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『NST 加算のおかげで NST が多くの病院に設立されて、
栄養管理レベルが上がった？』
栄養管理レベルが上がった？』
毎回、同じような話から始まるような気がしているのですが、9 月もあっという間に過ぎ、10 月になってしまいました。
夏の名残を惜しんでいるうちに 9 月が過ぎ・・・ということなのでしょうが、そんなことを考える余裕もなく 9 月が終わ
ってしまいました。やはり、ESPEN に行ったために 9 月が過ぎていくスピードを速く感じるのでしょう。本当、スイスの
ジュネーブから帰国したら、週末には『PEG・在宅医療研究会』があり、そのまま近畿地区の第 40 回 TNT で 2 日間を費や
し、翌週は第 9 回大阪 NST 研究会で講演し、次の週は JSPEN 四国支部会へ行き、それで 9 月は終わり。本当、あっという
間に過ぎてしまった、のです。
ESPEN って、European society for clinical nutrition and metabolism の略です。日本の JSPEN が Japanese society
for parenteral and enteral nutrition、アメリカの A.S.P.E.N.が American society for parenteral and enteral nutrition
なのですが、ヨーロッパの ESPEN は、略語はそのままにして本名を変えた、そんな感じです。静脈栄養と経腸栄養に限ら
ず、もっと栄養学、特に代謝に重点をおいた活動にしよう、という意図なのでしょう。日本の JSPEN もそういうことを考
える時期かもしれません。広く浅く栄養管理全般についての活動になってきていますが、他の臨床栄養関連学会との活動
内容の違いを明確にするために、逆に、静脈栄養と経腸栄養にもっと焦点を置いた活動にするか、変革が必要になってき
ているような気がします。話は変わりますが、ESPEN と JSPEN には（.）がないのですが、A.S.P.E.N.にはあります。なぜ？
いろいろ考えてみたのですが、アメリカには、有名なスキー場がある ASPEN という街があるので、それに対して A.S.P.E.N.
としたのかな？と思っているのですが、どなたか、知っている人、教えてください。
今回の ESPEN は、当研究室の須見、井上、井上、3 人ともポスター発表になったので、大挙して？スイスのジュネーブ
へ行くことができました。発表がないと、なかなか行けません。私もこの年になっても、まだ、発表しているのです。関
空発のルフトハンザ航空。ドイツのフランクフルトで乗り換えましたが、ルフトハンザ航空のパイロットがストをしてい
る、ということで、関空ではフランクフルトからジュネーブまでのチケットがもらえず、フランクフルト空港でうろうろ
させられ、長いこと待たされ、不快な思いを味わいました。本当、あっちへ行け、こっちへ行け、という感じ。空港内を
しっかり歩かせていただきました。日本人は本当、いい人ばかりですよ。最後にチケットをもらうサービスカウンターで
10 人以上が並んで待っていたのですが、そこに中国の方が割り込んでこられましてね。まわりからブーイングなのに、堂々
と『私は急いでいるんだから』みたいな感じで、堂々と割り込んできました。悪いけど、聞いた話では、中国の方々に、
並んで待つという考え方というか習慣はないようです。本当、日本人はすばらしい、実感しました。とにかく、チケット
をもらって、予定通り、ジュネーブへ到着することができました。
ジュネーブは高地だから寒い？という予想だったのですが、全然寒くない。着る物としては冬用の準備もして行ったの
だけど、誤算でした。ブレザーは一回も着ませんでした。到着してすぐの晩飯はホテルのレストランで。早速のチーズ料
理。チーズフォンデュ？もちろん、私は食べません。
・・・こういうことを細かく書いていたら、今回のスペースがなくな
ります。ジュネーブでお伝えしたいのは、予想より暑かった、日差しが強かった、物価が高かった、土曜日と日曜日はホ
テルのレストランも休みだった、チーズ料理は食べたくなかったから食べなかった、でも、それなりに思い出深い街だっ
た、ということでしょうか。レマン湖クルーズはのんびりしてよかったですよ。噴水も、観光として見ないといけないと
いうことで見ましたが、話のネタにはなります。首都ベルンへ汽車で行きましたが、なかなか味わい深い汽車旅行で、旅
してる、という感じを味わうことができました。日本の新幹線は速いし、時間が計算できるし、安全だし、きれいだし、
と思うけど、旅している、という味わいはあまりないな、と思いましたね。ベルンの街もなかなかよかったし、おみやげ

↑左は飛行機から撮影したレマン湖の噴水。右は遊覧船の上から
撮影した噴水。140m の高さで、100 年以上の歴史があるとのこと。
100 年以上前にこんな噴水を作る？なんで？なんのために？そん
な気もしましたけど、一度は見るべきでしょうね。レマン湖は広
いけど、琵琶湖の方が広いのですよ。

