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『NST は静脈栄養をきちんと管理できて当然のはずですが・・・』
第 9 回栄養管理指導者協議会学術集会を終えてほっとしているのですが、その 1 週間前の日曜日から激しい腰痛に襲わ
れております。朝と、長時間同じ姿勢を続けると痛みが襲ってきます。朝は大変です。駐車場から研究室まで、左足で支
えながら、休み休み、右腰を叩きながら、ゆっくりゆっくり歩きます。階段を上るのも、1 段 1 段、手摺で支えながら、
です。ところが、研究室に着いて、ちょっとうろうろしていると痛みがほとんどなくなります。しかし、リーダーズの前
の日から痛みが増強。MRI で椎間板ヘルニアと診断されました。治療をどうするか・・・忙しいし・・・。
3 月の最初の仕事は「天王寺栄養療法セミナー」での講演。NTT 西日本大阪病院の NST の方々に呼んでいただきました。
その 1 週間前の市立枚方病院での講演会の時、渋滞に巻き
込まれて遅刻したので早めに出かけ、余裕をもって到着す
ることができました。講演会場に入ると、見たことのある
女性たちがいました。千里金蘭大学の学生さん達。ちょう
ど実習で来ていたのです。講演内容は「栄養療法の基本―
静脈栄養と経腸栄養を適切に管理するために―」でした。
いろいろ難しい質問もありました。栄養管理に熱心な医師
がおられることがわかりました。藤田さん、小山さん、橋
本先生、ありがとうございました。
11 日には第 395 回大阪大学臨床栄養研究会（CNC）。私
が当番でしたので、彩の国東大宮医療センターの坂本嗣郎
先生に「骨髄移植を受けた現役外科医が語る栄養管理の重
要性」と題して講演していただきました。旧第一外科の
方々にも来ていただき、非常に有意義な講演を聞かせてい
ただきました。ミニ同門会みたいな雰囲気もありました。

↑講演の様子です。上の写真は、坂本先生が院長をしていた、彩
の国東大宮医療センターで撮影された下町ロケットの記念写真で
す。阪大から関東へ進出して、大活躍だった坂本先生の、大阪大
学での凱旋講演という意味もあったように思います。

この CNC ですが、岡田正先生たちが始められた勉強会で、
1 年に 10 回の開催ですから、もう 40 年になります。すご
い歴史です。正直なところ、もっと多くの方に聞いていた
だきたかったな、そんな感じでした。講演が終わってから
は、大阪市内へ繰り出して食事会。楽しい時間でした。
その翌日は吹田徳洲会病院で講演。感染対策研修なので
義務として講演を聞かなくてはならないのですが、300 人
以上が集まったとのことでした。院長の金香先生は第一外
科の先輩で、紹介は簡単でいいですから、と言っていたの
ですが、予想よりも簡単な紹介でした。講演のタイトルは
「CV ポート、カテーテル管理とその感染対策および栄養
管理」で、内容が盛りだくさん過ぎる、と思ったのですが、
これが求められる内容だったのでがんばったつもりです。
その週の金曜日は国立病院機構福山医療センターでの

↑第 395 回、大阪大学 CNC が終わってからの記念写真。大阪大学
医学部 B 講堂にて。講師の坂本先生を中心に、左から、上池先生、
今度呼吸器外科の教授に決まった新谷先生、大阪大学名誉教授の
松田先生が前列です。2 段目は左から、大川、北川、金、中島、
一番後ろは井上、赤丸、弓場、西村、です。いい講演でした。あ
りがとうございました。坂本先生ご自身にも非常に喜んでいただ
きました。坂本先生のネクタイは、大阪大学第一外科の赤ネクタ
イです。ちなみに私は同じデザインのグリーンのネクタイです。

