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『栄養管理の現場では看護師さんの役割が
ものすごく大きいんです』
今回は，少し遅めに書き始めました。1 月になってコロナ
が爆発しているので，どこへも行けない，何もできないの
で，病態栄養学会に参加して，それをネタに書くつもりで
した。とにかくオミクロン株による感染爆発で，毎日，コ
ロナ陽性者数が記録更新中です。ここんとこ全国で 8 万人
を超えていますが，まあ，10 万人も突破するでしょう。い
つから減少に転じてくれるのか？早く！早く！そう祈るば
かりです。
正月は，特別，何をするということでもなく，のんびり
過ごしました。元旦はいい天気でした。テレビで富士山の
初日の出を見ました。初詣というつもりはなかったのです
が，散歩がてら，近所の 2 つの神社へ。一応，軽く，お賽

↑甑岩神社と廣田神社。朝の 8 時過ぎだったので，この程度の
人数だったのだと思います。廣田神社では，ちょうど巫女さん
が並んで挨拶中でした。廣田神社って，神功皇后のゆかりの神
社だったのです。知らなかった。阪神タイガースが必勝祈願で
お参りする神社としか知りませんでした。

銭を納めてお参り。何を願う？この年齢になると，とにか
く「健康」です。2 つ目の神社が遠くて歩き過ぎて，翌日，
下肢筋肉痛。翌 2 日は西宮神社へ行きましたが，ものすご
い人出。お参りは人流が制限されていました。昨年と同じ
ように，毎日研究室へ出かけ，いろいろシュレッダーしま
した。そうそう，紅白歌合戦は恒例だと思って見ましたが，
さすがに，もう来年は見る必要ないかな，これが感想です。
紅組は女性陣，白組は男性陣，この分け方もできないよう
ですし。歌手の名前はほとんどわからないし，歌も聞いた
ことがないものばかりだし。
三が日が明けると，コロナ陽性者が急増。米軍基地から
日本に入ってきたのは間違いありません。沖縄，広島，山

↑1 月 2 日の西宮神社です。大勢の人出でした。本堂のお参り
をするには並んで待つ必要があったので，断念しました。おみ
くじもたくさんの人が並んでいました。ということで，私は，
うろうろしただけでした。お賽銭？納めることができませんで
した。すみません。

口から増えました。その後は全国へ拡大。私自身は 12 月 28
日に 3 回目のワクチン接種。1 回目と 2 回目は副反応なし，
だったのに，翌 29 日に研究室で仕事をしていると，寒い。
暖房が効いていない？おかしいと思って体温を測定すると
37.8℃。こりゃあ副反応だ！翌朝にはボルタレンを飲んで
解熱。その後は普通に生活できました。3 回目のワクチン接
種をしても感染はするけど重症化はしない？しかし，何を
信用したらいいのかわからないので，手洗い，マスク，三

↑サル回し。初めて見たんだと思います。人垣ができていまし
た。私は，もちろん，後ろのほうから見ました。後ろの方から
でも見えるし，写真も撮れますから。

密を避ける，を遵守しています。関西 PEG・栄養とリハビリ
研究会の世話人会は中止しました。1 月 9 日に予定されていた大阪大学外科の新年会も，直前に中止となりました。悩み
の種は 3 月 19 日と 20 日に熊本市で開催予定の第 11 回静脈経腸栄養管理指導者協議会（リーダーズ）の学術集会。悩みに
悩んで，この頃にはコロナも鎮まっているだろう，との甘い？予測を立てて開催することに決めました。ハイブリッド開
催なので，コロナが大変な状況になってもなんとか開催できると判断しました。そろそろ参加登録を開始します。
1 月 29 日には予定通り病態栄養学会学術集会に参加。全国のコロナ陽性者が 8 万人を超えている状態でどのように開催
されるのかを知りたかったのです。ハイブリッド開催で約 600 人が現地参加として申し込んでいるとの情報でしたが，ガ
ラガラ。企業展示は廊下などに並んでいました。私が会場に入ったのは 9 時過ぎで，ほとんどの方が会場に入っていたの
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑近くの公園に「火垂の墓」の記念碑があります。よく見ると，
2020 年 6 月に建立されたものでした。ホタルの墓の舞台だった
のです。

