼン先生：それにしてもロシアはひどい。ウクライナ侵攻も，ひ
どい話です。
小越先生：本当だ。何を考えているんだ。困った国だ。
ゼン先生：ウクライナの人たちがかわいそうです。
小越先生：その通り。この時代に武力で従わせる，信じられん。
ゼン先生：世界中がロシアをボイコットしなくては。
小越先生：しかし，ロシア国内にもウクライナ侵攻を非難して
いる人はたくさんいるからな。
ゼン先生：とにかく，プーチンです，悪いのは。

↑愛媛県八幡浜市に新しい銘菓が販売されていました。横綱前田
山の「はりて物語」です。
「井上菓子舗」は親戚ではありません。
第 39 代横綱前田山は，ちょっと親戚です。叔母の夫の叔父です。
叔母の結婚式に来ていたそうです。私は 3 歳くらいだったので記
憶にないのですが。その前田山は，朝青龍が休場の時にモンゴル
でサッカーをやって問題になった時に話題になりました。体調不
良で休場していた時に後楽園での日米野球を観戦に行き，監督の
フランク・オドールと握手をしているのが新聞に出て問題になっ
たのです。そのまま引退に追い込まれたとのことです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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栄養の話をしよう。

るでしょう？

ゼン先生：でも，明るい話題はありませんよ。

小越先生：もちろんだ。一番売れていたんじゃないか？

小越先生：いつもそんな雰囲気だな。

ゼン先生：医薬品の経腸栄養剤としては一番売れていたと思い

ゼン先生：すいません。一つ，明るい話題があります。

ます。

小越先生：どうせ，大した明るさじゃないだろう。

小越先生：なぜなんだ？

ゼン先生：照林社から本を出版しました。

ゼン先生：詳しいことはわかりませんが，「エンシュア発売から

小越先生：へええ。誰の？

30 年近く経って，薬価が約半分にまで下がった。一方で原価高

ゼン先生：私のです。「PICC ナビゲータ」です。

騰。採算がとれなくなったのが原因だろう」というツイートが

小越先生：また PICC の本か。2 冊目だな。

ありました。

ゼン先生：1 冊目はもう 4 年以上前です。

小越先生：ツイート？

小越先生：もうそんなになるのか。新しい情報をたくさん入れ

ゼン先生：SNS です。

た本として出した，と言いたいんだろう。

小越先生：SNS？

ゼン先生：はい。IP エコーの情報，PICC を使った静脈栄養につ

ゼン先生：私もよくわからないんですが，social networking service

いての情報も入れました。

の略で，人と人との交流を手助け・促進するためのインターネ

小越先生：なるほど。PICC は適正に TPN を行うために普及さ

ット上のサービスだそうです。

せる，それが君の方針だからな。

小越先生：そういう情報がネット上で飛び交っているんだな。

ゼン先生：そうです。管理方法，感染対策，TPN の実施方法に

ゼン先生：そうです。

ついても書きました。たくさんの人に読んで欲しいんです。

小越先生：エンシュアは薬価が問題なんだな。

小越先生：そうだな。応援しているよ。

ゼン先生：そうです。どんどん薬価が下がって，同時に，この国

ゼン先生：日本の医療者って手技には興味を示すけど，それを
どう使うかについてはあまり興味がないように思いませんか？
小越先生：確かに。PICC も挿入手技については，いろいろ本も
出ているな。
ゼン先生：細かいテクニックが紹介されています。CV ポートも
そうです。挿入技術については，ものすごく興味をもって議論
されています。しかし，静脈栄養の処方などについては，ほと
んど興味がない。キット製剤を投与すればいい，それだけにな
っています。
小越先生：PEG もそうだ。PEG の手技では非常に盛り上がった

↑大阪大学でもちょっとだけ雪が降りました。本当にちょっとだ
けです。気温は 0℃の日でした。

けど，胃瘻を使った経腸栄養には，それほど力が入っていない。
ゼン先生：残念ながらそうです。経腸栄養剤は，ある物を使えば
いい。組成，中身はどうでもいいみたいな感じです。
小越先生：今は臨床栄養全体が盛り下がっているから静脈栄養
も経腸栄養も盛り上がらないだろう。
ゼン先生：本当，どうしたらいいのか，いつも悩んでいます。
小越先生：今回は，その話はやめような。
ゼン先生：そうしましょう。ところで，エンシュア・リキッドの
コーヒー味が終売になりました。
小越先生：なに！エンシュアが終売？
ゼン先生：コーヒー味だけですが，そうなんです。嘘だと思われ