講演。副院長の小児外科、長谷川先生に呼んでいただきま
した。せっかくの機会だから、ということで早めに福山へ
行き、福山城へ行ってきました。特別、何も特徴のない城
かな、という感じもしましたが、天守閣へも上りました。
講演タイトルは「静脈栄養輸液の処方原則」でした。広い
会場に、少しだけの聴衆で、かなり寂しかったかな。看護
師さんが来ていなくて、どうして？と聞くと、送別会だと
のことでした。まあ、仕方ありません。懇親会ではフレン
チのフルコースを食べさせていただきました。福山にフレ
ンチ？という感じでしたし、二次会もなかなかしゃれたお

↑福山医療センターの方々との、懇親会の写真です。長谷川くん
と小児外科の面々、栄養課の方々です。目の前の食事は、なんと、
フルコースディナーでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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店でした。ありがとうございました。
3 月 23 日には第 9 回リーダーズ学術集会。22 日に東京
へ行きました。早めに到着して、佐伯矩の胸像を見るため
に佐伯山緑地へ行きました。タクシーに乗ると、運転手さ
んが佐伯山緑地を知らない。地図を見せて近くまで行って
もらいました。胸像はすぐに見つかりました。いろいろ写
真を撮ってから池上本門寺まで歩き、佐伯矩の記念碑を見
て、ついでに力道山の墓参りをしてきました。その夜は、
木暮先生たちとの食事会。りっぱな酢豚などを食べました。
「ごうか」な食事でした。しかし私は腰痛。ホテルの温泉
で温まったりしましたが・・・。翌 23 日は寒い日でした。
22 日の最高気温は 23.9℃でした。
上着がいらないくらい。
23 日は最高気温が 9℃、最低が 6.6℃。24 日の最低気温は

↑佐伯山緑地にある、佐伯矩像です。左の坂を上って公園に入り
ました。胸像はすぐにみつかりました。これで佐伯矩の関連のも
のは全部見たことになるように思います。

1.1℃で、ものすごい気温の変化でした。なぜこの気温の
変化を強調しているかというと、会場の星薬科大学の講堂
のエアコンのスイッチを入れていなかったので、なかなか
温まらなくて、寒さに震えながら学術集会を開催すること
になったからです。会場での写真を見ると、みなさん、コ
ートやマフラー姿です。それでも、熱心に発表し、聞き、
質問し、意見を述べ、有意義な学術集会になったと思いま
す。木暮先生、お疲れ様でした。緊張していたそうで、前
夜は、夜中にこむら返りが起こったそうです。それは「年
のせいだ」と言ったのですが・・・私は腰痛なので偉そう
なことは言えませんが・・・。パネルディスカッションⅠ
は「胃食道逆流予防についてもう一度考える―経腸栄養実

↑2 回目の、池上本門寺の佐伯矩の記念碑です。今回は、目印と
なる五重塔の写真を添えます。力道山の写真は、前回も出しまし
たので省略です。

施時の誤嚥性肺炎防止への対応―」で、内容は PEG-J と半
固形状流動食、誤嚥防止手術でした。そういえば、粘度を
有する経腸栄養剤のことは「半固形状流動食」と言ってい
ました。「栄養材」という表現はもう使わなくなったので
しょうか。一般に使われている「栄養材」とは、ガーデニ
ングなどで使われる「肥料」だということがわかったので
しょうか。栄養材形状機能研究会は？岡田正メモリアルレ
クチャーは高崎総合医療センターの小川哲史くんの「私が
経験した周術期管理、34 年間の軌跡」でした。いろいろ工

↑パネルディスカッションⅠ「胃食道逆流についてもう一度考え
る」の座長の木暮先生、田中先生とコメンテータの湧上先生。話
題は PEG-J、半固形状流動食、でした。右上の鹿野先生は、木暮
先生の同級生で『寝たきりの逆流による肺炎防止の根治的な対策
としての誤嚥防止術』について講演してくださいました。

