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『NST をする、のではなく、
する、のではなく、
NST で何をするか、を考えよう』
何をするか、を考えよう』
7 月 25 日に台風 12 号のために中止となった沖縄での講演会は、来年、開催されることになりました。台風が来ない冬
に、です。それにしても、本当に私は風雲児なのかもしれません。8 月 25 日、博多で講演の予定でしたが、台風 15 号の
ために博多へ行くことができず、延期となりました。講演会は 25 日の 16 時からで、その時には台風 15 号は日本海へと過
ぎ去っているはずだったので、11 時半に研究室を出て、12 時 40 分の「のぞみ」に乗りました。広島～博多間は不通にな
っていることはわかっていたのですが、台風は日本海に過ぎ去っているのだから、予定通り博多へ行ける、そう思ったの
が間違いでした。広島で下ろされ、結局、大阪へ戻る破目になりました。広島駅の構内には大勢の人で、床に座っている
人がいっぱいでした。切符の払い戻し、大阪へ戻る切符の変更、いろいろ大変でした。しかし、せっかく広島へ来たのだ
から、ということで『広島焼き』を食べ、もみじ饅頭を買いました。逆に、広島へ、わざわざ「広島焼き」を食べに行っ
た、と考えたら、贅沢な旅ということになりますか。それにしても、風雲児！台風がついて回っています。
8 月 1 日は、福井での第 6 回、日本静脈経腸栄養学会北陸
支部学術集会。ちょっと早めに新大阪駅に着きました。サン
ダーバードの指定席は満席、グリーン席も満席でしたので、
どれに乗っても同じこと、ということで到着予定時刻を考え
ず、やって来たサンダーバードに乗りました。運良く、自由
席に座ることができました。学術集会が始まるよりずいぶん
早く福井駅に着いてしまったので、市内観光をしました。も
ちろん、坂本龍馬、橋本左内、由利公正関連の歴史散策です。
歴史の町、福井ですからね。しかし、お城がないのは寂しい。
柴田勝家、お市の方の墓にも行きました。駅前には恐竜がい
ましたが、私、爬虫類は嫌いなので興味なし。昼メシは、ソ
ースカツ丼と越前そば。ちょっと食べ過ぎました。ソースカ

↑サンダーバードの窓からの撮影。福井駅に着く直前だったかな。
窓の反射が見えますが、この田圃の緑、空の色、綺麗です。しか
し、暑い日でした。

ツ丼はうまい。好きです。学術集会は、福井県立病院の栗山
先生が当番会長で「栄養療法の原点回帰」というテーマ。最
初から聴講しましたが、質疑応答も活発で、いい学術集会だ
った、と思いました。終わってからの懇親会は、入山先生と
福井県立病院の NST の方々＋杉田くん。入山先生がドラマー
である、という話も聞くことができて、和気藹々の非常に楽
しい時間でした。福井県は恐竜県となって広報活動をやって
おられますが、私は、歴史の町、としてくれる方がうれしい
です。坂本龍馬の銅像でも建てたら？由利公正と橋本左内の
銅像には会いました。
↑幕末に松平春嶽を始め多数の知名人が遊んだ丹巌洞。勤王倒幕
の志士たちが密議所として使った所だとのこと。横井小楠、橋本
左内、由利公正などが訪れたということです。江戸時代の名残を
味わえるということです。次回は、この料亭に行きたいですね。
左は松平春嶽候の石像です。

↑柴田勝家とお市の方の墓です。もちろん、遺骨は入っていない
のでしょうが。鬼柴田と呼ばれた、人情味あふれる、勇猛な武将
であったが、無骨一辺倒であって、政治力がなかったために秀吉
に滅ぼされたこと、なんとなく、いい男だったんだろうな、と思
います。お市の方は、美人であったことで有名ですが、無骨者に
嫁いで、一緒に果てた、なんか・・・いいなあ。