↑研究室の前の池の景色です。桜の木には何もありません。緑の
葉がすべて落ちているからです。これが１か月ほど後には桜の花
が満開になるんですから，自然はすごいですね。次号の写真をお
楽しみに。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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際情勢やコロナ禍で原材料費が上がって，利益がほとんどなく

てほしい，そう願うばかりです。

なっていることが問題なんです。

小越先生：とにかく，医薬品の経腸栄養剤の薬価を上げて欲し

小越先生：対応は薬価を上げることしかないな。

いもんだな。

ゼン先生：そうです。国は何を考えているんでしょう。

ゼン先生：このままでは医薬品の経腸栄養剤が無くなります。

小越先生：経腸栄養剤は食品でいい，と思っているんだろう。

静脈栄養でも問題が山積しています。

あの，エネーボの治験相談に PMDA に行った時と同じだな。

小越先生：いろいろ販売中止になっているんじゃないか？

ゼン先生：先生と一緒に医学専門家として PMDA に行きました

ゼン先生：高カロリー輸液基本液のハイカリック NC シリーズ

ね。治験の相談だったのに，開口一番，「この治験は受けられ

が終売になります。

ません」と言われ，私，頭にきて，いろいろ意見を言いました。
《PMDA：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構：業務の一つ
が医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験や申請資料に対す
る指導・助言》
小越先生：そうだった。オレが「言え，言え」ってそそのかし
た部分もあるけど。しかし，君の意見のおかげで，あの治験が
始まったんだからな。
ゼン先生：そうでした。異例のこと。治験相談が終わってから担
当官が集まってそういうことになったとのことでした。
小越先生：あれは確かに面白かったぞ。
ゼン先生：でも，薬価がものすごく低く抑えられてしまった，そ
れは残念でした。
小越先生：本当だ。エネーボの組成はすばらしい，オレはそう
評価している。もっと薬価を上げて，アボットも販売に力を入
れられるようにして欲しいもんだ。
ゼン先生：そう思います。エンシュアのコーヒー味の代わりに，
エネーボや，エンシュア・H のコーヒー味を使ってくれたらい
いんですが。

↑甲府の管理栄養士さん，深澤さんに送ってもらった富士山の写
真です。富士山に数字の 2 が見えるでしょう？家からの景色だそ
うです。

小越先生：バニラ味にコーヒーをフレーバーとして入れたらい
いんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。ラコールのコーヒー味を代替にする病
院もあるかもしれません。
小越先生：まあそうだけど。味が違うだろう。
ゼン先生：そうですね。ラコールだって 1999 年発売なので，も
う 20 年以上前です。薬価も相当下がっています。
小越先生：ラコールも，これ以上薬価が下がったら終売にする
かもしれないか？
ゼン先生：可能性はありますね。
小越先生：薬価の決め方に問題がある。そのために企業が困っ
ている。困ったもんだ。
ゼン先生：本当に。薬価を上げてやってほしい。薬価が下がって
経腸栄養の領域が盛り下がる，そんなことにならないようにし

↑青森県立中央病院の管理栄養士，田沢くんに送ってもらいまし
た。青森の雪もすごかったとのこと。しかし，きれいです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：ハイカリック？終売？