↑星薬科大学の講堂です。紅白の垂れ幕が下がっていました。入
学式の準備でしょうか。緊張の中での木暮先生の開会の挨拶です。
私は、進行係です。

↑パネルディスカッションⅠの質疑応答のメンバーです。2 回ほ
ど立ち上がった方もおられたように思います。かなりつっこんだ
質問ばかりでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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夫をして、栄養管理をしながら外科医として活動してこら
れたことがよくわかりました。たくさんの業績を解説しな
がら講演されましたが、私は、「症例報告―幽門輪温存膵
島十二指腸切除後、erythromycin 投与が有効であった急性
期胃排出遅延の 1 例」がすばらしいと思いました。経験し
た 1 例を大切にする、それが学術活動の第一歩ですから。
パネルディスカッションⅡは「NST 活動を本当に本音で語
ろう―当院の NST：ここがダメ。どうしたらいいでしょう
か？」でしたが、なかなか、本当の本音は出てこないもの
ですね。でも、いろいろ意見はたくさん出ました。次は企
業プレゼン。7 社がプレゼンしてくれました。2 社は経腸
栄養投与経路の新しい接続部の解説でした。5 社の内容は、
飲む栄養剤についてで、この栄養管理の領域が経口栄養に
なっているなあ、と思いました。その後の展示会場は、非
常に盛り上がっていました。ニプロ株式会社にランチョン
セミナーの協力をいただいたので、私がスポンサードレク
チャーをしました。新しく発売する IP エコーについて。
しかし、スケジュールが押していたので、私が時間調整を
しなければならず、30 分の予定を 15 分にしてしゃべりま
した。今回のプレゼンに向けていろいろビデオも工夫して
いたのに・・・仕方ありません。オープンパネルディスカ
ッション：症例相談は「CKD の保存期における栄養管理―
たんぱく質投与の是非を問う。われわれはこうしている」
でした。いい意見交換ができたと思います。腎臓を守るか、
サルコペニア対策としてたんぱくを多く投与するか・・・。
ポスターセッションは、情報交換会の中で行いました。そ

↑パネルディスカッションⅡの「NST 活動を本当に本音で語ろう」
のメンバーです。むずかしいテーマだったと思います。でも、議
論は尽くせていませんね。全員が管理栄養士でしたが、そこに NST
活動の根本的な問題があるのかもしれません。NST の主役は管理
栄養士、だけではいけないのだと思います。

れぞれのポスターの前でいい議論をしていたようです。今
回から優秀ポスター賞を選ぶことにしました。情報交換会
は、木暮先生が持ってこられた、福島、会津の銘酒 4 升を
飲み干したとのことで、だから、ポスターの意見交換も盛
り上がったのかもしれません。