↑ソースカツ丼と越前蕎麦です。ソースカツ丼は、うまい。また、
何度でも食べたい。越前蕎麦は、もともとはおろしそばなんです
が、これは、お市そばという名前になっていて、いろいろなトッ
ピングでした。これを完食。講演のまえの食事としては、多すぎ
ますね。しかし、せっかく福井に来たのだから、名物の越前蕎麦
とソースカツ丼は無理しても食べなくてはならないでしょう？無
理ではなかったのが・・・怖い。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑橋本左内の像。松平春嶽の懐刀で、幕末の将軍継嗣問題で奔走
し、西郷隆盛の同志であったことが有名です。安政の大獄で斬刑
に処せられたのですが、享年 25 歳。「井伊大老が橋本左内を殺し
たる一事、以て徳川を滅ぼすに足れり」と言われたそうです。確
かにもったいない人材を殺してしまったんですよね、井伊直弼は。
橋本左内がいかに優秀な人材であったか、ということですね。啓
発録というのは、橋本左内が 15 歳の時に書いたものだそうです。
すごい！橋本左内の銅像の前で、味の素ニュートリションの妹尾
さんと江木さん。

↑北陸支部会が終わってから、会場を出る時の写真です。入山先
生と杉田くんはスーツにネクタイです。それに比べると、私がい
かにクール（涼しげ）で、クール（格好良くて）であるかがわか
るでしょう。しかし、入山先生は、このスタイルが全然苦になら
ない、ということです。やはり人間ができておられます。栗山先
生もほっとしたような表情です。右は北陸支部学術集会の抄録集。
「栄養療法の原点回帰」いいテーマですね。今、我々が考えるべ
き重要な内容だと思います。デザインもなかなかなものです。

↑坂本龍馬の親友、三岡八郎です。明治以後の名前は由利公正で
す。「こうせい」ではなく「きみまさ」ということです。五箇条
の御誓文の起草に参画したり、財政政策を担当した、非常に有能
な方だったそうです。その後、東京府知事になり、銀座に煉瓦造
りの建築物を多く建てるなどの施策を実施し、その業績を称える
記念碑もあるということです。今度、銀座に見に行かなくては。
この銅像は、中央公園の、足羽川（あすわがわ）沿いにあります。
非常にりっぱな銅像です。

↑懇親会です。非常にいい雰囲気の食事会でした。入山先生の趣
味がドラムだったなんて、知りませんでした。それから、もう何
十年も体重が変わっていないのだそうです。すごい。御年 75 歳で
このアクティビティー。そうか、がんばれば、私もあと 15 年はこ
んな雰囲気で行けるかもしれないな、と思いました。でも、無理
かな？とにかく、無理せず、地道に、がんばってみようかな、と
いう程度です。

翌週の月曜日には、茨木市の藍野病院での講演。PICC と CV ポートに関連した講演でした。藍野病院では「ポート造設
外来」を開設していて、日帰り手術として CV ポートを留置する、適応には制限なし、という内容に、ちょっと驚きました。
胃瘻問題が出てきてから、経鼻胃管でもなく、CV ポートを選択するという、医学的に、私自身は間違った選択だと思って
いる方向へと進んでいることを知り、どうしたものかな、困惑してしまった、というのが正直な感想です。胃瘻はもう流
行らない、という話も聞きました。困ったもんだ。
翌日の火曜日には、鹿児島へ。乳がんの診療で有名な相良
病院での講演会に呼んでいただきました。NST が活動を始め
ているということで、がん患者の栄養管理、というテーマで
講演しました。この日はむちゃくちゃ暑い日でした。新大阪
駅で鹿児島行きの「さくら」を待ったホームは、蒸し風呂状
態でした。汗がダラダラ流れる、エアコンないの？そんな感
じ。「さくら」は快適で、2 回も居眠りしました。鹿児島へ
着いたら、まず、何をする？新しく？創られた、坂本龍馬の
新婚旅行の銅像を見に行く、でした。ついでに、もう一つの
新婚旅行の銅像を見、時間があったので東郷平八郎の銅像を
見、相良病院で講演しました。終わってからの懇親会では「黒