キット製剤よりも有効な処方があっても，楽なほうを選ぶ。

ゼン先生：そうなんです。困ったもんです。

小越先生：そうだな。本当にそんなことになるんだろう。

小越先生：ハイカリック液は残っているのか？

ゼン先生： TPN 用総合ビタミン剤のソービタが終売になったの

ゼン先生：はい。ハイカリック RF も。

も，組成よりも便利さを優先した結果です。

小越先生：ハイカリック液が発売されたのは 1980 年だ。

小越先生：そうだ。ソービタは，投与して，血中濃度を測定し

ゼン先生：79 年にパレメンタールが発売されて，引き続いて，

て適正であることを確認した製剤だった。

でした。

ゼン先生：阪大で処方を決めたんです。日本人用の組成です。水

小越先生：高カロリー輸液基本液は，もう，ハイカリック液だ

溶性ビタミンと脂溶性ビタミンが分かれていて，小児には脂溶

けなのか？

性ビタミンを増やす，そういう管理ができるようにと考えられ

ゼン先生：そうです。パレメンタール，トリパレンはとっくに終

た処方です。

わっています。大塚製薬工場もネオパレンとエルネオパだけに
しましたね。
小越先生：それは重大問題だ。これでハイカリック液が無くな
ったら，本当に大変なことになる。
ゼン先生：テルモには，ハイカリック液を終売にしないよう，お
願いするしかないですね。
小越先生：本当だ。オレからもお願いする。
ゼン先生：ハイカリック液がなくなったら，細かい TPN の調整
はほとんどできなくなります。
小越先生：細かいアレンジはできなくなるってことか？
ゼン先生：できますが，大変です。50%グルコース液をベースに
して，塩化ナトリウム，カリウム，カルシウム，マグネシウム，
リンなどを加え，NPE/N 比を計算してアミノ酸を混合する。さ
らに，TPN 用総合ビタミン剤と微量元素製剤を加えればいいん
です。
小越先生：それは，オレ達が TPN を始めた頃と同じだ。めんど
くさいし，混合する手間，その際の汚染や針刺しの問題などが
ある。だから，これらに対する対応を考えて，いろいろ開発し
てきたんだ。
ゼン先生：そうですね。パレメンタールが発売された時，ピーエ
ヌツインが発売された時，喜ばれたんですよね。
小越先生：本当にそうだった。特に，TPN 基本液とアミノ酸を
混合するのが大変だったんだ。
ゼン先生：私はピーエヌツインまで開発すれば，それでいいと
思っていたし，今も思っています。ビタミン，微量元素を入れ
たキット製剤を開発してしまって，静脈栄養をダメにしてしま
った，そう思っています。
小越先生：本当だ。今頃，50%グルコースをベースに TPN 輸液
を調製する？そんなめんどくさいことをする人はいないだろう。
ゼン先生：いませんよ。TPN キット製剤でいい，となります。

↑富山の管理栄養士さん，坂本さんに送ってもらった写真です。
きれいな雪景色です。豪雪地帯の苦労を知らないから，きれいな
雪景色だ，なんてのんきなことを言えるんです。本当にきれいで
す。すみません。
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：2 号の液をシリンジで吸って 1 号の粉末製剤を溶か