↑オープンパネルディスカッション：症例相談です。なかなか議
論しにくい「CKD の保存期における栄養管理」でした。それなり
の結論が出たように思いますが。

↑症例相談での質疑応答です。なかなか鋭い質問ばかりでした。
サルコペニア予防のためにタンパク質を多く投与したい、しかし、
腎機能に問題があるからそれはできにくい。そこに NPE/N 比とい
う考え方を入れる必要がある、という意見を述べさせていただき
ましたが。
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：星薬科大学で開催した第 9 回リーダーズ学術集会が
終わりました。
小越先生：そうか、落ち着いたな。
ゼン先生：そうですね。もう 9 回ですが、やはり、1 回 1 回、い
ろいろ心配しながら開催していますから、終わると気が抜けま
す。
小越先生：そうだろう。それだけ気合が入っていたということ
だ。
ゼン先生：今回の会長だった木暮くんは、かなり気が抜けてい
ると思います。相当気合が入っていましたから。
小越先生：木暮くんか、あのサムライだな。
ゼン先生：そうです。毎夜、甲冑の前で、日本刀を磨いている
男です。そうそう、木暮くんの『できた奥様』に会いました。
小越先生：へええ。あの甲冑の購入を許した女性だな。
ゼン先生：許したかどうかは知りませんが、あの甲冑の値段は、
まだ、教えてもらっていないそうです。
小越先生：ははは。君は知っているんだろう？
ゼン先生：私はだいたいの価格は聞いています。でも、木暮く
んに口止めされています。
小越先生：絶対に告げ口してはいかんぞ。男の友情だ。
ゼン先生：もちろんです。でも、あのしおらしい雰囲気を見る
と、つい言いたくなりますね。
小越先生：それはいかんぞ。友情にひびが入るからな。
ゼン先生：わかっています。絶対に言いません。
小越先生：それでいい。ところで学術集会の参加者はどのくら
いだったんだ？東京だから、500 人くらいは来たんじゃない
か？
ゼン先生：いやあ、それが残念なことに 191 名でした。もちろ
ん、熱心な方ばかりですが。
小越先生：そうか。200 にならなかったのか。それは残念だ。
ゼン先生：仕方ないです。東京は、難しいんですかねえ。JSPEN
学術集会が 2 月中旬にあったので、続けてリーダーズには来ら
れないという人もいる、と聞きました。でも、開催地は東京で
すから。それから、リーダーズは敷居が高い、東京は栄養に興
味がある人が少ない、なんて、いろいろ意見は聞きましたが。
昔から、この臨床栄養の領域は西高東低だ、なんていう話もあ
ったそうですね。
小越先生：そういえばそうだな。しかし、昔は、というか、札
幌医大の早坂、弘前大学の加固、岩手医大の斎藤、東北大学の
葛西、里見、新潟大学の武藤、小山、畠山、松原、東大の斎藤、
山川、三村、慈恵医大の長尾、慶應の遠藤、もちろん千葉大の
オレや碓井、真島、田代、山森、たくさん優秀な臨床栄養医が
いたんだよ。
ゼン先生：そうですよね。いましたよ。
小越先生：東京開催で参加者が少ないのには、まあいろいろ理
由はあるんだろう。しかし、関西で開催するほうが集まるよう
な感じはあるな。
ゼン先生：確かに。一番多かったのが、第 4 回の栗山先生の時
で、京都での開催でしたが 306 名でした。第 10 回は 9 月 22 日、
23 日、神戸での開催なので 300 名を期待しています。
小越先生：次は中身だな、学術集会の。
ゼン先生：そうですね。今回も、いろいろ意見交換はできたと
思います。座長、ディスカッサント、コメンテータ、事前にか
なり準備をしていましたから。事前といいますか、メールで意
見交換をしていました。

第６４回

小越先生：それは、ある意味、当然なんだろうな。やって当然
なんだ。しかし、大部分の学会や研究会ではできていない、そ
こが問題だ。
ゼン先生：私もそう思います。司会が、演題の抄録も読んでい
ないと明らかにわかるような場合もありますから。
小越先生：あるな、確かに。それは、発表者に対しても、参加
者に対しても失礼なことなんだよ。
ゼン先生：そうです。もっというと、司会に選んでくれた会長
にも失礼です。
小越先生：本当にそうだ。しかし、リーダーズの場合は、司会
ではなくて座長だろう？
ゼン先生：座長です。発表者の呼び出しではありません。そこ
が大事です。
小越先生：なかなか座長というのは難しいぞ。
ゼン先生：そう思います。司会は何度もしたことがあるが、座
長は、という感じ、それが見えています。座長はもっと会場を
リードしなければならないんですよ。
小越先生：そうだな。自分の意見や考えを述べてもいい、それ
が座長だからな。
ゼン先生：そうです。やっぱり発表者の呼び出し的雰囲気が強
かったと思います。ある意味、会場に対して遠慮し過ぎ、そん
な気がします。
小越先生：それが普通だ。
ゼン先生：まあそうなんですが。それを超えて欲しいと思って
います。発表者、フロアの意見、すべてを理解してある方向へ
誘導する必要がある、それが座長ですから。
小越先生：そのうち超えるようになるよ。あわてないことだ。
ゼン先生：そう思ってはいるんですけどね。
小越先生：ところで、今回の学術集会ではどこが盛り上がった