↑蒸し風呂状態の暑さが伝わりませんが、「さくら」に乗る前の
待ち時間の暑かったこと。「さくら」の車両から吹き出す熱風の
せいだと思います。本当、暑かった。早く乗せてよ、お祈りした
は、話がはずみました。翌朝は、新幹線の発車時刻までの短
くらいです。鹿児島の方が、気温が低かったのです。大阪は、本
い時間を利用して、新しく建った 7 つの銅像を見学しました。 当、熱い、暑い。

豚しゃぶしゃぶ」を食べました。スタッフの方々との食事会

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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どれも小さめの銅像で、タクシーの運転手さんも詳しくは知らなかったのです。でも、この短い時間で 7 つの銅像を全部
見た、写真を撮った、ということでそれなりに満足した鹿児島講演旅行でした。鹿児島には、やはり、2 泊 3 日くらいで
行きたいですね。

↑この銅像はずいぶん前からあります。もう、何回目？という感
じ。龍馬の顔が、いまいち、と思います。でも、鹿児島に来たら
ここへ来ないといけないでしょう？『日本人の新婚旅行という風
俗のはしりといわれる』ということですが、小松帯刀の方が先に
新婚旅行をした、という説もあります。とにかく、坂本龍馬の方
が有名ですからね。真実は、こういうことで曲げられているのか
も。

↑東郷平八郎の像です。桜島を向いています。ここも 2 回目。前
回は自転車で来ました、と言ったら、タクシーの運転手さんに褒
められ？ました。普通の人は、そういうことはしないそうです。
ここからの桜島、錦江湾の景色がすばらしいのです。

↑1～7 は、薩摩ゆかりの方々の銅像で、新しくできたものだそうです。私は龍馬の銅像だけが新しいのかと思っていた
ら、7 箇所に新しい銅像ができていました。タクシーで、全部、見て、写真を撮ってきました。高木兼寛は、宮崎県の生
まれなのですが、鹿児島でウィリスとめぐり会ったことで医術に目覚めた、ということです。黒田清輝が鹿児島の方だ
とは知りませんでした。

↑宿泊した、城山観光ホテルの朝の景色です。桜島が霞んでいました。噴煙は上がって
いませんでした。でも、雄大な景色です。「我が胸の燃ゆる思いに比ぶれば、煙はうす
し桜島山：平野国臣」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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いわゆるお盆休みには帰省しましたが、運良く？行きも帰りも交通渋滞にまきこまれず。高校野球のラジオ放送を聞き
ながらの、いつもの長距離運転でした。今回は、リーダーズでのランチョンセミナーを行うため、
「栄養」の原点に戻ろう
と、伊予市の「栄養寺」へ行ってきました。佐伯矩の顕彰碑も、久しぶりに見てきました。

↑愛媛県、伊予市にある「栄養寺」です。佐伯矩が「営養」とい
う漢字を「栄養」に変更するよう政府に申し出た、その原点がこ
の「栄養寺」の文字なのだそうです。だから「栄養」の原点なの
です。

↑佐伯矩の栄養の記念碑です。今回、「自撮り棒」を使って、自
分で自分を撮影したのですが、どんな表情をしたらいいのか、わ
かりませんでした。ま、とにかく、ここに来た、ということの証
拠写真として撮りました。

8 月 22 日は、大阪市立大学が中心となって開催している「第 7 回

NST 医療連携イノベーション in OSAKA」での特別講

演。在宅栄養療法に関する講演でした。この会は 16 時から。実は、この日は研究室の床清掃の日で、建物の中で仕事をす
ることができませんでした。そこで、坂本龍馬の銅像を見に伏見へ行きました。鹿児島の坂本龍馬の新婚旅行の銅像が、
私にとっての坂本龍馬の銅像をめぐる旅の最後かと思っていたのですが、伏見にもう一つ銅像があることがわかり、リー
ダーズまでにどうしても行かなくては、と思っていたのです。暑い日でした。伏見の商店街を歩き、
「龍馬通り」を抜けて、
まずは寺田屋へ。この建物は、鳥羽伏見の戦いで焼失して、再建したものだということを知ってしまったのですが、でも、
ま、寺田屋は寺田屋だということで行きました。中に、お龍が入ったという風呂桶もありました。これもニセモノとわか
っていたのですが、写真を撮りました。そのあと、坂本龍馬とお龍の銅像を見てきました。まわりは草ぼうぼうでしたが、
龍馬の銅像を巡る旅の最後の銅像と思い、何枚も写真を撮りました。帰りに「龍馬通り」にある「お土産処

