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『ボランティア的 NST 活動をしていた頃の気持ちを思い出そう』
ロシアのウクライナ侵攻が続いています。
全世界にいろいろ悪い影響が出ています。戦
争、侵略、これは第二次世界大戦前の考え方。
理解できない。北朝鮮のミサイル発射。そん
なことに金を使わず、コロナ対策もしなさい
よ。世界中のリーダー達に「ミサイル、戦闘
機や戦車の費用を国民の幸せのために使いな
さいよ」と言いたい。日本は平和ぼけ？いい
じゃないの。平和が一番大事です。
知床での観光船沈没事故。本当に悲惨な事
故が起こってしまいました。しかし、100m 以
上の深海に潜れる飽和潜水やその沈没船を引
き揚げる技術に感動しています。もちろん、
こういう人災が起こらないようにしなけれ
ば！
マスクについての新しい指針が発表され、
いよいよコロナ感染も新しい段階へ入るとい
う感じ。4 回目のワクチン接種が始まり、私
も高齢者なので 6 月に受けます。感染予防に
はならないそうですけど。もうすぐ堂々と学
術集会を対面でやれるようになる、そう思う
と、前向きになれます。懇親会もやりたい！
ゴールデンウィークは、毎日、研究室でう

↑山梨の飯島さんが送ってくれた富士山の写真です。きれい！河口湖大石公
園、本栖湖、芝桜祭りです。雄大な景色。写真もきれいだけど、実際に見たい。
山梨県の人たちは幸せだなあ、うらやましい！今回も、最初のページには富士
山のきれいな写真を掲載します。

ろうろしていました。毎日いつもの時刻に起きて大学へ来ました。何をした？いろいろです。5 月 2 日の月曜日はふつう
に千里金蘭大学の食物栄養学科で臨床医学の講義をしました。
5 月 13 日には関西栄養管理技術研究会の世話人会。11 月 12 日に開催する第 25 回研究会の開催概要の検討。看護師さん
達の興味は診療報酬改定に対する対応。病院の運営を考えていることがよくわかりました。テーマは「栄養管理を見直そ
う－診療報酬改定も考慮しながら」となりました。会場での開催です。
5 月 14 日は「第 20 回 PEN 入門セミナー

明日から輸液・栄養に自信がつく！」が淀屋橋駅の近くの AP 大阪で開催され

ました。現地開催、約 30 人が参加。第Ⅰ部は講義「栄養管理の基礎、栄養評価」「経腸栄養の基礎：投与経路、栄養剤処
方、管理」「静脈栄養と処方設計」、第Ⅱ部は症例検討とハンズオン（大塚製薬工場がラコール半固形の投与方法、オリン
パスが PEG、メディコンとニプロが PICC）。私はニプロの
PICC を担当しました。4 人から 6 人のグループに分かれて
のハンズオン。ニプロ PICC では IP エコーを 1 人 1 台使っ
て実践。講師が 4 人、マンツーマンで約 50 分。吉川先生、
北出先生が IP エコーと PICC を丁寧に教えていました。も
ちろん、私も。相当ためになったはずです。さらに、私の
著書「PICC ナビゲータ」をプレゼント。参加費が 1000 円
なのに、この本は 1 冊 3200 円＋税、儲けたね！しかし、プ
レゼントしたのはニプロ PICC の受講者だけだったので、メ
ディコン PICC 受講者から「もらっていない」とのクレーム。

↑PEN 入門セミナーです。講義が 90 分。誰も居眠りしてなかっ
たんじゃないかな。症例検討、PEG の手技、半固形の投与方法、
などに加え、エコーガイド下 PICC のハンズオンがありました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑PEN セミナー。左上は症例検討、右上は PEG。小人数なので、
効果的なセミナーです。下 2 枚はニプロ PICC のハンズオン。一
人 1 台の IP エコーなので、いろいろ試しています。とにかく、
使ってみると IP エコーの意義がわかるはずです。