↑福山城です。タイマーで写真を撮りました。きれいな天守閣で
す。左は城主、阿部正弘の像です。

↑宿泊した福山キャッスルホテルからはこのように福山城が見え
ます。非常にきれいなお城です。これは朝焼けの頃の写真です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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んだ？
ゼン先生：全体に、それなりに盛り上がったと思います。まあ、
座長たちが、自分なりに議論するテーマをいろいろ考えていま
したので、そこは心配してはいなかったんです。でも、もっと
臨機応変に、というふうにできたらよかったかな、とは思いま
す。
小越先生：そうか。臨機応変な。
ゼン先生：もちろん、発表内容の概略は事前に座長が把握して
いるのですが、もっと、発表内容を突き詰めるのもいいかな、
と思っているんですよ。発表内容が活きていない、そう感じた
りもします。1 題 1 題をもっと大事にすべきかな、とも思うん
です。事前に考えたディスカッションの計画を大事にするのは
もちろんなんですが。
小越先生：事前の計画を変更するのは、難しいかもしれないぞ。
ゼン先生：そうです。でも、会場の雰囲気をつかみとって、計
画を微妙に変更しながら、とも思います。
小越先生：今回は、何か、そう強く思ったポイントがあったの
か？
ゼン先生：そうですね・・・NST のセッションで「静脈栄養にな
ると NST は終了となる、NST に静脈栄養の依頼がない」
、という
発表がありましてね。それをもっと追究したら面白かったんじ
ゃないかと思いましたね。
小越先生：NST の役割、専従者というか、NST のリーダーは管理
栄養士がいいのか、などの問題を議論できるかもしれないな、
そこを追求すると。
ゼン先生：私もそう思ったんです。環境感染学会の教育ビデオ
で、研修医が教授に『NST に相談しましょうか』というと、教
授が『まだ口から食べられないんだから NST に相談する必要は
ない』と答えるシーンがあるんですよね。
小越先生：その話は以前にも聞いたことがあるな。
ゼン先生：これは重大な問題ですからね。NST の意義をどう考え
るか、という意味で。ICT（感染対策チーム）がそう思っている
ということは、多くの人達がそう思っている、ということです
よね。
小越先生：そうだろうな。NST に対する一般の医療者のイメー
ジがそうなっている、のかもしれないな。
ゼン先生：その通りです。その現状を、NST が認めた、という意
味があります。本当に本音でしゃべってくれた、ありがたい発
表だったと思います。
小越先生：イメージではなく、その通りだ、ということだな。
ゼン先生：なんか、いつの間にか、多くの施設の NST の活動内
容が変化してしまっているんですが、その部分を本当に本音で
発表してくれませんからね。もともとは NST は静脈栄養をきち
んと実施するために活動を始めたはずなんですが。その歴史を
知らないんでしょうか。
小越先生：そうなのかもしれないな。
ゼン先生：最初は Hyperalimentation Unit として活動を開始し
たことを知ってから NST 活動をしなければならないのに。
小越先生：そうなってしまった原因は、どこにあるんだろうね。
ゼン先生：ある意味、NST 加算が診療報酬として認められたから
かもしれません。
小越先生：どういう意味だ？
ゼン先生：いろいろ意味はあります。もともとはいろんな職種
が中心となって NST 活動を始めたはずなんです。
小越先生：医師主導型も多かったんじゃないか？
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ゼン先生：そうです。ところが加算を考える時、専従者を誰に
するかを考えなければならなかったんですが、その際、診療報
酬が安かったから、できるだけ専従者の給与が安いほうがいい、
という意味で管理栄養士を専従にする施設が多かった、これは
一つです。
小越先生：確かに、そういう話は聞いたな。
ゼン先生：もう一つは、根本的な問題かもしれませんが、栄養、
というと管理栄養士、なんですね。
小越先生：そうだ。栄養は管理栄養士なんだ。
ゼン先生：そうすると、どうしても経口栄養に傾く、これはあ
る意味当然です。どうこう言っても、Dietitian であり、食事
の専門家ですから。
小越先生：そうだな。それから NST 活動が始まった時、TPN を
減らして経腸栄養にする、という動きが始まったな。
ゼン先生：ちょっと行き過ぎたきらいがありますが、TPN を実施
しなくてはならなくなると、それは、NST としては『負け』と
いう雰囲気すら出ていました。
小越先生：まあその分、PPN や経腸栄養が増えて、ある点では
よかったのかもしれないが。
ゼン先生：そうなんですが。その PPN だって、本気の PPN では
なくて、とりあえずアミノ酸が入っている輸液を投与しておけ
ばいい、という程度になりました。
小越先生：そうらしいな。
ゼン先生：さらに、PPN 輸液の感染が問題になって、PPN が栄養
学的に有用だというエビデンスがあるのか？ないのに、感染し
やすい PPN を実施するのはおかしいんじゃないか、そんな意見
も出ました。
小越先生：確かに、その結果かな？糖電解質輸液で長期間管理
する症例が増えているという話も聞いている。
ゼン先生：そうなんですよ。そこも問題です。その後、胃瘻が
問題になって、経腸栄養も下火になっています。
小越先生：胃瘻問題か。経腸栄養も減っているのか。そうする