↑今年の正月休みのシュレッダーは，袋 8 杯分でした。

でしょう，ガラガラ。こんな状況だから仕方ないですね。
企業展示ブースを回り，いろいろおみやげ？をもらいまし
た。いろいろ説明も聞き，パンフレットをもらい，名刺を
渡して写真を撮り・・・。展示担当の方々が暇そうにして
いたので話し相手になってあげた？そんな雰囲気もありま
した。とにかく，食事，経口栄養飲料，食器，給食などの
展示。いろいろ話をしましたが，私にとっては違う分野の
企業ばかりなので，名刺を渡して，
「一応，静脈栄養・経腸
栄養の領域ではちょっと知られた存在なんですが」などと
ばかな話をしながら情報収集をしました。昼飯はニュート

↑1995 年 1 月 17 日の阪神大震災の，西宮の犠牲者追悼の碑で
す。毎朝，この公園の横を車で通過しているのですが，初めて，
じっくりと見ました。もうあれから 27 年です。今でも，あの日
のことは鮮明に覚えています。私は大阪市内の病院で夜中もず
っと仕事していたのですけど。

リーのランチョンセミナーで。函館の岡田晋吾先生の座長
で，若草第一病院の山中英治先生の講演を拝聴。
「極める！優しい栄養療法」とのタイトルで，山中先生らしい「優しい講
演」でした。弁当は菓子パン 2 個だけ。コロナ陽性者急増のため，3 日ほど前に急に変更になったそうです。事前登録し
て弁当の数を調整しておけばいいのにと思いました。昼飯はこの程度の軽いものでかまわないけど，パンにお茶や水は合
わないでしょう。せめて，コーヒー，紅茶，牛乳，ジュースなんかにして欲しかった。午後からはノーベル賞の本庶佑先
生の講演を拝聴しましたが，難しくてわかりませんでした。その後，看護師部会のセッションを拝聴して 17 時過ぎに会場
を離れました。演者以外で会場にいたのは 3 人だけでした。寂しい！翌日はウェブでの参加とし，会長の加藤先生の講演，

↑病態栄養学会の，国立京都国際会館の入口と受付です。人が
いない！

↑会場風景です。会場に座長はいました。下の会場は発表者 6
人のうち，一人だけが会場での発表でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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NHK アナウンサーの三宅民夫氏の講演，中村丁次先生の特別
講演を研究室で拝聴しました。NHK の三宅氏，さすがに話し
方がすごい！いい勉強になりました。参加費が 1 万 5000 円
ですから，せっせと拝聴しなければ，もったいないので。
まあ，もともとなんでしょうが，この学会は管理栄養士が
中心で，内容は経口栄養がほとんど。栄養とは食，がこの
学会の根幹。静脈栄養も経腸栄養も必要だと思うけど。
↑Main Hall の受賞講演の時の会場の雰囲気です。ガラガラで
す，もちろん。

↑矢吹さん，伊東さん，山中くん，岡田くんが上段です。下段
の左は，大阪大学歯学部の野原先生です。笑顔の講演でした。
その右は，ノーベル賞の本庶先生と座長の川崎先生です。生の
本庶先生を見ることができず，残念でした。岡田くんと山中く
んは，岡田くんのほうが年下なんじゃないでしょうか。でも，
岡田くんの髪はグレーで，山中くんは真っ黒。なぜ？私もかな
り白髪になりました。眉毛も白髪になってきていて，これはど
うしようもないんでしょうね。本当に老人になってきた！

↑展示会場です。誰もいない！企業の方といろいろ話をしまし
た。写真撮ります，え，誰の？という感じでした。まさか，私
が撮るとは思っていなかったようです。名刺を渡しましたので，
是非，このゼン先生の栄養管理講座を見てください。ハーバー
研究所，大和電設工業，H2，ニュートリーのみなさん，おみや
げありがとうございました。

↑ランチョンセミナーが終わってからの写真です。宮澤先生，
松末先生，演者の山中先生，座長の岡田先生です。マスクをは
ずして写真を撮る？いや，マスクをしていることに意味がある
んです，と私は主張したのですが，みなさん，マスクをはずさ
れました。ちゃんとしているのは私だけ。松末先生は，息を止
めていたと言っておられました。

↑国立京都国際会館のお庭です。暇なので，うろうろして写真
を撮ってもらいました。背中にリュック，両手に企業の方々に
もらった袋といろいろなおみやげ。カレーやパンをもらいまし
た。一人だけ，たばこを吸っている方がいたので，写真を撮っ
てもらいました。ほかには誰もいませんでした。