第１０２回

↑ニプロ PICC のハンズオン。北出先生と吉川先生が手取り足取
り教えています。私は、右下の写真のように、左上腕、尺側皮
静脈をエコーの練習のために提供しました。

ニプロ PICC のテキストだからね、でした。メディコン PICC
は PICC 挿入の VR を見せていました。すごいけど、なんか、
めまいがしそうでした。
5 月 20 日には東京へ。虎ノ門ヒルズで開催された日本小
児外科学会（会長：日本大学の越永従道教授）に参加。ニ
プロの展示会場で R3 ポートとニプロ IP エコーの解説をす
る、それだけ。ニプロのブースに来てくれた方々に、細か
く、R3 ポートを開発した意味、ニプロ IP エコーの使い方
などについて実践解説をしました。自分が開発した製品で
すから力も入ります。主催講座の日大の上原先生に喜んで
いただきました。久しぶりの東京は、コロナ問題なんて終
わったかのような賑わいでした。マスクはしていましたが、
みなさん、のびのびと生活しているように感じました。新
幹線も結構混んでいました。
5 月 22 日は大阪大学旧第一外科の同門会、汲泉会。3 年
ぶり。会場＋オンライン。大学内での開催だったので私は
会場へ。会場参加は約 50 人、オンライン参加は約 40 人だ
ったそうです。いろいろ写真を撮りました。例年のように
第一外科のネクタイを締めて行ったのですが、今回は大学
のロッカーに赤ネクタイを置いていなかったのでグリーン

↑虎ノ門ヒルズで開催された日本小児外科学会、日大の越永従
道教授が会長。写真は撮っていないのですが、ビデオでの紹介
がホームページに。そのビデオを写真に撮りました。上原先生
が事務局としてがんばっておられました。会場の参加者は、何
人だったか、知りませんが、会場、展示会場はこんな感じ。ラ
ンチョンセミナーのお弁当は、こんなにたくさん余っていまし
た。だから、私もこの会場に入って、お弁当をいただきました。

ネクタイ。御年 90 歳になられた川島先生を囲んで、赤ネクタイを中心として記念写真を撮りました。心臓血管外科教授に
就任された宮川繁教授の講演を拝聴し、なるべくしてなったんだ、と実感。これから大活躍されるでしょう。
ゴールデンウィーク中は研究室で孤独に過ごしたので、仕事に疲れたなあ、という感じで気分転換にフェイスブックを
いろいろ見ました。「知り合いかも」で知り合いを見つけ、たくさん友達申請をしました。リーダーズや Medical
Nutritionist セミナー、JANVIC などの情報発信をしたいので、友達は多いほうがいいと思ったのです。友達申請した方の
ほとんどは承認してくださいました。いろいろ情報発信します。よろしくお願いします。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、5 月も終わります。5 月病にはならなかったよ