小越先生：本当か？

す。それから 3 号の脂溶性ビタミンを吸うんだから，手間がか

ゼン先生：その質問は，この間の座談会で雨海先生が私に質問

かるのは間違いない。

した内容と同じです。管理栄養士に聞いてみましょう，と言っ

ゼン先生：だから便利なほうばかり使われるようになり，ソー

たんですけど。

ビタは終売になったんですね。

小越先生：その座談会を聞いていた管理栄養士か？

小越先生：大事なのは組成なのに，便利な物，楽な物のほうが

ゼン先生：そうです。みなさん一様に，その通りです，ドクター

優先されてしまったんだ。

が参加してくれません，と答えました。

ゼン先生：その通りです。やっぱり，これも本末転倒です。

小越先生：そうか。

小越先生：患者にとって一番いい処方は，とは考えないんだろ

ゼン先生：最近は看護師も参加しなくなったということです。

うな。

小越先生：へええ，看護師も参加しないのか。

ゼン先生：考えませんよ。その前に，どういう処方がその患者に

ゼン先生：看護師も栄養に興味がなくなったんでしょうか。

とって一番いいのか，それがわからないんです。

小越先生：臨床栄養の講演会やセミナーを開催しても，参加者

小越先生：勉強しないんだ。

がほとんどないんだったら意味ないじゃないか。

ゼン先生：そうです。教育に問題があるのは間違いありません。

ゼン先生：そうなんです。どうしたらいいんでしょうか。

小越先生：勉強は自分でするもんだ，それが君の持論だろう？

小越先生：そういう意味で，考えなくてもいい TPN キット製品

ゼン先生：そうですが，栄養管理は大事だ，そういう認識をもた

の，エルネオパやワンパルが出たから最低限の TPN はできる，

せる教育は必要です。

となったんだな。

小越先生：大学では臨床栄養教育が行なわれているんだろうか。

ゼン先生：まあ，そうですが，最低限の TPN です。それでいい

ゼン先生：そこが問題です。医学部，薬学部，看護師教育，管理

と思われているんだからどうしようもありません。

栄養士教育では，静脈栄養・経腸栄養に関する教育がどの程度

小越先生：それが最低限のレベルだということにも気づかない

行われているんでしょうか。

んだろう？

小越先生：調べたいんだろう？

ゼン先生：そうです。本当に，どうしようもないんです。

ゼン先生：はい。でも，たぶん無理です。なんとかしたいけど。
小越先生：なんとかしろよ。
ゼン先生：なんとか，はい。
小越先生：そうすると臨床の現場での教育が必要になるな。
ゼン先生：NST が盛んだったころは，NST 勉強会が積極的に開
催されていましたが，それも下火です。それに，いま，勉強会
や講演会を開催しても，一番受講して欲しい，医師が来ないん
です。

↑福島の木暮先生の家の雪です。左の雪だるま，かまくら，すご
いです。雪国！という感じ。ところで，
「かまくら」はひらがなな
んですね。知らなかった。

↑松江の中筋さんに送ってもらいました。いい雰囲気の庭の写真
です。このくらいの雪なら生活に支障はない？右の「つらら」は
すごいです。子供の頃，
「つらら」をかじった記憶があります。
「つ
らら」って漢字では「氷柱」や「垂氷（たるひ）」と書くのだそう
です。知らなかった。
「かまくら」
，
「つらら」，新しい知識となり
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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小越先生：だから，リーダーズを設立したんだろう？

う。なんとか加算は付けてくれているけど，臨床栄養の領域は

ゼン先生：はい。一人でも，静脈栄養・経腸栄養の重要性を理解

右肩下がりだ。

している医療者を増やしたいと思いまして。

ゼン先生：一番有効な方策は，薬価を上げること，企業が気合を

小越先生：今度の熊本には，大勢，集まって欲しいもんだ。

入れ直すことができるような薬価にする，だと思います。

ゼン先生：コロナが問題ですが，ハイブリッドなので，オンライ

小越先生：栄養が大事だと国も思ってくれるんだったら，そこ

ン参加もできます。たくさんの方に参加して欲しいんです。

のところをなんとかして欲しいな。

小越先生：参加することによって，静脈栄養・経腸栄養が重要

ゼン先生：そうすると，負のスパイラルが正のスパイラルにな

であることを確認して欲しい。ということは，そう実感してく

ります。とにかく，薬価を上げてほしい！これにつきます。

れるような内容にしなければならないな。
ゼン先生：そうですね。がんばらなくてはなりません。
小越先生：がんばれ。期待している。しかし，現実問題として
大事なのは，企業が臨床栄養の領域にもう 1 回，力を入れてく
れるようになることだろう？
ゼン先生：そうです。薬価を上げて欲しい。そうすれば，企業が
力を入れる，勉強会，講演会やセミナーにも積極的になってく
れる，その結果として医療者も関心が高まる，患者が栄養状態
がよくなって元気になる。いいことだらけです。
小越先生：本当だ。日本の医療は診療報酬で動いているんだか
らな。なぜ，臨床栄養の領域を持ち上げようと動かないんだろ

↑昭和 56 年 2 月，愛媛県の私の故郷でもこんなに雪が降りまし
た。40 年前の写真なので画質が悪いのですが，大雪であることは
わかってくれますね。父が道の雪を除けています，片腕で。

【今回のまとめ】
1. コロナ禍，もう少しのがまんですかねえ。それにしても，ロシアのウクライナ侵攻はひどい。この時代に
侵略戦争をするか？
2. エンシュア・リキッドのコーヒー味が終売になるのはショックです。薬価の問題が重要であることを再認
識しました。われわれも，企業が儲かるか，儲からないか，という問題ではない，臨床栄養の領域が盛り
下がってしまう，そういう認識で対応しましょう。
3. 高カロリー輸液基本液がまた 1 製品，終売となります。キット製品だけになれば，一人ひとりの患者さん
に対応できなくなります。そこも考えましょう。
4. 大事なのは，いい栄養管理を実施することです。仕事として忙しいのはわかっていますが，患者さんにと
っての栄養管理内容の充実を優先すべきです。便利さも重要ですが・・・。
5. 基本的には医療者が栄養管理の重要性を認識することです。食べられない患者さんの栄養管理にも，もっ
と力を入れましょう。それこそが近代臨床栄養学の神髄ですから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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