龍馬館」で

グッズを買いました。ハンカチ、扇子、携帯ストラップ、絵葉書、マグネット、メモ帳。ネクタイも買ったので約 1 万円。
あとでチェックすると、お龍さんの絵葉書が 210 円で、これは高いな、と思いました。しかし、お土産品なんていうもの
は、そんなものなのでしょう。それから京阪電車で講演会場へ。講演会会場に行ってみると、司会の大阪市立大学の大平
先生、天野先生はちゃんと上着を来て、ネクタイを締めていました。もちろん、共催の大塚製薬工場の方々もスーツとネ
クタイ。特別講演の私だけが「クールビズ」
。ま、いいんじゃない、暑いんだから。終わってからの情報交換会は、大平先
生、天野先生、大場先生、栄養士の塚田くん、大阪市立大学病院の手術室勤務の看護師の東福さん（元日生病院の看護師）
、
と楽しい時間を過ごしました。

↑「第 7 回 NST 医療連携イノベーション in OSAKA」後の懇親会
です。大阪市立大学の大平先生、大平先生がかわいがっている？
東福さん（私が日生病院時代に働いていました）、天野先生、そ
の後ろは大場先生、右は栄養士の塚田くん、です。いろいろ話が
弾みましたが、老眼鏡の話は、年をとるといつでも盛り上がりま
す。老眼になっていても、がまんする人が多いのですが、がまん
するものではありません。天野くんも大場くんも、講演会の時は
ネクタイとジャケットを着用していましたが、懇親会ではクール
ビズに変身していました。

↑寺田屋です。行ったのは 2 回目。商売っけが強くなっていまし
たね。でも、行ったら、いろいろ写真を撮ります、本当、いろい
ろ。龍馬の銅像は、高知の桂浜の銅像と同じ格好ですから、正確
にはレプリカですよね。