ゼン先生：よろしくお願いします。

うなんですが、なんか、気合が入りません。

小越先生：他にはないのか？

小越先生：いい季節になったじゃないか。

ゼン先生：研修医向けの静脈栄養と経腸栄養のセミナー、PEN 入

ゼン先生：そうですね。でも、いい季節だと思っていたら、すぐ

門セミナーが開催され、会場に約 30 人が参加しました。参加者

に暑くなるでしょう？

数は最初から制限したので少なかったのですが、かなり有意義

小越先生：そうだな。春が短くなったな。

だったと思いました。

ゼン先生：本当にそうです。コロナ患者も減らないし、ロシアの

小越先生：へええ。有意義だった、か。

ウクライナ侵攻も続いているし。

ゼン先生：講義でも居眠りしている受講者はいなかったと思い

小越先生：本当だ。ウクライナ問題はもう 3 か月が過ぎたんだ。

ます。

ゼン先生：ウクライナの人たちがかわいそう、そうとしか言え

小越先生：世話人の君たちのほうが居眠りしていたんじゃない

ません。

か？

小越先生：どうなったらこの問題は片付くんだろうな。

ゼン先生：弁当を食べた後だったので・・・多分、居眠りはして

ゼン先生：片付くどころか、世界的な問題になってきています。
小越先生：困ったもんだ。平和、平和って言ってきたのは、砂
上の楼閣だったような感じだ。
ゼン先生：確かにそうですね。何もできない、無力さを感じま
す。
小越先生：無力か、そうだな。無力だ。なんか、明るい話題は
ないのか？
ゼン先生：福井県立病院の栗山先生が本を出版されました。
小越先生：お、それは明るい話題だな。NST で栄養管理専門の
医師として長年活躍してきたんだから実践に即した内容なんだ
ろう。

↑東京で焼肉を食べました。ハサミがあるのはなぜ？昨年の 12
月から前歯の治療中。前歯が仮歯なので、噛み切るのが不安なの
です。だから、小さくしたものを奥歯で噛むのです。こんな小さ
な肉も、ハサミで半分に切って食べました。もう半年も治療が続
いています。いつ治る？

ゼン先生：まだ読んでませんが、きっとそうなんでしょう。たく
さんの人に買って、読んで欲しいですね。
小越先生：そうだな。オレからも強く推薦しておこう。
ゼン先生：私が 2 月に「PICC ナビゲータ」を出版した時は「そ
うだな、応援しているよ」と軽い感じだったのに、栗山先生の
本は「オレからも強く推薦しておこう」ですか。なんか、応援
の仕方が違うように思うんですが。
小越先生：それは君の「ひがみ」だ。栗山先生は単著の本は初
めてだろう？応援したいんだよ。だから、「オレからも強く推
薦しておこう」が自然に出てきたんだ。ひがむなよ！
ゼン先生：わかりました。
小越先生：臨床栄養の領域が右肩下がりなんだから、本当、明
るい話題だと思う。
ゼン先生：そうですね。前回話題にした脂肪乳剤の本ですが、出
版してもらえるようになりました。
小越先生：そうか。それはよかった。それも明るい話題だ。
ゼン先生：ありがとうございます。
小越先生：出版されたら、また、その時に話題にしよう。応援
する、と言ってやろう。

↑どこへ行っても、ゼン先生の栄養管理講座のための資料集め。
JR 新橋駅で降りて、鉄道唱歌の碑を見に行きました。
「汽笛一声
新橋を・・・」です。この鉄道唱歌は、全 5 集、334 番までの歌
詞があるのだそうです（もっとたくさんあるとの説もあるらし
い）
。作詞者の大和田建樹は、愛媛県宇和島市の出身です。JR 宇
和島駅にも鉄道唱歌記念碑があります。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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いません。ハンズオンではニプロの IP エコーと PICC の指導を

きない人もいるだろう。

しました。

ゼン先生：そうでしょうね。オンライン参加はできますが、仕事

小越先生：IP エコーはエコーガイド下静脈穿刺の指導に最適だ

を休めない人が多いんじゃないでしょうか。

ろう？

小越先生：そりゃそうだ。しかし JSPEN はもう 37 回か。君が

ゼン先生：ひとり 1 台を使わせて、50 分間、シミュレーション

会長をしたのは第 30 回だから、7 年も経ったんだ。

したので、相当、有意義だったと思います。吉川くん、北出く
んが熱心に指導していました。
小越先生：二人とも教えるのも上手だし、熱心だからな。
ゼン先生：私の著書「PICC ナビゲータ」を一人ひとりにプレゼ
ントしました。
小越先生：それは太っ腹だな。
ゼン先生：ニプロ PICC のハンズオンセミナーのテキストとし
て、です。
小越先生：全員がニプロのハンズオンを受講したのか？
ゼン先生：半分以上はメディコンの PICC ハンズオンでした。
小越先生：メディコンのハンズオン受講者にも本をプレゼント
したのか？
ゼン先生：それはダメでしょう。ニプロのハンズオンのテキス