↑ルフトハンザ航空のサービスカウンター。この日はパイロット
のストで、いろいろ不都合があり、あちこちで聞きながら歩き回
らされました。サービスカウンターでの手続きも長かった。本当、
なんとかしてよ、という感じ。チケットをもらうまでに 1 時間ほ
どかかりました。でも、ま、無事チケットをもらって、ジュネー
ブに到着できたからよしとするか、という感じでした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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に A4 用紙よりも大きい１枚チョコレートを 2 枚買って帰ったのですが、これがなかなかのものでした。１枚約 6000 円で、
重さは約 1kg でした。スイスのチョコレートはうまい、という評価をいただきました。学会は？参加者が 3200 名くらいで、
日本からの発表が一番多くて（応募 732 演題のうちの 112 題が日本から。日本人の発表演題は 104 題。）
、中身としては真
新しいことはあまりなくて、座長や講演している人たちの顔ぶれもきまっていて、いろいろ工夫はしていたけど、日本に
取り入れることができる内容はあまりない、そんな印象でした。一つひとつ、細かい点では参考になる、と思ったことも
ありましたが、でも、学会としての規模が違いすぎて、という感じ。それから、ESPEN は参加費が高い。外国の学会に参
加したことのない方は知らないのではないでしょうか。私は約 70,000 円の参加費を払って参加しました。高い！アメリカ
の A.S.P.E.N.も高いんですよ。こういう話は、今回は、ジェフの PEN の原稿に書いてしまいましたので、そちらを参照し
てください。写真も、かなりそっちに出してしまいました（11 月号です）
。

↑チーズフォンデュとラクレットのじゃがいもとチーズ。チーズ
フォンデュはかなり塩っからかった。日本のチーズフォンデュは
いろんなものにチーズをからめて食べるようになっているのに、
本場のはパンだけでした。ラックレットは、食べてませんが、こ
のジャガイモをバターで食べるとじゃがバターとなってうまかっ
た。単純な料理の方がうまい、そう思いました。

↑Singer 理事長の講演のスライドと Singer 理事長。参加者が 3200
人で、参加国は 94 ケ国で、応募演題が 732 で、そのうちの 112 題
が日本から、とのことです。Singer さん、incredible を繰り返し
ていました。すごい！すごい！ということです。しかし Singer さ
んって、おいくつ？私より年上？ま、いいですが。でも、Singer
って、日本語では歌手ですよ。いい名前！

↑ESPEN の参加費。むちゃ高いでしょう。医師は、当日参加費を払
うことにしたら 88,000 円です。看護師も栄養士 60,000 円、参加
できる？そうなんですよ。外国の学会参加費はむちゃ高いのです。
日本は、来年の JSPEN 神戸は 12,000 円にしましたので、安いでし
ょう？大勢の方に来ていただき、満足していただける学会にした
いのです。よろしくお願いします。

↑ラクレット。チーズをアルコールランプで熱したプレートの上
に載せて溶かし、それをふかしたジャガイモにからめて食べるの
です。溶けたチーズが、プレートを斜めにするとじゃがいもの上
に垂れてくるのです。食べなかったけど、残念という気持ちには
なっていません。いいんですよ、なんでも経験してみる必要はな
いのです。日本の料理だけで十分です、私は。

↑ESPEN のお偉方、ということになるのでしょうね。もうおなじみ
の、ユンキスト、ピッチャード、シンガー、マイヤー。でも、そ
ろそろ世代交代なのでしょうね。どの会場へ行っても、彼らが司
会をし、講演をし、という感じでした。日本も、世代交代を考え
るべき時が来ていると思います。そういうことも考えながら、学
会内容を計画しています。40 歳代の活きのいい方々に出てきてほ
しいものです、来年の JSPEN 神戸では。