↑腰痛のため、立って仕事をしています。上げ下げできる机を持
っていますから。
『栄養』のマグでコーヒーを飲んでいます。写真
の上のほうにはダルマが見えます。高崎の小川君に送ってもらっ
た、名前入りのダルマです。もういくつあるんだろう。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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と、とにかく経口栄養に傾いてしまう、そういうことかな。
ゼン先生：もう一つは、サルコペニア、フレイル、ロコモに対
して、経口補助食品が注目されるようになりました。何か、い
わゆる栄養のあるものを飲ませて、それを予防し、治療する、
という方針になっていきました。
小越先生：いわゆるリハ栄養だな。
ゼン先生：リハ栄養も大事だと思います。でも、その結果とし
て、とにかく口から食べさせる、飲ませるに関心が移ってしま
っているのは問題ですよ。
小越先生：そうだな。飲ませる、食べさせる、それだけではな
あ。
ゼン先生：今や、経腸栄養剤や濃厚流動食を販売している企業
も、とにかく口から飲ませる製品開発になってしまいました。
今回のリーダーズでの企業プレゼンも、ほとんどが経口補助食
品でした。
小越先生：そうか、企業プレゼンもか。
ゼン先生：経腸栄養投与ラインの接続部が変わることを説明し
た 2 社を除く 5 社は、経口補助食品でした。
小越先生：そうか、とにかく口から飲む製品か。
ゼン先生：流行ですし、企業戦略だから仕方ないんですけど。
小越先生：口から飲む経腸栄養も経腸栄養だからな。
ゼン先生：口から経腸栄養剤を飲むことも経腸栄養だと理解さ
れているから、経腸栄養をやっています、という認識なんです
よ。医療者も、企業も。
小越先生：ああ、そうか、広義の経腸栄養だな。
ゼン先生：そうです。広義の経腸栄養は口から経腸栄養剤を飲
むことで、狭義の経腸栄養は経管栄養、です。
小越先生：そうだったな。
ゼン先生：でも、その点については、口から経腸栄養剤を飲む
ことは経腸栄養ではない、経口栄養だ、と明確にしたいと思っ
て活動しています。
小越先生：そのためには経管栄養や tube feeding という用語を
捨てなくてはならないな。
ゼン先生：捨てさせたいんですが、これだけ広く認識されてし
まっていると、なかなか捨ててもらえませんね。ふつうに使わ
れています。これを使わないようにするには 10 年以上、いや、
もっとかかるでしょう。
小越先生：かもしれないな。IVH を TPN に代えるのに 10 年以上
かかったからな。
ゼン先生：でも、まだ、代わりきってはいません。経管栄養と
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tube feeding はもっと時間がかかるでしょう。IVH は、使って
いるのは日本だけだ、という明確な理由がありますが、tube
feeding は、全世界でふつうに使われていますから。
小越先生：そうだな。本当にそうだ。
ゼン先生：一つは、経鼻チューブや胃瘻チューブという用語を
捨てさせるべきなんですよ。体内に入れる、いわゆる管は、tube
ではなくて catheter なんです。
小越先生：tube ではなくて catheter か。なるほど。
ゼン先生： tube を catheter に代えると、チューブフィーディ
ングをカテーテルフィーディングにしなければならないので、
言いにくいじゃないですか。

