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『胃瘻造設や、経腸栄養、在宅に関連した診療報酬が
胃瘻造設や、経腸栄養、在宅に関連した診療報酬が

低すぎる！』
最近の栄養関連の講演会のテーマは、リハ栄養、サ
ルコペニア、摂食嚥下訓練などが多くて、「口から食
べる」という講演じゃないとダメなような感じもあり
ますね。私のようにスタンダードな栄養管理をやりま
しょう、というテーマでの講演会は、非常に少なくな
っているようです。胃瘻や経管栄養に関する講演も減
っているようです。静脈栄養の講演をすると、新鮮だ、
とよく言われます。エンターテイメント的な講演も人
気を博しているようですね。時流に乗れない私のよう
な性格の人間は、やりにくい世の中になっているのか
もしれません。でも、本当に栄養管理の重要性を理解
してくれる人を一人でも増やしたいと思って、地道な
活動を続けているつもりです。
5 月末には、石垣島へ。かりゆし病院の副院長、田

↑今回の記事の最初に出す写真は、やはり、これでしょう。ついに、
田中先生のおかげで、日本国最西端之地、与那国島へ行くことができ
ました。日本の最も西です。2016 年 5 月 29 日です。日本最西端の証
をご覧ください。空港のおばさんが記入してくれました。500 円でし
た。これで、最北、西、東端は制覇しました。

中先生にお招きいただき、八重山地区栄養フォーラム
での講演のために石垣島に行きました。福井県立病院
の栗山先生の NST に関する講演と、私の経腸栄養剤・
半固形状流動食に関する講演でした。私は 2 回目の石
垣島。その後、ついに、ついに、日本の最西端、与那
国島へ行き、Dr.コトー診療所へも行きました。感激！
暑かった！次は、上陸できる日本の最南端、波照間島
へ行き、日本の東西南北の端を制覇したいと思ってい
ます。
6 月 4 日は横浜で開催された在宅医療学会。
『在宅静
脈栄養を安全かつ有効に実施するために』というテー
マで教育講演をさせていただきました。この在宅医療
学会、もともとは『在宅がん治療研究会』と『Home
Infusion Therapy：HIT 研究会』が合体してできたの
に、栄養管理に関する演題が激減しています。私の計

↑左上はちょっと大きめの太陽の砂。右は目では見えないくらいの小
さな星の砂。左の太陽の砂は私が見つけました。海岸の傍でこれらを
小瓶に入れて売っているおっちゃんに、それは「すばらしいのを見つ
けたなあ」と褒められました。右は、とにかく拡大すると、星の砂な
んですよ。拡大鏡が必要です。たくさん星の砂があります。下は、世
界で一番小さいというセミです、人差し指の先程度の大きさです。非
常に貴重な写真です。

算では静脈栄養に関する演題は 4%にすぎなかったの
です。在宅医療が叫ばれていて、在宅栄養療法もたく
さん実施されているのですが『とりあえずの在宅栄養
療法』になってしまっているのではないかと心配して
います。合併症を起こさずに何年も HPN を実施できる
施設はどのくらいあるのだろう、そんな感じです。

↑Dr.コトー診療所です。行きました。田中先生は、ブロック塀の上に
立って、この旗を広げて写真を撮りましたが、私は、ブロック塀の上
に立つことが怖くてできませんでした。だから、田中先生の写真を出
しているのです。私の写真は、旗が半分しか広がっていません。何も
ないのですが、300 円払って、中に入りました。Dr.コトーの DVD を買
おうと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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その翌日は星薬科大学での認定薬剤師研修での講演。
昨年までは二人の講師だったのですが、今年は、一人で
二人分の講演を、と依頼され、90 分の講演を 2 つ、やり
ました。2016 年度の診療報酬改定で『かかりつけ薬剤師
制度』が動きだし、『薬剤師認定制度認証機構が認証し
ている研修認定制度等の研修認定を取得している』がそ
の条件になったため、受講生は昨年の約 3 倍、250 人く
らいでした。学生も講義を聞いていて、例年は同じ部屋
で受講することができたのですが、今年は認定薬剤師研
修の方が多くて、学生は別室でした。私はいつものよう
に、のびのびしゃべりましたが、評判はどうだったので
しょうかね。来年も同じようによろしくと言われたので、 ↑星薬科大学での認定薬剤師研修会での講演です。2 つの部屋に分かれ
評判は上々だったのでしょうか。なんか、薬剤師さんも
臨床栄養についてはあまり勉強していないんじゃな
い？そんな感じがしました。これからでいいので、がん