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、また、台風にやられましたよ。博多での
ゼン先生

ゼン先生：半ズボンやサンダル姿などの「スーパークール
ゼン先生

講演会が延期になりました。

ビズ」も認めているそうですよ。

小越先生：そうだってな。風雲児だな、正しく。でも、い
小越先生

小越先生：それはすごいな。でも、かつての省エネルック
小越先生

いじゃないか、広島へ「広島焼き」を食べに行けた、と考

とは違うんだな。

えたら。贅沢なことだよ。

ゼン先生：目的は一緒なんですが・・・。省エネルックな
ゼン先生

ゼン先生：ま、
そう考えたらいい、とは思いますが。本当、
ゼン先生

んて、もう、誰も言いませんよね。

今年は台風にやられっぱなしです。

小越先生：そうだな。半袖のジャケットだったけど、あれ
小越先生

小越先生：いいんだよ、それで。9
月 12 日のリーダーズの
小越先生

はカッコよくない。大平首相や羽田さんが来ていたけど、

時には、きっと台風が発生しても避けてくれるからな。

ダサい、と言われていたな。とにかく、格好良いという意

ゼン先生：そう祈ってるんです、正直なところ。昨年の
8
ゼン先生

味のクールじゃない、ってことだ。

月の第 1 回血管内留置カテーテル管理研究会の時は、台風

ゼン先生：でも、確かに、学会や研究会、講演会では、ク
ゼン先生

を恨むような気持ちになりました。よりによってこの日に

ールビズでいいのか、ネクタイを締めなくてはいけないの

台風が来るか？なんて思いました。

か、迷う人が多いようです。

小越先生：そうだったな。松末先生も、豪雨で来られない
小越先生

小越先生：そうだな。迷うだろう。失礼に思われると困る
小越先生

と電話があったと言ってたな。

からな。

ゼン先生：そうなんです。でも、それでも、100
人以上の
ゼン先生

ゼン先生：講師と司会が、
お互いに、ということですよね。
ゼン先生

熱心な方達が来てくれましたからね。

小越先生：そうだよ、お互いに、ということだよ。
小越先生

小越先生：大丈夫だ、今度のリーダーズは。きっと、いい
小越先生

ゼン先生：JSPEN
北陸支部会の特別講演に呼んでもらった
ゼン先生

天気だろうよ。まだ、暑いかなあ。

んですけどね。私が特別講演Ⅰで、入山先生が特別講演Ⅱ

ゼン先生：そうそう、
「まだ暑いから、クールビズでやりま
ゼン先生

だったんです。

しょう」というお知らせをしなくては、と思っているんで

小越先生：入山先生は、ちゃんとスーツを着てネクタイを
小越先生

すよ。

締めていただろう？

小越先生：それは大事だな。ネクタイを締めていかなくて
小越先生

ゼン先生：もちろんです。入山先生はそうだろう、と思っ
ゼン先生

はいけないのか、クールビズでいいのか、気を使うからな。

ていたのですが、私は「かりゆしルック」で行きました。

ゼン先生：一応、私も気を使っているんですよね。
ゼン先生

私の司会の八木先生はスーツにネクタイ姿でした。予想通

小越先生：本当か？いつも、ノーネクタイで気楽な格好で
小越先生

りでしたが。

講演しているんじゃないか？最近は。

小越先生：君のことを失礼なやつだと思わなかっただろう
小越先生

ゼン先生：そうなんですけど。大阪大学はクールビズなん
ゼン先生

かね。

だ、というスライドを用意しています。

ゼン先生：どうなんでしょうか。講演の中で、クールビズ
ゼン先生

小越先生：なるほど。講演の中でちゃんと理由を示してい
小越先生

の話、大阪大学の方針、かりゆしルックの話をしたんです。

る、ということなんだな。

そしたら、講演が終わった時には、八木先生、ネクタイを

ゼン先生：そうです。今年は、沖縄の「かりゆしルック」
ゼン先生

はずし、上着も脱いでおられました。

は環境省も推薦している、なんていうスライドも用意しま

小越先生：ハハハ、それはいい話だな。
小越先生

した。

ゼン先生：8
月 22 日の「NST 医療連携イノベーション in
ゼン先生

小越先生：なるほど、それはいいんじゃないか？それが標
小越先生

OSAKA」の特別講演で、かりゆしルックの話と、私の講演

準になればいいんだよ。

中に八木先生がネクタイをはずして上着を脱いでおられ

ゼン先生：なっているんじゃないですか？もう、クールビ
ゼン先生
ズっていう和製英語が作られて 10 年になるそうですから。
小越先生：クールビズって、和製英語なのか？
小越先生
ゼン先生：そうですよ、知らなかったんですか？2005
年に
ゼン先生
小泉純一郎が総理大臣の時に、
「ノーネクタイ」
、
「ノージ
ャケット」ということで、公募で選ばれた用語だというこ
とです。
小越先生：へええ、そうなのか、知らなかったな。
小越先生
ゼン先生：cool
には「涼しい」
「格好良い」という意味が
ゼン先生
あり、ビズは business の意味で、和製英語として創られ
たそうです。調べてみると、韓国でもそのままクールビズ
として使われていて、ソウル市では 6～8 月はジャケット
とネクタイを禁じていて、風通しの良いシャツの着用を義
務化しているそうです。
小越先生：へええ、何でも日本には反発する国なのにな。
小越先生

↑台風 15 号が九州を直撃。おかげで広島-博多間の新幹線も不通。
博多での講演会のために「のぞみ」に乗ったのですが、広島で下
車。広島駅は、人、ヒト、ひと。開通したのは 19 時頃でした。も
ちろん、博多での講演会は中止となりました。私は風雲児？です
から。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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た、という話もしたんですよ、写真を見せながら。私の司