↑企業プレゼンです。7 社が協力してくれました。ジェイエムエ
スとニプロは、新しい経腸栄養投与ラインの接続について。5 社
は経口栄養サプリメントについて、でした。プレゼン後、企業展
示会場は非常ににぎわっていました。ご協力ありがとうございま
した。

↑時間が押していたので、時間調整のために企業プレゼンの後に
企業展示会場へ行ってもらう時間を短くするという選択肢もあり
ましたが、それでは展示してくれている企業に申し訳ありません。
私の持ち時間を 15 分削って、辻褄を合わせました。30 分の持ち
時間を 15 分にしても印象深い講演をすればいいのですから。で
も、スポンサーのニプロさん、ごめんなさい。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：カテーテルフィーディングはおかしいだろう。静脈
栄養のカテーテルは、チューブとは言わない、カテーテルなん
だから、ややこしくなる。
ゼン先生：その通りです。A.S.P.E.N.は、oral nutrition と
enteral nutrition を明確に区別しています。そこを導入した
らいいと思いますが。
小越先生：外国ではこうなんだから、というのは割と力がある
からな。
ゼン先生：こういうことも、いろんなリーダーたる人がもっと
考えて欲しいと思っています。
小越先生：それはそうだ。しかし、話を元に戻すけど、どうし
て静脈栄養が始まると NST は終了になるんだ？
ゼン先生：一つは、NST 自体の問題だと思います。静脈栄養を高
いレベルで管理できる能力がない NST が多いんじゃないでしょ
うか。NST に静脈栄養について相談しても、自分達以上のこと
をしてくれるのではない、ということなんじゃないでしょうか。
小越先生：確かになあ。自分達が静脈栄養を実施する時、NST
に相談したらもっと有効な静脈栄養が実施できる、ということ
になれば相談するけど。そうじゃないんだったら、これだけキ
ット製品が発達していると、NST に相談しなくてもそれなりの
静脈栄養は実施できる、と思うんだろう。
ゼン先生：そういう意味では、企業にも責任の一端はあります
ね。諸外国では、日本のようにビタミンも微量元素も配合され
た TPN キット製品はありませんから。
小越先生：企業に責任を押し付けるのはよくないと思うけど、
しかし、それも一つの要因であることは間違いない。
ゼン先生：申し訳ないけど、それも理由の一つです。
小越先生：それから、NST に相談してくれるような考えを持っ
てくれるにしても、NST の管理栄養士に、どれだけ、静脈栄養
の管理能力があるか、そこが問題だな。
ゼン先生：その通りです。申し訳ないんですが、本当に高いレ
ベルで静脈栄養を管理できる管理栄養士が、どれだけいるか、
そこも問題だと思います。
小越先生：しかし、NST のメンバーに薬剤師がいるじゃないか。
ゼン先生：薬剤師ですか。薬剤師も静脈栄養管理レベルはそれ
ほど高くないと思いますし、高いレベルで管理できる薬剤師も
少ないと思います。それに、薬剤師がどこまで栄養管理に興味
があるのか、それも問題なのかもしれません。
小越先生：薬剤師の教育に栄養はあまり入っていないのか？
ゼン先生：そうかもしれません。私の講義も必須ではありませ
んから。静脈栄養についてきちんと理解している薬剤師はかな
り少ないと思います。
小越先生：そうか。薬剤師が静脈栄養を管理できないのか、そ
れはつらいな。
ゼン先生：本当は、NST の医師がちゃんとできたらいいんですが。
小越先生：その通りだ。医師だよ。医師には TNT で教育してき
たじゃないか？
ゼン先生：あれで静脈栄養が管理できるようになるはずがない
でしょう。それに、TNT は静脈栄養についての教育は非常に少
ないですから。私がやっていた頃の近畿地区では、追加で静脈
栄養について話をしていました。
小越先生：確かに TNT のプログラムは、アボット社のものだか
ら、経腸栄養が中心だったなあ。
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ゼン先生：そうです。それに、TNT は、受講後、がんばって勉強
してください、という意味の教育ですから。NST のディレクタ
ーとなる方々は、もっとがんばらないといけないでしょう。
小越先生：NST の責任者になる医師は、臨床栄養に詳しいから、
ということではなくて、院長に任命されたという人が多いんだ
ろう？
ゼン先生：そうなんじゃないでしょうか。だから、ある意味、
栄養管理だから管理栄養士にまかせる、そういう雰囲気がある
と思います。
小越先生：表現は悪いけど、自分は栄養管理についてそれほど
勉強していない、自信がない、だから、管理栄養士にまかせる、
だから経口栄養中心になってしまう、という意味だな。
ゼン先生：そう思います。看護師だって、私が留学していた頃
の NST の看護師は、静脈栄養の管理の中心でした。カテーテル