るくらい、多くの方が受講しておられました。私の姿は、小さく見え
ます。またまた、勝手な意見を述べました。昨年、JSPEN 理事会でも問
題とされた、九州支部会での講演内容をそのまましゃべったのです。
JSPEN の理事会記録に「”ひと”として学会の品格にかかわる」と書か
れた講演内容です。品格・・・？

ばってください。星薬科大学は、7 日の火曜日が学生さ
んへの講義。2 時限目は株式会社ニプロに手伝っていた
だき、輸液ラインの管理などについての実習をやりまし
た。非常に熱心でしたね。模擬手に末梢静脈カテーテル
を挿入する、
輸液ラインをつなぐ、
CV ポートへの針刺し、
などなど、いい経験をしたと思いますよ。特に、静脈栄
養については薬剤師さんにがんばって欲しいのです。
6 月 10 日は一宮市民病院にお招きいただき、院内 NST
勉強会で講演しました。テーマは『静脈栄養、脂肪乳剤、
そして PICC』という盛りだくさんな内容でした。医師が
たくさん聞きに来てくださり、非常に有意義だったので
はないかと思っています。こういう NST の講演会でいつ
も残念に思うのは、聞きに来てくれる医師の数が少ない
ことなのです。今回は、医師の数が多く、質問もあった
し、終わってからの懇親会でも、医師といろいろ話をす
ることができました。岩田薬剤師に、いろいろお世話い
ただきました。ありがとうございました。
6 月 15 日には神戸市立医療センター西市民病院へ講
演に行きました。かつて勤務していた川崎病院に近いの
ですが、3 年が経過していますので、不案内になってい
ました。車で 1 時間ほどで到着しました。有岡管理栄養
士にお招きいただいたのです。いろいろ、お気遣いいた
だき、ありがとうございました。ここでも医師の受講者
が多くて、私としては講演のしがいがあった、と思って
いたのです。しかし、懇親会でいろいろ話をすると、本
当に聞いてほしい医師が来てくれなかった、ということ
でした。どこの施設でも同じような問題を抱えていると
いうことがよくわかりました。そうそう、呼吸器内科の
金子先生の奥さんが、私と同じ愛媛県の八幡浜高校の卒
業生だということを聞き、なんとなくうれしくなりまし

↑星薬科大学での輸液ラインなどの実習です。結構、熱心に話を聞き、
実際にカテーテル、輸液ライン、輸液ポンプ、三方活栓、ヒューバー
針などにも触れていました。末梢点滴の練習には、針刺し防止機構付
のカテーテルを使うのですが、1 回限りだから、もったいない！針刺
し防止機構付ヒューバー針は、もっともったいない。1000 円以上なん
ですから。学生さんたち、末梢点滴の針を刺す方向が違うんですけど。
これから、これから、だから、しっかり勉強してください。期待して
いますよ。

た。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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6 月 18 日は京都国際会議場での日本緩和医療学会。名古屋の『すぎもと在宅医療クリニック』の杉本先生のランチョン
セミナーの座長をするために出席しました。7000 人の参加者ということで、ごった返しているのではないかと思っていた
のですが、意外と閑散としている、という印象でした。聞
くところによると、e-poster となっているから、会場に行
く必要もないから、ということでした。進んだ方法だけ
ど・・・という声を聞きました。杉本先生の講演は、すば
らしかった。杉本先生らしさが出ていました。私は、ちゃ
んと、紹介用の文章を考え、プリントして持って行きまし
た。本当、いい講演でした。終わってからは、車で小浜へ。
敦賀の JR の踏切のところに待ち構えていたパトカーに、一
時停止違反ということでつかまりました。
2 点の減点と 7000
円の罰金。これで、一時停止違反で捕まったのは 3 回目。
完全に止まっていない、と言われても、と思いながら、不
愉快な気持ちになりました。スピード違反なら、ある程度
納得もできるのですが、一時停止違反は、気分が悪いだけ。
完全に止まっていない、そう言われたら、どうしようもな
い部分がありますよね。止まった、いや、止まっていない、
完全ではない・・・警察さん、もっと大事な仕事をやった