↑一応、ジュネーブの ESPEN に来たのだから、会長との写真は記
念に撮影しなくては、と思いまして。もう何回も一緒に写真を撮
ってはいますが、私も来年の JSPEN の会長ですから。来年の PENSA
で日本に行くから、と行っておられました。すみませんね、来年
の JSPEN 神戸にお呼びしなくて。右は opening ceremony で演奏さ
れたチェロの弦楽四重奏。私の知っている曲を演奏してくれたの
で、うれしかった、かな。でも、会長の挨拶や理事長の挨拶の間、
ずっと壇上で待っておられたので、待ち時間が長かったですよね、
ご苦労様でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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帰国したのは 11 日、木曜日の朝で、そのまま東宝塚さとう病院へ行って外来をやりました。翌日は、朝から東京のジェ
フのオフィスへ行って来年の JSPEN の打ち合わせ。終わってから世話人会への出席のために聖路加国際病院の聖路加タワ
ーへ。すごいところでした。懇親会はその聖路加タワーで。47 階が会場だったのですが、東京スカイツリーと東京タワー
が両サイドに見えて、夜景がきれいで・・・すごい！研究会の参加者はどのくらいだったのでしょうか。減少気味だと感
じました。PEG、胃瘻の研究会の参加者は、軒並み減少していますからね。東京ステーションコンファレンスで開催された
のですが、PEG の手技を中心とした内容だったのであまり新しい内容はなかった、という感じ。私は、ランチョンセミナ
ーをやり、その他の時間は、いろんな方々と話をしていました。そう、懇親会には御年 102 歳の日野原先生が来られ、長々
と挨拶されました。すごい！102 歳？自分の足で立ってしっかりした声で、よどみない調子で挨拶され、終わったらしっ
かりと食事をしておられました。この原稿が完成する頃には 103 歳になっておられるはずです。いい意味で『化け物』と
言いたい、本当にすごい方です。信じられない！

↑聖路加タワーの 47 階の懇親会会場からの夜景です。上は東京ス
カイツリーが真ん中に見えます。下は東京タワーが真ん中に見え
ます。すごいところです。東京ですなあ。この聖路加タワーのレ
ストラン、デートの場所として最高でしょうね。

↑ジェフコーポレーションの新しいオフィスです。同じフロアに
日本静脈経腸栄養学会の事務所もあります。この移転でいろいろ
もめたのですが、きちんとした事務所になったようです。ジェフ
さんのおかげなんですよね、ほんとうに。来年の JSPEN 神戸の運
営をお願いしているので、よく行きます。新しいオフィスは、さ
すがにきれいですね。

↑聖路加タワーでの懇親会です。左は今回の PEG・在宅医療研究会
の当番世話人の聖路加国際医療センターの増田先生。その右は研
究会会長の上野先生。真ん中は、もちろん、日野原先生。右？や
っぱり日野原先生と一緒に記念写真をとっておく必要があるでし
ょう。年齢差は 43 歳です。本当に、ちゃんと自分の足で立ち、し
っかりした声で、しっかりとあいさつしていただきました。その
後、しっかり食事もしておられました。すごい。本当に、化け物
ですよ、日野原先生は。失礼な表現かもしれないけど、そうとし
か言いようがない。

↑第 19 回 PEG・在宅医療研究会。関西 PEG・栄養研究会の方が歴
史があるのですよ。もうそれは何回も言いましたね。今回もニプ
ロとニュートリーのランチョンセミナーで講演しました。胃瘻の
適応？栄養管理の適応？はっきりいうと、今の胃瘻関係の研究会
や講演会の考え方は間違ってます。胃瘻にフォーカスを置きすぎ
です。胃瘻なんて、単なる通り道、管なんですよ。そこから離脱
できないと、本当の議論はできないでしょう。西口くんに座長を
お願いしたのですが、2 週続けての座長と講師の組み合わせでし
た。写真撮ってないのよね。右はニプロとニュートリーの製品の
紹介です。講演の中で、ほとんど紹介できなかったからです。よ
ろしく！