↑情報交換会です。参加者は 87 名。いい雰囲気です。横にはポス
ターが展示されています。食事しながら、お酒などを飲みながら、
リラックスして議論しよう、という目論見です。

↑抄録集に、抄録とポスターを掲載していますので、実際のポス
ターは A3 サイズにしています。敦賀の林くんは、りっぱな大きな
ポスターでした。目立つポスターでした。参加者の投票によって
最優秀ポスターを決めたのですが、どのポスターだったのか？後
日報告します。西口くん、議論する時に『割り箸』で指すなよな。
割り箸は指示棒ではないんだから。

↑ポスターセッションの様子です。意見交換もやりやすい雰囲気
ですよね。食事しながら熱心にポスターに見入っている方もいま
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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の管理やドレッシング管理をきちんとやっていました。日本の
NST の看護師は、どうしても胃瘻なんかの管理が中心ですよね。
小越先生：確かに。NST の看護師で静脈栄養の管理についてき
ちんとわかっている人は非常に少ないな。
ゼン先生：だからといって、輸液ラインの管理やカテーテル感
染については感染管理認定看護師が診る、という雰囲気の施設
が多いのですが、その看護師たちは静脈栄養については理解度
が低い。それに、失礼な言い方になると思いますが、本当に輸
液ラインやカテーテル感染について理解できているんでしょう
か。
小越先生：そういう発言をすると、また、いやがられるぞ。
ゼン先生：それは仕方ないと何度も言っていますよ。でも、こ
れが現実です。
小越先生：とにかく、いろいろな条件が重なって、日本の NST
は静脈栄養をきちんと管理しない、できない、そういう雰囲気
がある、ということだな。
ゼン先生：そうです。だから、リーダーズでそういう管理がで
きる医療者を増やしたいと思っているんですよ。

第６４回

↑木暮ファミリーです。公立藤田総合病院の 3 人と、木暮君の同
門、常盤病院の神崎先生です。会津の銘酒が 4 升も情報交換会に
出されていました。情報交換会が終わってからの写真ですが、全
部空っぽでした。ポスターセッションのディスカッションも、和
気藹々の中で鋭い議論が行われていました。

【今回のまとめ】
1. 第 9 回リーダーズ学術集会は、参加者数はそれほどではなかったのですが、議論としては有意義であったと
思います。会長の木暮先生、本当にご苦労様でした。次回は 9 月 22 日、23 日に神戸で開催します。
2. 座長と司会は違う、そこをもう少し考えると、学術集会としてのレベルが上がるはずです。座長は会場全体
を誘導するくらいの進め方をしてください。
3. もともとの NST は静脈栄養を安全かつ有効に実施するために組織されました。しかし、今の日本の多くの
NST は、静脈栄養をきちんと管理できているのでしょうか。そこは問題です。
4. 静脈栄養になったら NST の対象から外れる、これは適正な NST 活動ではないと思います。さらに経腸栄養
も減ってきている、由々しき問題です。経口栄養を管理するのが NST、ではありません。
5. 静脈栄養と経腸栄養を駆使した栄養管理を実施しながら経口栄養に移行する、これを的確に実施できるのが
本来の NST のはずです。そうして、それは Medical Nutritionist の集団です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