↑一宮市民病院の NST の方たちとの写真です。ドクターが多かっ
たように思いました。研修医も 3 人くらい来ていたのかな？いろ
いろ、話をしたのですが、なんとなく、しゃべりすぎたかな？な
んて反省しています。栄養に理解のある方たちと話をすると、ど
うしても、多くを語ってしまいます。楽しい懇親会でした。そう
そう、一宮市って、名古屋から 10 分ほどの距離でした。どういう
経路で一宮市へ行けばいいのか、ちょっと迷ったのですが、新幹
線で名古屋へ行き、JR 快速で 10 分、これがベストのようです。名
鉄と JR がくっついている便利な駅だから、ということで、マンシ
ョンなどがどんどん建設されていると、タクシーの運転手さんが
言っていました。左上は、一宮市のツインアーチです。一宮市民
病院から撮影しました。「いち（1）のみ（3）や（8）」というこ
とで、138m なのです。行きたかった・・・残念。次は、かなりゆ
っくりとした計画で行かなくては！

らどうですか。そうして、翌日の 6 月 19 日は小浜でアジ釣
り。前半、まわりはどんどん釣っているのに、私はなかな
か釣れず、昨年秋のハマチ釣りのように『ボウズ』かと少々
不安になったのです。しかし、後半は私の独り舞台という
雰囲気で、40 匹くらい釣りました。この日の釣果はものす
ごくて、8 人で約 200 匹のアジを釣り上げました。非常に形
のいいアジでした。天気は小雨で、かえってよかったよう
です。前日の土曜日は晴天で、ほとんど釣れなかったそう
です。アジ釣りは、面白い。その後の 1 週間は毎日、
『アジ』
を食べました。
↑神戸の西市民病院での講演会後の懇親会です。お店の方が撮影し
たのですが、写真の出来は今いち、でしたね。NST 活動をがんばっ
ておられます。真ん中の有岡くんが中心としてがんばっています。
神戸なので、すぐに行けます。また、呼んでください。次のネタは？
いくらでもありますから。

↑小浜でのアジ釣りは、本当に大漁でした。これだけではありませ
んからね。西口くんの、本当にうれしそうな表情。この写真は、ま、
ベストショットでしょうか。これだけ喜んでいるのは、釣れたアジ
の数が少なかったから、釣れると大喜びするのです。私？平然と、
冷静に、あ、また釣れた、また釣れた、今度はダブルだ、なのでし
た。とにかく、面白い釣りでした。昨年秋のハマチ釣りのリベンジ
ができた？でも、すっきりしない、のです。やっぱり、釣り師は博
さんです。私は、ある意味、楽しければいい、のですから。

↑京都での緩和医療学会、ランチョンセミナーです。名古屋の杉本
先生の、すばらしい講演でした。一応、私も、座長席で、ちょっと
ボケた写真として写っています。大塚製薬との共催のランチョンセ
ミナーで、在宅医療に関する話が主だったのですが、エルカルチン
についても言及されました。エルカルチンを使うと、毛が生える、
ふさふさする、という効果があるのではないかと言っておられまし
た。いい座長だったでしょう？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第３１回

6 月 25 日は「第 22 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会」
。当番世話人の小山茂樹先生が 4 月 29 日に突然お亡くなりにな
ったのですが、小山先生を当番世話人として開催しました。滋賀医大の消化器内科として、開会の挨拶は弟子の西山先生
が、閉会の挨拶は弟子の伊藤先生が、特別講演の座長は師匠の馬場先生が、それぞれ担当され、非常にりっぱな研究会を
開催することができました。発表後の拍手はなかったし、質問や意見も多かったし。リーダーズで活躍している連中が、
がんばっているような、そんな感じがしました。リーダーズの考えが、すこしずつ広がれば、日本の栄養管理レベルが上
がる！そんな影響力があるような気がしているのですけどね。

↑第 22 回関西 PEG・栄養とリハビリ研究会です。故小山茂樹先生
を当番世話人として開催しました。お弟子さんの西山先生の開会
の挨拶、おなじくお弟子さんの伊藤先生の閉会の挨拶、そして、
お師匠さんの馬場先生の特別講演の司会で、りっぱな研究会を開
催することができました。滋賀医科大学消化器内科の底力です。
ありがとうございました。代表世話人として、感謝しております。

↑会場の雰囲気です。今回の出席者は約 250 名。昨年までは、ず
っと減少傾向でした。最も多かった時が 520 名で、昨年は 150 名
を下回っていたのです。今年は昨年より 100 名増えました。胃瘻
の重要性が再認識されてきた？当然なのです。流行を追いかける
ことなく、本当に正しい栄養管理法を追及しなければなりませ
ん。来年からは、研究会としてきちんとした形にして、リスター
トする予定です。