翌日と翌々日は近畿地区 TNT 研修会。
今回も 40 人が参加されました。
JSPEN の会員を優先的に選択するようにしたので、
ちょっと以前とは違いますが、今回の競争率は 1.5 倍程度でした。2 日間、神戸の西岡先生、近江の辻川先生、伊藤先生、
そして私の 4 人で、ま、楽しくセミナーをやらせていただきました。今回は質問も多く、いいセミナーだったのではない
でしょうか。来年からの TNT セミナーはどうなるのでしょうね。もう収束させる時期になっているようにも思います。
次の週の土曜日は第 9 回大阪 NST 研究会。よくわからないのですが、なぜ、大阪病院機能向上研究会と一緒にやってい
るんだろう（いくらホームページを探しても病院機能向上研究会の情報しかないのです。大阪 NST 研究会ってどこにある
の？）
、と思いながら、相変わらずの調子で講演してきました。そこで演題を聞きながら、NST 活動が始まって普及してい
るのはいいんだけど、そのための問題点がいろいろ出てきているんじゃないかな、と思って今回のテーマを決めたのです。
参加者は約 400 人だそうで、すごいな、という感じ。私の前に講義をした、大阪市立大学の管理栄養士、藤本くんが『私
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のこの講義の後には、井上大先生が控えておられますので前座としてやらせていただきます』と言ってくれました。
『大先
生？』喜んでいい呼称ではないと私は感じました。いろいろ調べてみると『○○大先生というふうに使い、先生と敬いの
言葉を使いながらも実際はからかいのために使われる表現で、いい意味ではない』ということです。
『親しみと尊敬を込め
て呼ぶような場合もあるが、その場合は「おお（大）
」先生と呼ぶ』のだそうです。ま、悪気はないんだろう、と思いなが
ら・・・世の中から煙たがられてきた？そんな雰囲気も最近はひしひしと感じていますし・・・。
24 日には神戸で『第 14 回感染対策指針・実践セミナー』が開催され、神戸大学の荒川先生、平井先生、兵庫医大の竹
末先生に呼んでいただき、カテーテル関連血流感染症予防対策についての講演をさせていただきました。神戸だというこ
とで、川崎病院の方達も聴きに来てくれ、なつかしい話もしました。参加できないから、と手紙ももらったし、メールも
もらったし。ありがとう。写真、送ってちょうだいよ。研究会が終わってからは荒川先生と竹末先生の 3 人で焼肉パーテ
ィ。焼肉って、ゆっくり焼きながら食べるのだと、竹末先生に教えていただきました。うまい焼肉でした。そうして、27
日には愛媛県の松山市で第 6 回日本静脈経腸栄養学会の四国支部会が開催され、特別講演Ⅰのために行きました。ちなみ
に特別講演Ⅱは足立先生。今回の会長は愛媛大学医学部附属病院栄養部部長の利光さん。気配りの行き届いた、すばらし
い学会運営だったと思います。本当、やるな、すごいな、という感じ。支部会の会長を栄養士さんがやるのは初めてだ、
と思っていたのですが、そうブログに書くと、最初に管理栄養士が学会長をやったのは岡山大学の坂本さんだ、という指
摘を受けました。気づきませんでした、すみません。それにしても、いい学会でした。小林先生、恩地先生がきっちりと
利光さんを支えている、ということもわかりました。利光さんは愛媛大学付属病院の栄養部部長で、管理栄養士が栄養部
部長をしているのは、大学病院では利光さんだけなのだそうです。本当、JSPEN 自体が、メディカルスタッフの立場をも
っと考える、それが必要だと思いました。私自身は松山城へ上ったり、坂の上の雲記念館に行ったりと久しぶりに松山観
光もし、八幡浜のじゃこ天、じゃこカツも食べ、いい松山
旅行となりました。利光さん、お招きいただきありがとう
ございました。

↑会場の正面。立て看板の上に、さりげなく『第 6 回日本静脈経
腸栄養学会四国支部会学術集会』の横断幕があるのです。さりげ
なく、です。会場の前には、来年の JSPEN 神戸のポスターと、第 7
回四国支部会のポスターも出ていました。本当、細かいところま
でのご配慮、ありがとうございます。

↑左上は利光さんと小林先生。右上は井上、足立のツーショット
写真。下は左から閉会の挨拶をしている利光会長、特別講演Ⅱの
足立先生、気楽に特別講演Ⅰをやっている井上と、今回の私の講
演の座長をしていただいた小林先生。今回の講演内容は、短腸症
候群の HPN 症例をからめたものでしたが、それは、30 年ほど前に
小林先生が経験されて論文にしておられた症例なのです。このよ
うに NST が流行する前の方が、一人ひとりの栄養管理について真
剣に考えていたのではないでしょうか。そんな内容の講演をやり
ました、愛媛県人として・・・？

↑道後温泉の本館の前でじゃこカツを食べたのですが、そこにあ
った松山、ぼっちゃん、の出演者の人形です。昔はこんなんはな
かった。観光の目玉としているのでしょうね。『坂の上の雲の街』
に変身した松山市に対し、これまで『ぼっちゃんの街』として売
り出していた道後の抵抗なのでしょうか。この人形の前にじゃこ
カツの店があります。じゃこカツを買って食べながら、この椅子 ↑道後温泉にも八幡浜のじゃこ天、じゃこカツなどが進出してい
に座って、ぼっちゃんの出演者人形と一緒に記念写真を撮るので ました。うまい。最近は右上のじゃこカツの方が人気があるとの
ことです。最初は、じゃこカツ？じゃこ天のジェネリックじゃな
す、松山の思い出に。
いか、みたいな感じがしていたのですが、食べてみるとうまい。
お薦めです。是非、食べてみてください。ネットでも買えます。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第１０回
１０回
小越先生：早いもんだな、もう
10 月だぞ。学会準備は大
小越先生

小越先生：Universal
studio Japan？ハリーポッターでむ
小越先生

丈夫か？あちこち飛び回っているけど。

ちゃくちゃ人気が出ているそうじゃないか。

ゼン先生：大丈夫だと思います。着々と準備していますか
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。ユニバーサルスタジオか、私は行
ゼン先生