↑大阪大学旧第一外科同門会。左上は先先先代の川島先生。90 歳
です、お元気です。上中は先先代の松田先生。相変わらずシビア
な意見を言っておられました。右上は先代の澤先生。相変わらず
アクティブです。左下は呼吸器外科新谷教授、その隣は心臓血管
外科の宮川教授、その隣は小児外科の奥山教授です。来年の小児
外科学会会長です。下右は同門会会長の大口先生です。

トとしてですから。
小越先生：メディコンのハンズオン受講者から文句が出たはず
だ。そうだろう？
ゼン先生：実は、そうなんです。まあ、仕方ないでしょう。
小越先生：仕方ないといえば仕方ないけど・・・。
ゼン先生：5 月 20 日に東京の虎ノ門ヒルズで開催された小児外
科学会でも IP エコーと R3 ポートの企業展示のお手伝いをしま
した。日大の小児外科の上原先生から呼ばれたような感じなん
ですが。
小越先生：そのために東京まで行ったのか？わざわざ。
ゼン先生：そうです。久しぶりに東京へも行きたかったし。IP エ
コーを実際に穿刺する雰囲気で見てもらいながら、R3 ポートも
構造について開発の意義を説明したりしました。
小越先生：まあ、開発者が説明すると重みが違うだろうけど。
ゼン先生：そうですね。R3 ポートはカテーテルがシリコーンな

↑同門会が終わってから、集まって記念写真。高齢者ばかりです。
下の写真の宮川教授と新谷教授以外は、全員、60 歳以上です。中
央の川島先生が 90 歳ですからね。松田教授は 80 歳です。だか
ら、私でも、まだ、若手なのです。

のでエタノールロックができること、内室の構造が特殊なので
脂肪乳剤が溜まらないことを説明しました。なるほど、と理解
してくれましたが、小児外科は、まだ CV ポートを使う症例が
少ないので、どれだけ普及するかはわかりませんけど。
小越先生：地道に広報していくことだな。ところで第 37 回の
JSPEN が開催されるんだろう？
ゼン先生：そうです。5 月 31 日と 6 月 1 日です。火曜日と水曜
日です。
小越先生：例年は木曜日と金曜日だったんじゃないか？参加で

↑左の写真は、第一外科の赤ネクタイの 3 人。いつもは、私も赤
ネクタイなのに、今回はグリーンの第一外科ネクタイ（デザイン
は同じ）
、非常に残念でした。右は、福井大学第二外科の教授に
なられた福井伸哉先生です。研修医の時、ちょっと指導させてい
ただきました。平成 10 年卒です。私の後輩なので、よろしくお
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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ゼン先生：そうですね。早いですね。
小越先生：もう君も過去の人になってしまったなあ。
ゼン先生：本当、すっかり過去の人です。
小越先生：学会場には行くのか？横浜だろう？
ゼン先生：行きます。観光を兼ねて。
小越先生：観光を兼ねて？不真面目だ。
ゼン先生：でも、ハイブリッド開催なので、アーカイブ配信があ
るんです。最大限利用しなくては。せっかく鎌倉へ行くんです
から。
小越先生：鎌倉？学会場は横浜だろう？
ゼン先生：あ、ばれましたね。大河ドラマの「鎌倉殿の 13 人」
の舞台なんで、鎌倉観光をしようと目論んでいるんです。
小越先生：まあいいだろう。次号は鎌倉特集にするんだろうな。
ゼン先生：はい。その予定です。
小越先生：抄録は読んだのか？
ゼン先生：パラパラっとですが。
小越先生：気になる抄録はあったのか？
ゼン先生：いろいろありましたが、細かく指摘すると、JSPEN を
批判することになるので・・・。
小越先生：今更、そんな気遣いをする必要はないだろう。
ゼン先生：まあそうなんですが。
小越先生：言っちゃえ、言っちゃえ。それも、この臨床栄養の
領域を刺激するためには必要なことだ。
ゼン先生：そうですね。NST フォーラムの抄録なんです。