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

第９８回

ゼン先生：国立京都国際会館で開催された，第 24 回・第 25 回

ゼン先生：確かに。A.S.P.E.N.も ESPEN も 5 万円か 7 万円だっ

日本病態栄養学会年次学術集会に参加してきました。1 日目は

たと思います。

会場へ行きました。2 日目はウェブで参加しました。

小越先生：そういう意味では日本の学会参加費は安い。

小越先生：オミクロン株は日本中で猛威を振るっているのに，

ゼン先生：そうですね。

会場へ行ったのか。

小越先生：これは，っていう演題はあったのか？

ゼン先生：ちゃんと感染対策を講じていますし，私は 3 回目の
ワクチンも接種していますから。
小越先生：ワクチンを打っていても感染はするという話だ。
ゼン先生：でも重症化はしない・・・らしいです。
小越先生：らしい・・だろう？それに，感染していても無症状
の人が多いんだから，君だって，他の人に感染させる可能性が
あるんだからな。できるだけ外出しないほうがいいはずだ。
ゼン先生：そうなんですが。会場までは車で行きました。ずっと
マスクもしてたし，会場の出入りでは必ず手指消毒をしました。
小越先生：まあいいだろう。気を付けながらだったんだな。
ゼン先生：もちろんです。
小越先生： 24 回と 25 回の合同開催だって？
ゼン先生：そうです。25 回の会長の加藤先生は盛岡市立病院長
で，何回もお会いしています。たまたまですが，会場でお会い
できました。
小越先生：それはよかったな。いろいろ，知り合いが来ていた
んだろう？
ゼン先生：こういう状況なので，人と話す機会は少なかったん
ですが，松末先生と久しぶりに会いました。
小越先生：松末先生？12 月 4 日の JANVIC で会ったんだろう？
ゼン先生：会いましたが，懇親会もなかったんで，じっくり話す
時間はありませんでした。
小越先生：まあそうだろう。今回はいろいろ話せたのか？
ゼン先生：はい。私の愚痴ばかりですが。
小越先生：ハハハ。松末先生は君の愚痴を受け止めてくれるか
ら，本当，いい先輩だな。
ゼン先生：ありがたいことです。
小越先生：ところで学会は勉強になったのか？
ゼン先生：いろいろ勉強になりました。参加費が 1 万 5000 円な
ので，その分は勉強させてもらわなくては。
小越先生：君は学会員なのか？
ゼン先生：一応。
小越先生：学会員でなかったら参加費は 2 万円だそうだな。
ゼン先生：そうです。高いですよね。
小越先生：まあ海外の学会に比べたら安いもんだろう。

↑年末というか，12 月末に墓掃除に愛媛，伊方町豊之浦に帰省。いい
天気でした。自分の実家は無くなったのですが，ふるさとの海は私を
待っていてくれたように感じました。みかんオブジェ，ミカンジュー
スの蛇口がありました。愛媛ではどこの家にもポンジュースが出る蛇
口がある？そんなバカな。この温州ミカンのジュース，1 杯 400 円だ
とのことです。真穴みかんを買って帰りました。やはり，うまい！