↑展示もあります。胃瘻キットを販売している企業、アボット、
ニュートリー、そして出版社のフジメディカル出版です。

↑司会、座長、演者、質問者の写真です。アボットジャパンの方
が撮影した写真より、私が撮影した写真の方がレベルが上です。
写りのいい写真は私が撮影したものですが、すぐにわかると思い
ます。司会、座長、演者の写真はやや大きく、質問者の写真はや
や小さくしています。もちろん、特別講演の前田先生の写真を一
番大きくしています。細やかな心配りでしょう？

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、そろそろ今年も半分が過ぎます。何をや
ゼン先生

ゼン先生：私が代表世話人なんで、私が決めたらいいんで
ゼン先生

ったのだろう、毎年、毎年、反省し、少々あせる、そんな

すが。プログラムはほぼ完成していたので、そのまま、小

感じになりますね、この頃は。

山先生を当番世話人にしたまま、研究会は開催しました。

小越先生：確かにそうだ。今年こそがんばろうと思って、
小越先生

小越先生：普通、誰かに交代するんじゃないか？
小越先生

新年を迎えるんだけど、1 月が過ぎ、2 月、3 月と過ぎる。

ゼン先生：いやあ、私は迷わず、小山先生の名前で開催し
ゼン先生

そうすると 4 分の 1 が過ぎてしまった、ここで気合を入れ

ようと思いました。代理というか、同門の方達がサポート

よう、と思うな。

すればできますから。

ゼン先生：はい。
ゼン先生

小越先生：なるほど、そういう考え方もあるか。
小越先生

小越先生：ところが、そうこうしているうちに
4 月が過ぎ
小越先生

ゼン先生：一緒に仕事をしていた、西山くんに開会の挨拶
ゼン先生

る。もう 3 分の 1 が過ぎた？と少々あせる。

をしてもらい、伊藤くんに閉会の挨拶をしてもらい、特別

ゼン先生：その通りです。
ゼン先生

講演の座長は師匠の馬場先生にしていただきました。それ

小越先生：5
月の連休が過ぎ、ちょっと気が緩む。すぐに
小越先生

から、抄録集の開会の挨拶は馬場先生に追悼文を書いてい

6 月になる。え？6 月？と思っていたら、6 月が過ぎてしま

ただきました。

う。あああ、半年が過ぎてしまった。何かやったかな？あ

小越先生：それは、いいことをしたな。オレはそう思う。
小越先生

と今年も半分か、となる。

ゼン先生：馬場先生、曽和先生にもそう言っていただきま
ゼン先生

ゼン先生：本当、そうなんですよ。
ゼン先生

した。小山先生は、この胃瘻の領域で頑張って来られたの

小越先生：そうこうしているうちに年をとる、だな。
小越先生

で、いい記念になったのではないかと思います。

ゼン先生：はい。だから、ここで区切りをつけて、自分を
ゼン先生

小越先生：そうだな。しかし、この胃瘻の領域、大変なこ
小越先生

叱咤激励するんです。

とになってるんじゃないか？

小越先生：その意気、その意気、だぞ。
小越先生

ゼン先生：本当にそうなんですよ。大変だと思います。最
ゼン先生

ゼン先生：はい。
ゼン先生

終的なしわ寄せは患者に来てるはずなんですけど、医療者

小越先生：まるで、小学生ぐらいの子供に気合を入れてい
越先生

側もかなり苦労していますよ。

るような感じだな。

小越先生：胃瘻の造設件数が激減しているんだって？
小越先生

ゼン先生：男はいくつになっても子供の気持ちを持ち続け
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。今、104
施設のアンケート調査結
ゼン先生