↑病棟の廊下で、ベッドサイドで、いろいろ議論しながら栄養回
診をしています。私は、一応、ディレクターとして、看護師、管
理栄養士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士の、それぞれが得
意としている領域の知識・経験を引き出すべく、いろいろ話をし
ながら回診しています。豆知識、笑い話、医療に関係ない話、な
どなど、和気あいあいでの回診をするよう、心がけています。

小越先生：タイトルは？
ゼン先生：日本の NST、その発展と MIRAI です。
小越先生：MIRAI？
ゼン先生：これは、会長の飯島先生が創作したテーマが〔「栄養」
ニューノーマル and MIRAI〕だから、でしょう。
小越先生：なるほど。MIRAI か。漢字の未来ではないんだな。
ゼン先生：ローマ字の MIRAI です。
小越先生：まあいいだろう。それで、その抄録はどこが気にな
ったんだ？
ゼン先生：「TPN は NST がなくても、医師、薬剤師、病棟ナー
スにより安全に行われており、本邦 NST は TPN の watching team
という意味合いは欧米より薄かった」です。
小越先生：なるほどと言っていいのかどうか、だけど。
ゼン先生：「本邦 NST は TPN の watching team という意味合い
は欧米より薄かった」は、まあ、いいか悪いかは別として、そ
うだったのかもしれませんが。
小越先生：「TPN は NST がなくても、医師、薬剤師、病棟ナー
スにより安全に行われており」が問題だと言いたいんだろう？

↑東宝塚さとう病院の「栄養回診」です。看護師、管理栄養士、
理学療法士、薬剤師、臨床検査技師と私で回診しているのですが、
コロナ対応で忙しくなって、ここんとこはこの 5 人で回診してい
ます。病棟の看護師さんのレベルが高くなっているので、私は非
常にうれしい。しかし、この病院の患者さんは循環器疾患が中心
なので、水分管理も非常に難しいのです。でも、長期経腸栄養症
例は理事長が胃瘻だな、などと適切な示唆もしてくれているの
で、私としても非常にやりやすいのです。左から、牧野看護師、
吉良管理栄養士、田原理学療法士、岡崎看護師、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：そうです。この認識は甘い。最初からそういう認識で