ら。ジェフのみなさんが、学会運営に慣れておられるし、

ったことないんですよね、日本のは。アメリカのは行きま

石渡社長もがんばってくれていますから、大丈夫です。

したけど。

小越先生：そうか。よく考えたら、あと
4 ケ月なんだから
小越先生

小越先生：チャンスじゃないか、USJ
へ行く。ところで、
小越先生

な。確実に一つひとつ片付けていくんだぞ。君の事務処理

来年の JSPEN 神戸はどうなんだ？

能力が低いのは、俺もよくわかってるから。

ゼン先生：残念ですが、そういう出し物は一切ありません。

ゼン先生：その点は、自分でよく自覚していますので、ご
ゼン先生

とにかく学術的な学会にしようとしています。それなりに

心配なく。

思い出を作ってもらおうと、そういう配慮はいろいろして

小越先生：おいおい、それは心配だよ。ま、ジェフのスタ
小越先生

いるつもりなんですが。どういう評価をしていただけるの

ッフがそういう意味ではしっかりしているから、うまくま

か、心配していない、というとウソになりますが、背伸び

かせているんだろう？

はしないつもりです。

ゼン先生：そうです。自分の能力を自覚して、それをどう
ゼン先生

小越先生：まあいいだろう。一生懸命に考えて運営して、
小越先生

したら補ってもらえるかを考える、そういう意味での能力

結果は、ま、いろんな人がいろんなことを言うだろうけど、

はあるつもりです。

あまり気にするな。

小越先生：うううん、
それを能力というのか、わからんな。
小越先生

ゼン先生：意外とするんですよね。何も考えない人間だと
ゼン先生

でも、ちゃんとやれる体制になっている、という意味なん

見られていますが、そうでもないんですよね。

だな。

小越先生：おれはある程度はわかっているつもりだけどな。
小越先生

ゼン先生：そうですね。でも、学会運営って、法人化した
ゼン先生

ゼン先生：ありがとうございます。ところで、その
JSPEN
ゼン先生

のだから、学会の中で運営し、ある意味、会長は飾り、み

神戸の演題なんですが、テーマがかなり偏っていますね。

たいな雰囲気に今後はなっていくのではないでしょうか。

今回、いろんなシンポジウムも計画したんですが、NST、

そうしないと、大変ですよ。

サルコペニア、胃瘻、これらにばかり演題が集まったよう

小越先生：そうだな。確か、A.S.P.E.N.はそうなっている
小越先生

に思います。シンポジウムに予定していたセッションのい

んじゃないか？ESPEN もそうだと思うけど。

くつかは、応募が少なすぎたり、シンポジウムにするいい

ゼン先生：日本外科学会がそうなったようですよ。だから、

演題がなかったりで、取りやめました。

あまり派手なこともやらず、地道にやる、そう聞いたよう

小越先生：NST
の演題が多いのは、いつものことなんじゃ
小越先生

に思います。

ないか？

小越先生：外科学会は派手だよ。九州大学の担当の時は、
小越先生

ゼン先生：そうですね。でも、今回は、特にサルコペニア
ゼン先生

相当派手だったらしいじゃないか。

の演題が増えましたね。ESPEN もサルコペニアがメイント

ゼン先生：そうです。昼メシのカレー、ラーメンもすごか
ゼン先生

ピックスになっていたように思います。高齢者、サルコペ

ったし、博多名物の菓子類食べ放題だったし、谷村新司コ

ニアです、とにかく。日本は超高齢社会として世界の先頭

ンサートもありましたし。

を走っていますから。

小越先生：そうだったらしいな。
小越先生

小越先生：確かに、そうだけど。
小越先生

ゼン先生：今年の京都での外科学会は、全員懇親会を、京
ゼン先生

ゼン先生：ESPEN
の 2 日目のポスターセッションの高齢者
ゼン先生

都太秦映画村を借り切って開催したそうです。再来年は大

のセッションは、
21 題中 10 題が日本からの演題でしたよ。

阪大学の澤教授が開催するのですが、USJ で懇親会をやる
のではないでしょうか。

↑松山城です。左は定番の写真のアングル。右は天守閣からの松
山の眺め。いい景色でした。でも、この日も暑かった。景色は本
当によかった。松山城は、当時の建物がそのまま残っていて、そ
の残っている建物の数は日本の城の中でも最も多いのだそうで
す。それに、現存十二天守の一つです。

↑松山城へ上るのにはロープウェイとリフトがあります。もちろ
ん、歩いても登れますが。リフトを選択しました。高所恐怖症で
すが、リフトはそれほど怖くないのですよ。リフトの後ろに見え
るのが松山城の天守閣です。右は天守閣入口にある『よしあき：
嘉明くん』です。この城を建てた、加藤嘉明にちなんだイメージ
キャラクタです。一緒に写真を撮っている方が大勢いました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第１０回
１０回
小越先生：ほおお、すごいな。とにかく、日本の演題が世
小越先生