る、それがいいんでしょう？

果をまとめて論文執筆中ですが、明らかに減っています。

小越先生：勝手な意見だけど。君は、いくつになっても子
小越先生

小越先生：実数のデータか？それはすごいな。
小越先生

供っぽいところがあるからな。

ゼン先生：こういう仕事が大事なんですよね。
ゼン先生

ゼン先生：もうすぐ
62 歳ですけど。
ゼン先生

小越先生：本当にそうだよ。
小越先生

小越先生：年は関係ないって、いつも言ってるんじゃない
小越先生

ゼン先生：こういう傾向に対して、胃瘻の専門家達は、胃
ゼン先生

か？

瘻の適正使用とか、胃瘻の正しい適応を考えよう、なんて、

ゼン先生：いやあ、この年になると、やっぱり、無理な部
ゼン先生

いろいろがんばっていますけど、そのがんばりが活きてこ

分が多いですよ。

ないレベルになっています。

小越先生：今回もこんな話で終始するのか？
小越先生

小越先生：ひとつは、延命処置になるから、安らかに死ね
小越先生

ゼン先生：いや、今回は、ちょっとショックな話から、と
ゼン先生

ない、ということなんだろう？

いうことになりますでしょうか。

ゼン先生：そうですね。ま、その領域については、胃瘻が
ゼン先生

小越先生：ショックな話？
小越先生

よくないから経鼻胃管や CV ポートにするという、医学的

ゼン先生：第
22 回の関西 PEG・栄養とリハビリ研究会を 6
ゼン先生

に間違った選択が行われていると思います。

月 25 日に開催したんですけどね。当番世話人の小山茂樹

小越先生：胃瘻の代わりに鼻から管を入れる？いやだな、
小越先生

先生が、4 月 29 日にお亡くなりになりましてね。

オレは。しんどいぞ、鼻に管なんて入っていると。

小越先生：病気療養中だったのか？急だったのか？
小越先生

ゼン先生
ゼン先生：そうですよね。鼻クソがたまっているだけで気

ゼン先生：本当に急だったんです。ショックでした。本当
ゼン先生

分悪いですから。

に突然だったんです。夕方まで ERCP をやっておられたそ

小越先生：そうだ、そうだ。しかし、その鼻クソっていう
小越先生

うです。

の、なんとかならんか？こういう上品な会話の中で『鼻ク

小越先生：本当に突然だったんだな。
小越先生

ソがたまっている』なんていうのは、オレは、いやだな。

ゼン先生：そうらしいです。
年は、私の 1 歳上なんですよ。
ゼン先生

ゼン先生：確かに。しかし、いろいろ調べましたけど、別
ゼン先生

小越先生：そうか、若いな。
小越先生

の言い方はないみたいですよ。

ゼン先生：そうですよね。私自身も気をつけなくては・・・
ゼン先生

小越先生：ないのか？
小越先生

なんていっても、どうしようもない部分もありますから。

ゼン先生：耳クソは耳垢（ジコウ、みみあか）という別名
ゼン先生

小越先生：そうだぞ。それで、その研究会の当番世話人の
小越先生

がありますが、鼻クソはないようです。

件はどうしたんだ？

小越先生：調べたのか？暇だな。
小越先生
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：暇だからではありませんよ。ちゃんとしたこと
ゼン先生