小越先生：みんな、同じ処方でいいんだ。投与量が減ってビタ

NST 活動をやっていたのか、と思いました。

ミンや微量元素、それから、電解質投与量が減っても、そうい

小越先生：TPN は安全に行われている・・・本当か？

うことも考えないんだ。

ゼン先生：そんなことはありません。安全に行われている、より

ゼン先生：その通りです。考えなくても TPN はちゃんとできて

も、行わないようにしている、ですよ。

いると思っているんでしょう。本当、困ったもんです。経口摂

小越先生：確かに、TPN をできるだけ減らそう、が NST の一つ

取サポートチームとして活動するんだったら、医師、看護師、

の目的だったな。

薬剤師、管理栄養士の 4 職種で回診する必要はないでしょう。

ゼン先生：それは否定しません。そもそも、TPN の適応を広げ

小越先生：そうだな。優秀な管理栄養士がいたら、一人で十分

すぎていた、これは間違いないので。経腸栄養が適応の症例に

だ。それで、入院栄養食事指導料を算定するほうが効率もいい。

も TPN が実施されていた、これも間違いありません。しかし、

ゼン先生：そういうことになりますね。やっぱり、NST は、静

一方では、TPN の適応であり、TPN を適正に実施していればも

脈栄養と経腸栄養、それと経口栄養を駆使した、トータルな栄

っと栄養管理の効果が得られた症例も多かったはずなんです。

養管理をサポートするチームとして活動する必要がある、それ

小越先生：確かに、その通りだ。

が基本です。まあ、経口摂取サポートチームが日本的だという

ゼン先生：経腸栄養を積極的に実施しようと動いた、それはい

なら、それはそれでかまいませんけど。

い傾向だと思います。しかし、TPN を否定する方向に動いてし

小越先生：君は、今、東宝塚さとう病院で栄養回診をやってい

まった、そこが問題なんです。TPN を実施すればいいのに、TPN

るんだろう？

を実施しなければならなくなったら NST としては敗北、そんな
傾向も出ていたようですから。
小越先生：必要な症例に対して TPN をやらなくなってしまって、
その結果、適切な栄養管理ができなくなった、そういうことだ
な。
ゼン先生：もう一言付け加えると、NST がレベルの高い TPN を
実施できていない、ですね。
小越先生：なるほど。今は、NST に相談しなくても、キット製
剤を使えばそれなりの TPN が実施できる。
ゼン先生：それから、〔経口栄養、経腸栄養を中心に、「食べて
直す（治す）」を見据えた NST としてスタートした。〕とも書
かれているんです。
小越先生：だから、例の環境感染学会の教育ビデオで、研修医

↑栗山先生の本です。〔医師 1 年目からの〕となっていますが、
どなたにも役立つ本ですので、よろしくお願いします。それに便
乗して、私の PICC ナビゲータもよろしくお願いします。

が「三郷さん、食事が摂れていないんですが NST に相談しまし
ょうか」というと、教授が「口から食べられないんだろう。NST
に相談するより CV 入れよう」という会話になるんだな。
ゼン先生：そうです。だから、NST は「経口摂取をサポートす
るチーム」という考え方で受け止められるようになっちゃった
んです。
小越先生：それでよかったのか？
ゼン先生：よくないですよ。だから、静脈栄養が疎かになってし
まったんです。
小越先生：NST に相談しなくても TPN はできてる、と思ってい
るんだな。
ゼン先生：エルネオパ NF を適当に投与しておけば、それで十分
と思っているんでしょう。

↑さらに、さらに、栗山先生の本に便乗して，私の著書 2 冊を紹
介します。毎回、こうして掲載したら読もうと思う人が出てくる
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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ゼン先生：1 週間に 1 回ですけど、やっています。