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：いろいろ考えるところはありました。展示会場を見

いる用語だけど，訓練は，脳卒中後の症例の回復期を指してい

て回りましたが，食事，調理が中心でした。

て，がんばれば回復する可能性がある人に使うべき用語だ，認

小越先生：そうか。その流れは日本全体だから仕方ないだろう。

知症やパーキンソン病などは訓練してよくなるんじゃないんだ

ゼン先生：そう思います。ささやかな抵抗は続けますけど。

から，違うという認識が大事だ，とのことでした。

小越先生：それは大事だ。君の役割だ。

小越先生：なるほど。

ゼン先生：わかってます。特別講演でノーベル賞の本庶佑先生

ゼン先生：その次のシンポジウムが「栄養障害看護の実施：栄養

の講演を拝聴しました。

管理における看護師のミッション」でした。これも松末先生に

小越先生：面白かったか？

誘われて拝聴しました。結局，松末先生は途中で帰られ，私は

ゼン先生：面白いとか面白くないとか，そんなレベルではない

最後まで残ったんですが，関係者以外で会場に残っていたのは，

んでしょうが，面白くなかった。要するに，私の理解度が低い

東京医大の宮澤くん，ニュートリーの鈴木さんと私の 3 人だけ。

ことと，学術的内容に終始したからだと思います。

ウェブでの参加者がどのくらいいたんでしょうか。

小越先生：そうだろう。雲の上の人だから，生で顔を見れたこ

小越先生：会場には 3 人か。大勢入れる部屋なんだろう？もっ

とに意味があると思う。

たいない。大勢の人に聞いてほしいもんだ。

ゼン先生：残念ながらウェブでした。コロナが急に増えたので，

ゼン先生：本当，せっかくの講演がもったいない。

急にウェブになったのだそうです。

小越先生：栄養管理における看護師のミッションは，どういう

小越先生：それは残念だったな。ほかには？

結論？

ゼン先生：ランチョンセミナーで山中先生の講演を拝聴しまし

ゼン先生：看護師は患者に一番近い存在だから，栄養管理にお

た。

いて重要な役割を担っている，もっと興味をもって勉強しなけ

小越先生：ノーベル賞受賞者が二人も講演したのか？

ればならない，だったと思います。

ゼン先生：いくら理事長の清野先生が京都大学だからといって，

小越先生：その通りだ。本当にその通りだ。

それはありません。若草第一病院の山中先生です。

ゼン先生：看護の領域では，いろいろな専門看護師や認定看護

小越先生：そうだろうな。

師がいます。日本看護協会のホームページを見ると，専門看護

ゼン先生：いい雰囲気の「優しい栄養療法」についての講演でし

が 13 分野，認定看護が 21 分野で，2020 年度からは新たな分野

た。

として 19 分野が教育を開始するとのことです。

小越先生：山中くんらしいタイトルだな。

小越先生：すごいなあ。専門，認定看護師がたくさんいるんだ。

ゼン先生：優しいしゃべり方でしたし，ぼそぼそっと，注意しな
いと聞き取れないささやきが「クスっと」笑いをとっていまし
た。
小越先生：ささやきが面白かったのか。
ゼン先生：そうですね。その後は，松末先生がシンポジウム「認
知症・精神疾患患者の栄養管理」へ行くとのこと。私はどこと
いうあてもなかったのでついて行きました。なんと，座長二人
ともリモート。4 人の演者のうちの 3 人もリモート。拍子抜け
しました。
小越先生：確かに。座長には会場にいて欲しいな。
ゼン先生：本当に。会場に来ておられた，阪大歯学部の野原先生
の講義はライブだったんですが，いい講演でした。野原先生は
楽しそうに話しているんで，聞くほうも聞きやすい。それに，
内容がすばらしい。認知症でも，摂食・嚥下障害は，原疾患に
よって原因，対応が違う。摂食・嚥下訓練はふつうに使われて