以外は、経管栄養の指導管理料は算定できないんです。在

を書くためです。

宅成分栄養経管栄養法指導管理料なんですけど。

小越先生：そうだ、そうだ、その通りだ。
小越先生

小越先生：それは、オレのエレンタールとものすごく関係
小越先生

ゼン先生：しかし、調べてみると、
「ハナクソ」を「鼻糞」
ゼン先生

しているじゃないか。

と書いて「ビフン」という読み方や「鼻垢」と書いて「ビ

ゼン先生：そうですよ。
ゼン先生

コウ」という読み方はあるようですよ。

小越先生：半消化態経腸栄養剤を使っている場合は、どう
小越先生

小越先生：
小越先生 「ビフン」？「ビコウ」？悪くないじゃないか。

やって請求しているんだ？

ゼン先生：皇室のお言葉の元になっている「女房詞」では
ゼン先生

ゼン先生：在宅寝たきり患者処置指導管理料とか、在宅時
ゼン先生

「はなだまり」というそうです。

医学総合管理料なんか、です。しかし、これでは適切な経

小越先生：そんな言葉、使わんだろう。
小越先生

腸栄養は実施できない、それが現場の意見です。

ゼン先生：でも、
「ビフン」や「ビコウ」も使わないでしょ
ゼン先生

小越先生：なるほどな。在宅成分栄養経管栄養法指導管理
小越先生

う。やっぱり、
「鼻クソ」しかないですよ。

料は、それなりに評価できる点数なんだろう？

小越先生：もういいよ、この話題は。
小越先生

ゼン先生：そうですね。指導料が
2500 点、注入ポンプ加算
ゼン先生

ゼン先生：はい、止めます。とにかく、胃瘻は経腸栄養の
ゼン先生

が 1250 点、経管栄養セット加算が 2000 点ですから。

投与経路として、特に長期間の管理では最も優れた経路で

小越先生：しかし、それは、歴史的にみても、クローン病
小越先生

あるから、なんて主張しても、結局は診療報酬の力に負け

の自己挿管法なんかを対象にしたものだからな。

てしまうんですよね。

ゼン先生：そうなんですよ。現在、純粋にこの指導管理料
ゼン先生

小越先生：そうだな。日本の医療は、本当に社会主義で、
小越先生

に適応している症例は、本当に少ないはずです。クローン

診療報酬で医療が動くんだからな。医療の中身よりも医療

病の治療自体が変わって、レミケードやヒュミラなどの抗

経済が優先だ。

TNFα抗体の薬剤を使って、経口摂取ができるようになっ

ゼン先生：本当、そうですよ。2014
年の診療報酬改定で、
ゼン先生

ている症例が多くなっているんですから。

PEG の診療報酬は 10,070 点から 6,070 点へと下がったんで

小越先生：確かに、クローン病でエレンタールを飲用して
小越先生

すよ。金額にすると 4 万円ですよ。

いる患者は減っているらしいな。

小越先生：それはすごい減点だ。
小越先生

ゼン先生：経腸栄養の一部をエレンタールやツインライン
ゼン先生

ゼン先生：その上、施設基準まで作って、どうしたらいい
ゼン先生

にしてこの指導管理料を受けている場合もあるようです。

んだ、という感じなんです。

小越先生：それは、実際はまずいんじゃないか？
小越先生

小越先生：年間
50 件未満の PEG なら 6,070 点だけど、50
小越先生

ゼン先生：そうですよ。それに、エレンタールやツインラ
ゼン先生

件以上の PEG をしている施設は全例に嚥下機能検査をやり、

インが、本来の経腸栄養としての適応ではない場合の方が

経口摂取回復率が 35%以上じゃないと 6,070 点の 80%にす

多いんですから、よくないと思います。

る、ということだろう？

小越先生：ほとんどの症例は半消化態栄養剤が使えるんだ
小越先生

ゼン先生：そうなんです。全例に嚥下機能検査？経口摂取
ゼン先生

ろう？

回復率が 35%以上？できるはずがないんですよ。現実がわ

ゼン先生：そうですし、その方がいいんです。それから、
ゼン先生

かってない、としかいいようがありません。

入院患者の経管栄養の場合の食事療養費も見直しされて、

小越先生：雰囲気でいうのではなくて、何か、ちゃんとし
小越先生

経管栄養をするな、みたいなことになっているんです。

た論文はないのか？

小越先生：胃瘻もダメ、経管栄養もダメ、ということか？
小越先生

ゼン先生：ありますよ。耳鼻咽喉科医が「全例に胃瘻造設
ゼン先生

ゼン先生：そういうことになるんじゃないでしょうか。こ
ゼン先生

前嚥下機能評価を行うことの意義には疑問を呈せざるを

れも厚労省の勝手な言い分だと思います。医薬品の経腸栄

得ない」という論文を発表しています（木村百合香、日耳

養剤を用いた場合に比べて、入院時における給付額は、食

鼻 118:1422-1428,2015）
小越先生：確かに、評価しなくても、明らかに嚥下は
小越先生
無理だ、という症例は多いんだろう？
ゼン先生：そうです。そういう症例は経鼻胃管か
CV ポ
ゼン先生
ートにしなさい、ということなんでしょうね。CV ポー
トにすることによって、余計にお金がかかっていると
いうことに厚労省は気づいていないのでしょうか。
小越先生：何十年か前、診療報酬がいいから、という
小越先生
ことでどんどん TPN が実施された、それと同じことに
なっているんだな。
ゼン先生：そうです。それから、経管栄養の管理料も
ゼン先生
問題です。ツインラインとエレンタールを用いる症例

↑福田先生が会長の栄養アセスメント研究会が神戸で開催されました。
とにかく、松末先生の教育講演を聞くために、参加しました。微量栄養
素に関する研究の集大成的講演で、非常にすばらしい内容でした。亜鉛
欠乏症、ビオチン欠乏症、セレン欠乏症、これらが中心の内容でしたが、
やはり、臨床栄養に携わる者は、この講演を聞かなくてはならなかった
と思います。真ん中は、松末先生の書です。今回の研究会のオフィシャ
ル便箋に使ったとのこと。松末先生の書道の先生は、東大寺管長だとい
うことです。すごいなあ、こういう書が書けるなんて。そういえば、私
の先輩の根津理一郎先生も、すごい書道家なんですよ。うらやましい！
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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品の濃厚流動食の方が高いということで、給付額の均衡を