ゼン先生：福井県立の栗山先生も、院長の理解があるから、と言

小越先生：経口摂取サポートチームなのか？

っていました。

ゼン先生：違います。静脈栄養を実施しながら経口摂取を進め

小越先生：大事なことだな。NST 加算の症例数も大事だけど、

る症例も多いんですが、食事摂取量が増えたら、病棟の看護師

やっぱり、NST 加算が診療報酬として認められていなかった頃

さんから「NST 対象から外してもいいですよね」と言ってきま

の、患者さんのために NST として活動しよう、その原点に戻っ

す。

てみることが大事になっているんじゃないか？

小越先生：へええ、NST のオリジナルの活動内容だな。

ゼン先生：なんか、そんな気がします。NST 加算が認められた、

ゼン先生：私が栄養回診を始めてもう 9 年になります。始まり

それはそれですごいことだと思いますが、加算申請数が優先さ

も、私が栄養回診をやろう、と言ったんじゃないんです。看護

れて、栄養管理の内容が二の次になっているんじゃないでしょ

師の岡崎さんが、病棟で栄養障害の患者さん、栄養管理で苦労

うか。

している患者さんがいるから、一緒に回診してくれませんか？

小越先生：そんな発言をしている NST もいたな。

と言ってきて、栄養回診を始めたんです。最初は管理栄養士と

ゼン先生：本来の NST 活動を始めた時の気持ちを忘れないよう

3 人だったんですが、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士が加わ

にしないといけないと思います。

って、チームとして回診するようになりました。

小越先生：そういう意味で、オレは JSPEN で NST プロジェク

小越先生：日本で NST 活動が始まった頃の、ボランティア的活

トを始めたんだが、なんか、ちょっとずれてきているような感

動だな。栄養は大事！その認識で始まった、原点だな。

じもある。しかし、オレは、静脈栄養もきちんとしなければな

ゼン先生：そうです。それに伴って、病棟の看護師さんの認識、

らない、その考えで活動するのは当然だと思っていたけどな。

知識、経験、すべて、レベルアップしました。私が「こうしよ

ゼン先生：そうですよね。私は、阪大の IVH 研の時はもちろん

う」と言う前に、経腸栄養なら、こういうスケジュールがいい

TPN 中心でしたが、Duke 大学の Nutrition support service で活動

と思います、という感じで提案してくれるようになりました。
小越先生：へええ、それはすごいな。
ゼン先生：栄養管理は大事だ、という認識が定着しているんで
す。
小越先生：NST 加算はとっているのか？
ゼン先生：いえ、とっていません。スタッフが加算を申請できる
資格がないんです。
小越先生：それは残念なんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれませんが、加算をとるための手続きな
どを考えると、加算を申請しなくてもいい、そんな感じのよう
です。
小越先生：治療の一環として、栄養管理の重要性が定着してい
る、そう思っているんだろうな。
ゼン先生：理事長が阪大第一外科で、一緒に仕事をした仲です
し、栄養の重要性を理解しているので、活動がスムーズにでき
るんだと思います。やはり、病院のトップの認識は大事ですね。
小越先生：それは、君の仲良しの田中くんが勤務している鹿屋
の池田病院も同じような雰囲気なんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。池田院長は熊本でのリーダーズにも参
加してくれましたし、本当に田中先生の NST への思いを後押し
しているんですよね。あの病院の規模で、あれだけの管理栄養
士を抱えているって、すごいですよ。
小越先生：それはすばらしいことだ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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していた時も、PN と EN 中心に栄養管理をするのが
NST だと思っていました。TPN と EN で栄養状態を改
善し、維持しながら、経口栄養へと進める、それが NST
活動の原点だと思います。
小越先生：そうだよ、PN・EN なしで、経口栄養で十
分に栄養状態を維持できるようになれば、NST の対象
からはずし、あとは、病棟の看護師さんや主治医、管
理栄養士にまかせる、そういう体制が本来の NST だ
よ。
ゼン先生：そうですよね。PPN もうまく使うことが大
事です。
小越先生：確かに、TPN と PPN をうまく使うことだ
な。
ゼン先生：なんか、JSPEN の NST に対する考え方は、
「NST はうまくいっている、適切な栄養管理ができて
いる、どの病院でも NST が活動している」ばかりで、
「困っている、こんな問題がある」を認めていないよ
うに思うんですけど。
小越先生：なるほどな。君は、現状をきちんと把握し
て、それにどう対応するかを考える必要がある、と言
いたいんだな。
ゼン先生：そうなんですけどね。まあ、私はもう、部外
者だから、こうして、先生に愚痴を聞いてもらっている
だけなんですよね。
小越先生：いくらでも聞いてやるから、君なりの活動を
しなさい。応援しているからな。

【今回のまとめ】
1. ウクライナ問題は相変わらずです。悲惨な状態が続いています。その影響がいろいろな所に出てきていま
す。世界中が戦争の準備をしています。その知識、考え方、お金を平和のために使ってくださいよ。
2. コロナ問題は、光が見えてきたように思います。インフルエンザと同じような対応でよい、となって欲し
い。対面での学術集会ができるようになります。懇親会もやりたい！
3. PN がきちんと管理できない NST は、NST ではない。レベルの高い PN が実施できるようにならないと、NST
には相談もしてくれないんじゃないでしょうか。
4. 経口栄養、経腸栄養はもちろん大事です。しかし経口栄養ができない患者さんはどうするんですか？それ
こそが NST が関与するべき患者さんです。NST に対する考え方、NST 加算が認められる前の、ボランティ
ア的に活動してきた時の気持ちに戻って考えてみましょう。
5. 8 月 6 日、7 日の第 4 回 Medical Nutritionist セミナーへの参加をお待ちしています。NST 活動の原点に
ついても一緒に考えましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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