小越先生：いいんじゃないのか？みんなが
NST という用語
小越先生

界中のどの国よりも多かったんだろう？

を知って、栄養管理をしなければならない、と思うように

ゼン先生：そうなんですよ。651
のポスターのうちの 104
ゼン先生

なったら。

が日本のですから。

ゼン先生：先生、みんなが
NST という用語を知ったからと
ゼン先生

小越先生：すごいなあ。参加国数は
94 だということじゃ
小越先生

いって、栄養管理のレベルが上がったということではない

ないか。

んじゃないですか？現に、
私が TNT 受講者に実施している、

ゼン先生：ダントツに多かったようです。理事長の
Singer
ゼン先生

セミナー開始前の試験の成績だって、全然上がっていませ

と話をしたんですが、incredible と言っていました。

んよ。

小越先生：incredible
か。大した褒め言葉だな。
小越先生

小越先生：それは当然だろう。受講前なんだから。
小越先生

ゼン先生：そうなんですよね。皮肉ってる？なんて思った
ゼン先生

ゼン先生：どの病院にも
NST があるんですよ。それなら、
ゼン先生

りもしたのですが、娘に聞くと、それは、great よりもす

受講前から既にある程度の知識を持っているはずなんじ

ごいことを強調しているんだ、素直に褒められたと喜んだ

ゃないですか。しかも、その中には、NST のチェアマンに

ら？なんて言われましたよ。

任命されたから TNT を受講している、という方もおられる

小越先生：そうだろう、そうだろう。でも、JSPEN
の人た
小越先生

んですよ。

ちばかりではなかったということだけど。

小越先生：試験の成績って、そんなに悪いのか？
小越先生

ゼン先生：そうですね。ま、あまり理屈をつけず、日本か
ゼン先生

ゼン先生：はっきり言うと、悪いですね。栄養管理に関連
ゼン先生

らの発表がものすごく多かったんだ、ということでおさめ

した略語なんて、ほとんど知りませんよ。

ておきます。

小越先生：そうなのか？
小越先生

小越先生：そうだな。批判的に見ることも大事だけど、日
小越先生

ゼン先生：NST
が活動していると、よく主治医と話をする
ゼン先生

本ががんばっている、ということでいいんじゃないか。

だろうし、主治医にこうした方がいいとか、アドバイスも

ゼン先生：そうですよね。先生のおかげで、JSPEN
もこん
ゼン先生

するはずです。そしたら、主治医のレベルも上がると思わ

なに大きな学会になったし、誰でもかれでも NST、NST と

れますよね。

言ってくれるようになったし。

小越先生：そうだろう。NST
との本当の会話は知識がない
小越先生

小越先生：まあ、俺もそういう発展に、それなりの役割を
小越先生

とできないだろう。

果たせた、ということか。しかしな、君のその NST に対す

ゼン先生：でも、そうじゃないんですよ。その
NST のレベ
ゼン先生

る言い方に、ちょっと『険がある』ように感じるんだけど

ル自体も問題だと、私は思っていますが。

な。

小越先生：あ、それは問題発言だぞ。NST
を一生懸命やっ
小越先生

ゼン先生：ええ？先生、そんな風に受け取らないでくださ
ゼン先生

ている連中に対して失礼なんじゃないか？

いよ。
『険がある』という風に感じられました？

ゼン先生：失礼も何も、私は本当のことを言っているんで
ゼン先生

小越先生：ああ、感じたな。NST、NST
ってみんなが言うよ
小越先生

すから、どう思われてもいいんです。

うになった、というか、誰でもかれでも NST、NST って言

小越先生：それがよくないんじゃないか？この間の四国支
小越先生

ってる、という表現に、何か、言いたいことがあるような

部会の特別講演で小林先生が君の紹介をしてくれた時、言

感じをうけたぞ。

いすぎて誤解されることがある、なんて言ってたそうだけ

ゼン先生：先生にはうそはつけませんね。そうなんですよ。

ど、まさにその通りだよ。

批判的な見方をせずに、と言われていますが、どうしても

ゼン先生：でも、ぶれない人間だ、と言ってもらいました
ゼン先生

批判的にみないと、この領域、ダメになるような気がしま

よ。

す。

↑坂の上の雲の撮影スポットで写真を撮ってもらったのですが、
ちょっと違いますね、アングルが。モデルも違いますし。

↑私、松山の予備校に通っていました。一浪だったのです。その
時、松山の商店街を歩いていると『二浪証券』という看板が気に
なっていましてね。『ふたなみ』と読むのですが、『にろう』と
も読めます。『一浪（いちろう）』の私にとって、『二浪（にろ
う）』はしたくないと思っているのですから、気になる看板です
よね。その看板の前で記念写真を撮りました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第１０回
１０回
小越先生：いろいろな表現をされるな。ま、そこが君のい
小越先生