やる気を失わせることをいう、といって非難される、なん

図る、という観点で「栄養管理が概ね経管栄養法による市

て、一瞬、心配したんだけどな。

販の流動食によって行われている患者の食事療養費を、原

ゼン先生：そういう考え方をしては困りますよ。私は、ず
ゼン先生

則として一割引き下げる」ということなんです。

っと、NST は不要、ということではなく、本来の NST 活動

小越先生：それじゃあ、余計、経管栄養を実施する症例が
小越先生

をしないといけない、と主張してきたでしょう？

減るじゃないか。

小越先生：そうだ、確かにそうだ。
小越先生

ゼン先生：だから、これも、経管栄養ではなくて、口から
ゼン先生

ゼン先生：だから、今回の栄養食事指導料の改定は、NST
ゼン先生

食べさせなさい、ということなんじゃないですか？

に対して、本来の活動をしなさい、というメッセージでは

小越先生：口から食べられない患者はどうするんだ？
小越先生

ないかという風に受け止めているんです。経口摂取のサポ

ゼン先生：さあ、どうなんでしょうね。静脈栄養をやれ、
ゼン先生

ートだけの NST なら、この栄養食事指導料に食われてしま

ということでしょうか。

いますよ。

小越先生：しかし、とにかく、口から食べさせなさい、と
小越先生

小越先生：なるほどな。その通りだ。
小越先生

いうことだな。

ゼン先生：でも、経管栄養に関する食事療養費を
1 割引き
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。そうそう、今回の改訂で栄養食事
ゼン先生

下げたのは、納得できませんね。

指導料がものすごく評価されましたよ。

小越先生：バランスをとる、なんて厚労省らしい言い訳だ
小越先生

小越先生：口から食べる、それは、もちろん重要だけど。
小越先生

な。

ゼン先生：栄養食事指導料って、30
分以上で 260 点なんで
ゼン先生

ゼン先生：それから、CV
ポートを用いた静脈栄養法が増え
ゼン先生

すよ。管理栄養士が朝の 9 時から 5 時までがんばって食事

ていることは、やはり、問題ですよね。とりあえずの在宅

指導をすると、一日 14 件できますから 36,400 円、週 5 日

静脈栄養法になっているはずですから。

で 4 週間と計算すると 728,000 円になります。すごく高い

小越先生：確かに、何十年も前に逆戻りか？
小越先生

評価ですよね。

ゼン先生：でも、HPN
に関する管理レベルは下がってきて
ゼン先生

小越先生：管理栄養士を
NST の専従にしておくより、はる
小越先生

いますよ。良性疾患に対して何年、何十年と HPN が実施で

かにいいじゃないか。

きる施設なんて、本当に数少なくなってきていますし。

ゼン先生：そうなんですよね。NST
が 4 職種そろって回診
ゼン先生

小越先生：それも問題だな。
小越先生

しても管理栄養士の給料がまかなえない、なんていう診療

ゼン先生：経管栄養法の管理料を上げることが、適正な栄
ゼン先生

報酬が NST 加算なんですから。

養管理方法の普及につながることは間違いないと思うん

小越先生：NST
に対する逆風になるんじゃないか？
小越先生

ですが、なんとかなりませんかねえ。

ゼン先生：でも、NST
って、本来、経口摂取ができない、
ゼン先生

小越先生：この段階で経管栄養法の管理料を上げるってこ
小越先生

不十分な患者に対して、静脈栄養や経管栄養を駆使した栄

とは、あるかなあ？ないんじゃないか？あるとしたら、CV

養管理を行うのが目的なんですよね。

ポートを用いた在宅静脈栄養法の点数を下げることでバ

小越先生：なるほど、そうだ。
小越先生

ランスをとる、かもな。

ゼン先生：そうなんです。ということは、NST
が本来の機
ゼン先生

ゼン先生：それは困ります。実際、良性疾患の
HPN って、
ゼン先生

能を果たすように活動すれば、栄養食事指導料と NST 加算

かなり苦労しているんですからね。

の両方が算定できる、ということになるんです。
小越先生：なるほど、そうだな。
小越先生
ゼン先生：管理栄養士さんの活躍の場って、も
ゼン先生
っと、病院にもあるべきだと思んです。せめて
50 床に一人の割合で管理栄養士さんがいたら、
非常にいい栄養管理ができると思いますよ。
小越先生：そうだな。ずっとそれを言っている
小越先生
よな、君は。
ゼン先生：だから、NST
活動の内容は本来の姿
ゼン先生
にして継続し、新しく管理栄養士を雇用して栄
養食事指導料を算定する。そうしたら、雇用に
伴う給与分も楽に出るんですからね。
小越先生：そういう考え方はあるな。栄養食事
小越先生
指導料を算定しなさい、そっちの方が経済的メ
リットがある。だから、NST 活動は経済的メリ
ットが小さいからやらなくてもいい、なんて君
が言ったら、まーた、まわりから NST に対する