↑NHK テレビの「ゆく年くる年」をスマホで撮影しました。すごい人出
ですね。三密です，これは，間違いありません。みなさん，マスクし
ていますが。

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：その上，特定行為研修を修了した看護師もいますか

床栄養」についての講義をする機会がありまして，知り合いの

ら。

看護師さんに，どんな講義をしたら学生さんにとって有意義な

小越先生：PICC を挿入できる看護師だな。

んだろう，と相談したんです。

ゼン先生：そうです。しかし，栄養管理看護はないんです。

小越先生：ちゃんと，看護学科でも栄養の講義はあるんだろう？

小越先生：それは相当以前からの懸案事項なんだよ。

ゼン先生：あるそうです。

ゼン先生：看護協会に働きかけたことはあるんですか？

小越先生：だったら君がしゃしゃり出ることはないんじゃない

小越先生：そういう話もあったようだ。しかし，栄養は栄養士

か？

の仕事だから，看護師が踏み込む領域ではない，そんな感じで，

ゼン先生：別に，しゃしゃり出たわけじゃなくて，依頼されたん

断られたと聞いたことがある。

です。

ゼン先生：そうなんですか。日本栄養士会と喧嘩になるんです

小越先生：そうか。その知り合いの看護師さん達の意見はどう

か？

だったんだ？

小越先生：そんなことはないだろうけど，栄養士会に遠慮して

ゼン先生：私の知り合いですから，みなさん，栄養管理には長け

いるんじゃないか？

ています。それなのに，学生時代の栄養についての講義などは，

ゼン先生：看護領域における栄養管理の本来の意義がわかって

全くといっていいほど覚えていない，全然役に立っていない，

いないんじゃないですか？

という意見が多かったんです。講義は食事に関する内容がほと

小越先生：そうかもしれないが，それぞれの認定看護師や専門

んどで，静脈栄養や経腸栄養についてはほとんど教えてもらっ

看護師の領域に，栄養管理は含まれるという考えなんじゃない

ていないとのことでした。病院食に関することがほとんどだっ

か？

たそうです。

ゼン先生：含まれるとの判断ですか。

小越先生：ということは，君の知り合いの看護師さん達は，仕

小越先生：栄養管理を理解していないと「がん看護」はできな

事に就いてから勉強したんだな。

いだろう。

ゼン先生：そうですね。学生の時は，栄養管理の意味すら理解し

ゼン先生：もちろんです。

ていなかったし，それは栄養士や医師がするものだと思ってい

小越先生：「老人看護」だってそうだろう？

たそうです。

ゼン先生：もちろんです。「感染看護」だって栄養管理を理解し

小越先生：要するに「栄養」の意味がわかっていなかったんだ。

ていないとダメですが，要は，そのレベルなんじゃないでしょ

ゼン先生：栄養とは食，それだけの考え方だったんでしょう。授

うか。

業自体も家庭科に毛が生えた程度のことしか教わらなかったと

小越先生：レベルか。

の意見もありました。

ゼン先生：はい。それぞれの領域で栄養管理は大事だというの
は間違いないんですが，とりあえず，これくらいできていれば，
という程度なんじゃないですか。
小越先生：とりあえず，これくらい・・・か。
ゼン先生：その領域の中での栄養管理の重要性は何番目になん
でしょうか。
小越先生：二の次，三の次，という意味か？
ゼン先生：五の次，六の次くらいですよ，きっと。
小越先生：そういうことを言うから非難されるんだぞ。
ゼン先生：すみません。
小越先生：素直に，それぞれの看護の基礎として栄養管理は重
要だと言っておけばいいんだ。
ゼン先生：そうですね。この間，千里金蘭大学の看護学科で「臨

↑元旦（
「元旦」の「旦」は太陽が地平線から出てくる様子を表した漢
字。「元旦」は「元日の早朝」，「１月１日の朝」を表している。）の近
所の風景写真です。いい天気でした。
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小越先生：そんなものなんだな，学生時代の栄養の講義は。