小越先生：でも、確かに
NST が高いレベルを保つ努力は重
小越先生

いところなんだろうけど。

要だな。

ゼン先生：NST
に関しては、私の考え方は正しいと思いま
ゼン先生

ゼン先生：そうですよ。丸投げしてもらうと
NST としては
ゼン先生

すよ。静脈栄養のレベルがこんなに低いんですからね。

やりやすいけど、まあ、そうでもない場合はありますけど。

小越先生：わかった、わかったよ。でも、NST
はがんばっ
小越先生

主治医からいろいろ意見を言われたり注文をつけられた

ていることは認めるだろう？

りするとやりにくいかもしれないし。

ゼン先生：もちろんですよ。それは認めます。でも、NST
ゼン先生

小越先生：そこのところの微妙な人間関係が大事なんだろ
小越先生

以外の方々のレベルが低下している、という問題にもう少

うな。

し目を向けるべきだと思います。

ゼン先生：確かに、そう思います。一緒に患者のためにい
ゼン先生

小越先生：NST
以外の方々のレベルか？
小越先生

い栄養管理をしよう、という前向きの関係を NST と主治医

ゼン先生：そうですね。NST
が加算をとるために、栄養状
ゼン先生

の間で構築できたらいいんでしょうが。

態に問題がある患者を NST に依頼するようになっています

小越先生：そうだよ、そこが大事なんだな。
小越先生

よね。その時、NST と一緒にがんばろうとするか、NST に

ゼン先生：協力して、患者にとって一番いい栄養管理を実
ゼン先生

まかせちゃおう、とするか、そのどちらになるかによって、

現する、そのために NST 活動があるんですよね。

病院全体としてのレベルが決まりますよね。

小越先生：もちろんだ。でも、なぜ、こういう風に
NST が
小越先生

小越先生：なるほど、君が言いたいのはそういうことなん
小越先生

活動すると栄養管理に興味のある医師が減るんだろうね。

だ。

ゼン先生：増えて欲しいんですけど。私が研修医の頃の阪
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。主治医達は忙しいから、栄養
ゼン先生

大は、もう NST としての活動をしていました。でも、その

管理については NST にまかせておけばいい、なんて思って

時の IVH 研の先輩達のおかげで栄養管理に興味が湧いて、

しまうと、栄養管理に対する興味もなくなりますよね。

こんな風に、今、栄養管理の領域に関わっている、それに

小越先生：確かに、
そういうことは起こる可能性があるな。
小越先生

間違いはないんですけどね。

ゼン先生：とすると、栄養管理については何もしなくなる。

小越先生：どうして、君みたいに栄養管理が重要だという
小越先生

小越先生：ありうるな。
小越先生

ことを実感する人が少ないんだろうね。

ゼン先生：試験の成績だけでこういうことを思っているの
ゼン先生

ゼン先生：ある意味、教育なんでしょうね。ま、教育なん
ゼン先生

ではないんです。最近の学会や研究会での発表が、主治医

ていう大げさな表現はいらないと思いますが、そでも、興

からの依頼はなかったが、NST が介入したらこういうこと

味をもって、次世代のリーダーになる人材を育てないとい

があった、という内容のものが多いんですよ。それに、そ

けないというのは、ずっと思っています。だから、今回の

の NST が介入して実施している栄養管理の内容なんて、
NST

JSPEN では、ランチョンセミナーの演者は、できるだけ若

が関与しなくても、主治医がちょっと考えてやればできる、

い方に、とお願いしているんです。

そんなレベルなんですよ。それを NST は、NST が関与した

小越先生：なるほど。若い講師か。
小越先生

からこういう栄養管理ができた、といって、ある意味、自

ゼン先生：そうなんですよ。ランチョンセミナーを共催し
ゼン先生

慢げに発表するんです。

てくれる企業に案内をする時、『私が 40 歳そこそこの時、

小越先生：なるほど。NST
が関与しなくてもできるような
小越先生

高知での外科代謝栄養学会で、小越先生が田辺製薬に「井

内容を、NST ががんばったおかげだ、という報告をする、
そういうことか。
ゼン先生：ということは、主治医は何もしていない、とい
ゼン先生
うことになるんですよね。この傾向がどんどん広まれば、
主治医は栄養管理について興味を失い、ちょっと栄養状態
や栄養管理に問題があると思ったら NST に丸投げする、そ
れによってどんどん主治医の栄養管理レベルが下がる、と
いうことになりますよね。
小越先生：そういう意味では、そうだな。
小越先生
ゼン先生：それに、ついでに言ってしまいますが、NST
の
ゼン先生
レベルが低ければ、どうなりますか？病院全体としてのレ
ベルがさらに低くなりますよね。これを繰り返すと、その
病院の栄養管理レベルはどうしようもないレベルにまで
落ち込む。ま、いくらなんでもそこまではいかないと思い
ますが。