↑日本で最も遅い夕日です。ラッキーにも、夕日を見ることができました。本
当、ラッキーです。雲はかかっていましたが、このように夕日を見ることがで
きたなんて、日ごろの行いがいいんですよ。ちゃんと夕日の写真も撮影できま
したし。そして、翌朝は、5 時に起きて日本で最も遅い朝日を見に行ったので
すが、こっちは、ダメでした。曇り空で、全く見えませんでした。残念ですが、
仕方ありません。ということは、もう一度、与那国島へ来い！ということかも。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：君の師匠の岡田先生と高木先生が苦労して獲得
小越先生
した診療報酬だものな。
ゼン先生：もちろんです。やっぱり、必要な所には医療費
ゼン先生
を投入してもらう必要があると思います。
小越先生：そうだな。高価な薬剤がたくさん出てきている
小越先生
な、驚くほど高価な。
ゼン先生：そうですね。一人あたり何千万円ですから。
ゼン先生
小越先生：それに比べると、経腸栄養剤や濃厚流動食の価
小越先生
格なんて、本当、ひどいもんだな。
ゼン先生：濃厚流動食なんて、1kcal
あ
ゼン先生
たり 20 銭とか 30 銭とかでしょう？
小越先生：1
円しないんだからな。どう
小越先生
しようもないよ。
ゼン先生：でも、正しい医療をやるため
ゼン先生
には、本当、正しい医療に対してきちん
と医療費を投入してほしいと思います。
とりあえず、
在宅経管栄養法指導管理料
を策定してほしいですね。
小越先生：そうだ、その通りだ。そし
小越先生
て、その正しい医療、臨床栄養を実践す
るには、今、本当に必要なのは栄養管理
に関する教育だ、だな？レベルの高い
Medical Nutritionist を育成をしなく
てはいけない、だな？
ゼン先生：最後に、とってつけたように
ゼン先生
Medical Nutritionist の話が出てきま
したけど、本当、そうだと思います。

↑本当は、講演に行ったのです。かりゆし病院のスタッフの多くは、石垣島出身の方で
はないとのこと。日本全国から来ておられるということです。数年で移動するのが悩み
と言っておられました。私は、すっかり石垣島スタイルで講演しました。大塚製薬工場
の方々がきちんとした格好だったのに対し、私は、かりゆしで講演しました。右枠内は、
県立八重山病院の今村先生です。前回は、今村先生に司会をしていただき、同じ建物、
同じ会場で講演したのですが、今村先生はすっかり忘れていました。かりゆし病院のス
タッフの方たちは、2 月の博多での若芽の会でお会いしているのです。お招きいただき、
ありがとうございました。次は、波照間島へ行くため、また、呼んでください。そうそ
う、地元出身の方は、ものすごく踊りが上手なのだそうです。

【今回のまとめ】
1. 第 22 回 関西 PEG・栄養とリハビリ研究会は、故小山茂樹先生を当番世話人として開催され、
PEG・栄養とリハビリ研究会は、故小山茂樹先生を当番世話人として開催され、
非常に盛況でした。西山先生、伊藤先生、馬場先生、ありがとうございました。
2. 胃瘻に関する診療報酬が低すぎます。正しい経腸栄養法が実施できないように国が仕向けてい
るとしか思えません。
3. 在宅での経管栄養に関する診療報酬も低すぎます。これでは、適正な在宅経管栄養法が実施で
きません。在宅医療を推進している国の方策は、建前だけだとしか思えません。いい加減な管
理でもいいから・・・ということでしょうか。
4. 栄養食事指導料がものすごく高い評価を受けています。これは、
栄養食事指導料がものすごく高い評価を受けています。これは、NST
NST 活動の内容を本来の、静
脈栄養や経腸栄養を駆使した内容にしなさい、というメッセージかもしれません。
5. 本来の NST 活動を実践するためには、レベルの高い Medical Nutritionist の育成が必要です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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