小越先生：そうだな。そういう業務だけじゃなくて，血糖値は？

ゼン先生：それから，病態栄養学会のシンポジウムで，看護部会

尿量は？体重は？そんなのも全部，看護師が診ている。そうい

の理事の矢吹さんが，栄養管理が業務になってしまっていて，

う意味では，管理の主役は看護師だ。

その背景や意義が理解されていないことが問題だ，と言ってい

ゼン先生：そうなんです。だけど，業務の一環としてだけだった

ました。

ら，やはり，安全で有効な管理はできないんじゃないでしょう

小越先生：栄養管理が業務か。業務ではダメなんだな。

か。なぜ，そういう管理をしているのかを理解する必要があり

ゼン先生：そうなんです。だから，医師の指示では適正な栄養管

ます。

理ができない場合でも，業務として，それを実践するだけにな

小越先生：どの看護師にも基本的な栄養管理の知識は必要だが，

っているから，是正できない。結果として有効な栄養管理がで

例えば，その病棟に一人，栄養管理，特に，静脈栄養と経腸栄

きないために患者さんが苦労することになるんです。その栄養

養を熟知した看護師がいれば，どれほど，安全で有効な管理が

管理の中身，背景を理解する必要があるんですよね。

できるか。そこが大事だ。

小越先生：なるほど。

ゼン先生：管理栄養士と看護師，どちらにもがんばってもらう

ゼン先生：とにかく，患者に一番近い存在が看護師，これがキー

必要はありますが，おそらく，看護師は栄養管理を直接実行す

ワードです。栄養管理は管理栄養士が重要な役割を果たしてい

る職種でありながら栄養管理としての基礎は実はあまり修得し

るのは間違いないんですが，治療の一環としての栄養管理の重

ていない。管理栄養士は理論的には理解しているが実際に栄養

要性を，本当に実感するのは看護師のはずです。例えば，食事

管理を実施するのではない，そこですよね。あのシンポジウム

摂取量の評価をしているのは看護師です。管理栄養士が一人ひ

の結論として出したかった看護師のミッションというのは，
「看

とりの食事摂取量をチェックできているんでしょうか。病棟配

護師は患者に一番身近な存在なんだから，栄養管理にもっと力

置になっていれば，可能かもしれませんが。看護師からの情報

を入れなければならない」だったと思います。

で患者の状況を判断することになるんじゃないでしょうか。

小越先生：そういう話は，山田繁代さんがよくしているよな。

小越先生：そうなんじゃないか？まあ，本来は，病棟担当の管

静脈栄養も経腸栄養も理解して実践できるようにならなければ

理栄養士が，毎日，三度三度，患者の食事摂取状況を把握でき

ならない，それが看護師の役割だと言っている。

たらいいんだけど，それじゃあ管理栄養士も大変だ。

ゼン先生：この間，ジェフの PEN に「看護師として学び，実践

ゼン先生：それから，やはり，栄養評価が大事でしょうね。全身

してきた栄養療法」という記事を書いておられました。その中

状態の評価として，栄養状態を把握できるのは，一番身近な存

で，「患者さんに看護師としてできるだけのことをしてあげた

在の看護師です。

いという気持ち」が大事で，「これからの看護師には，もっと

小越先生：それはそうだ。まあ，栄養評価は管理栄養士の仕事

静脈栄養や経腸栄養にも力を入れて欲しいと願っている」と書

だという考え方もあるけど，それじゃあ，管理栄養士の負担が

いておられます。

大きくなりすぎるから，まずは看護師にやってもらうほうがい
いんじゃないだろうか。
ゼン先生：そうですよね。各病棟に管理栄養士が何人も配置さ
れていたら別でしょうけど。
小越先生：それに，やっぱり，静脈栄養や経腸栄養を実際に管
理するのは看護師だから，そこが重要なポイントなんじゃない
か？
ゼン先生：そうです。静脈栄養の輸液ラインの管理，カテーテル
挿入部の管理，輸液バッグの交換，側注，それを実際にやるの
は看護師です。経腸栄養だって，実際に投与するのは看護師で
す。経鼻カテーテルの観察，胃瘻の観察，これらのすべて看護

↑新神戸駅の駐車場にこんなのがありました。石像にもマスクです。
ブタは鼻で息するんだから，ちゃんと鼻にもマスクをしなければダメ
でしょう。

師の担当です。
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小越先生：なるほど。重い表現だ。看護師さんに，是非，読ん
でもらいたい。患者を元気にするためには，栄養が大事なのは
いうまでもない。食べられない，十分に食べられない患者がい
るんだから，看護師は，静脈栄養と経腸栄養の管理レベルをも
っともっと上げてもらいたいもんだな。

↑大阪でも雪が積もりました。しかし，これを積もったというのでし
ょうか。大阪では，12 時間の降雪の深さが 5cm で注意報，10 ㎝で警報
が発令されるとのこと。ちなみに新潟県湯沢町では 35 ㎝で注意報，60
㎝で警報だそうです。また，福岡市と鹿児島市の平地では，3 ㎝で大雪
注意報が出るのだそうです。確かに，5 ㎝も積もれば交通渋滞です。私
の車は冬用タイヤにしています。

【今回のまとめ】
1. コロナのオミクロン株が蔓延中。1 月は全国で 8 万人のコロナ陽性者。早くピークアウトして，減って欲
しい。活動範囲を広げたいから。お祈り，お祈りです。
2. 京都での病態栄養学会に参加してきました。いろいろ考えることがありました。参加者数は約 4500 人，
会場参加者は約 600 人だったそうです。
3. 看護師の栄養管理におけるミッション：看護師は患者に一番身近な存在なんだから栄養管理にもっと力を
入れなければならない。特に，静脈栄養・経腸栄養の管理レベルをもっと上げる必要がある。シンポジウ
ムの内容を私はこのように理解しました。
4. 実際に栄養管理を実施しているのは看護師だという認識がもっと必要です。静脈栄養の輸液ラインや刺入
部の管理，経腸栄養剤を投与するなど，看護師が実施しています。
5. 3 月 19 日 20 日，熊本で第 11 回リーダーズ学術集会を開催することにしました。大勢，参加してくださ
い。力いっぱい，栄養について議論しましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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