↑久しぶりに味の素製薬の宅島くんとツーショット写真を撮りま
した。左は小林先生が JSPEN の会長をされた 2007 年に松山城で撮
影。右は今回の四国支部会での写真。宅島くんも歳とったよな、
もちろん、私も。しかし、たった 7 年でこんなに年取る？苦労し
ているんですよ、私も宅島くんも。ということで、比較してみま
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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ゼン先生の栄養管理講座 第１０回
１０回
上善文にしゃべらせてやってくれ。好きなようにしゃべら

せつけることだな。栄養管理ってすごいんだ、という姿を

せてやってくれ」と言ってくださり、そのような場を与え

みせて、特に医師達の興味を高めて、それが、院内全体に

てくださったおかげで、今のように、そこそこ活躍できる

広がるような活動をする必要があるんだ。

ような人材になれたので、今回も若い方に前へ出る機会を

ゼン先生：そうなんですよ、先生。本当に栄養管理のこと
ゼン先生

作りたいのです』という手紙を添えたのです。

を考えたら、自然とこういう考え方にならないといけない

小越先生：そうか、あの時か。確かに伸び伸びと講演した
小越先生

し、そういう活動をしないといけないのでしょうね。

ようだな。

小越先生：間違いないよ。来年の
JSPEN 神戸では、そうい
小越先生

ゼン先生：忘れません。あれがきっかけで、今のような講
ゼン先生

う意図も考慮したプログラム構成になっているんだろ

演スタイルを作り上げることもできたんですから。

う？

小越先生：そうか、俺のおかげなのか、今の君の講演スタ
小越先生

ゼン先生：もちろんですよ。NST、NST
といって、NST が設
ゼン先生

イルは。

立されたら栄養管理レベルが上がるか、というとそうでは

ゼン先生：実は、そうなんです。感謝しています。
ゼン先生

ないということ。逆に、NST がなければきちんとした栄養

小越先生：ところで、そろそろ今日の会話の結論へいかな
小越先生

管理はできないと考えることもおかしい。NST がなくても、

いといけないんだけど。

いい栄養管理はできるんだ、でも、NST があったらもっと

ゼン先生：私が言いたいのは、NST
活動の一貫として、病
ゼン先生

いい管理ができる、という状況にならなくてはならないん

院内での臨床栄養教育をもっと積極的にやる必要がある、

ですよね。とにかく依頼されたら、NST の実力を見せつけ

ということと、NST が活動することによって他のスタッフ

ることが大事で、
『自分達もがんばって栄養管理をするけ

の栄養管理に対する関心が低下するようでは困る、NST が

ど、困ったらいつでも NST がレベルの高い栄養管理をして

もっともっとレベルアップしなければならない、他のスタ

くれる』という、信頼を勝ち取ることが大事だと思います

ッフも巻き込んで、ということです。

よ。

小越先生：そうだな。そういう意味では、とにかく
NST が
小越先生
どんどんレベルアップして、いい栄養管理を主治医達に見

【今回のまとめ】
1. スイスのジュネーブに、ESPEN
スイスのジュネーブに、ESPEN での発表のために行ってきました。日本からの発表が一番多
かったのです。ヨーロッパのどの主要国よりも、ダントツに多かったのです。
2. JSPEN 四国支部会の会長は管理栄養士の利光さんで、すばらしい学会運営をされました。ご
苦労様です。（利光さんが最初に支部会長をした管理栄養士さんだと思っていたら、中国
支部会の坂本さんの方が先だったとのことです）
3. JSPEN 自体、もっとメディカルスタッフのポジショニングについて考える必要があるでしょ
うね。NST
うね。NST って多職種が協力して栄養管理をやるのです。学会も多職種が協力して運営しな
ければならないはずです。
4. NST が活動することによって、NST
が活動することによって、NST 以外のスタッフの栄養管理に対する関心、レベルが低下
していませんか？NST
していませんか？NST 活動において一番注意すべき問題です。
5. NST が普及したことによって、日本全体の栄養管理レベルが上がっていると単純に考えるべ
きではないでしょうね。実際には、上がっているのでしょうか？

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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