略だそうです。そのグループの中の「彩の国東大宮メディ

会をしてくれた、大阪市立大学の大平先生はスーツを着て

カルセンター」院長の坂本嗣郎先生が阪大第一外科の先輩

ネクタイも締めておられました。そしたら、それを聞いて

で、この日、どうしても来い、ということなんですよ。

いた大阪市立大学の天野先生が、部下なんですけどね、大

小越先生：先輩のいうことには逆らえないな。
小越先生

平先生に「先生、上着を脱げ、ネクタイをはずせと言って

ゼン先生：お世話になっている、尊敬している先輩ですか
ゼン先生

るんですよ」と言ったそうです。

ら。そのフォーラムのテーマが「NST の存在意義を考える！」

小越先生：座長にプレッシャーをかけることになったんだ、
小越先生

なんです。

なるほど。

小越先生：そうか。確かに、NST
の存在意義自体を考えて
小越先生

ゼン先生：そんなつもりはなかったんですけどね。でも、
ゼン先生

もいい時期が来ているな。

私は、もう徹底しています。柄物も来ています。沖縄の翁

ゼン先生：そういうことで、JSPEN
神戸での講演や発表の
ゼン先生

長知事なんて、ずっと柄物着ていますよ、
「かりゆし」の。

内容もチェックしたりしているんです。

小越先生：そうだな、それがいいよ。暑いのをがまんして
小越先生

小越先生：なんか、いわゆる興味ある知見は得られたの
小越先生

いるより、ずっと気持ちがいい。見ている側もそう感じる

か？

からな。リーダーズの参加者にも、ちゃんと知らせておけ

ゼン先生：結論めいたことは言えませんが・・・。いろい
ゼン先生

よ。

ろ、苦労して NST 活動をやっている、そんな発表がたくさ

ゼン先生：はい、そうします。
ゼン先生

んありました。

小越先生：夏は、ま、仕事もそれほどはなかっただろうけ
小越先生

小越先生：みんな、がんばっているよな。
小越先生

ど、秋になると、学会、研究会、講演会で忙しいんじゃな

ゼン先生：それは、確かにそうだと、私も思っています。
ゼン先生

いか？

小越先生：NST
の存在意義は、あるという発表が多かった
小越先生

ゼン先生：そうですね。予定は詰まっています。でも、そ
ゼン先生

のか？

の準備もなかなかはかどらなくて、少々イライラしていま

ゼン先生：うううん・・・なんと表現したらいいのか、よ
ゼン先生

すね。

くわかりません。実は、JSPEN 神戸では「ためになる講演」

小越先生：そうだな。夏だからな。
小越先生

として、ランスタッド株式会社、EAP 総研所長の川西由美

ゼン先生：やる気が出ない時が結構多くて、困ります。
ゼン先生

子さんに「NST の現場力を高めるチームビルディング技法

小越先生：オレの経験からすると、そういう時は、あせら
小越先生

とは」という講演をお願いしたんです。その講演を、ビデ

ず、のんびりすることだ。気合が入ってくるのを待てばい

オでもう 1 回聞いてみたんです。

いんだよ。

小越先生：その川西さんって、医者か？栄養士か？
小越先生

ゼン先生：そうですね。そういう雰囲気で、実は、JSPEN
ゼン先生

ゼン先生：いや、そうではないんです。メンタルヘルスケ
ゼン先生

の神戸での学術集会の講演ビデオを見たりして過ごしま

アコンサルタントで、チームビルディングの専門家、とい

した。

うことです。

小越先生：なるほど、それはいい考えだ。
小越先生

小越先生：へええ、そういう職種があるのか。
小越先生

ゼン先生：9
月に大宮で「第 6 回 AMG
ゼン先生

ゼン先生：らしいです。その川西さんに、NST
というチー
ゼン先生

NST フォーラム」と

いうのがありまして、そこの特別講演に呼ばれているんで

ムとしての活動についての講演をしてもらったんです。

すよ。

小越先生：しかしだな、医療関係者ではない、栄養管理の
小越先生

小越先生：AMG
って何なんだ？
小越先生

こともわかってない、実際には NST 活動もやっていない、

ゼン先生：上尾中央医科グループ、AGEO
Medical Group の
ゼン先生

そんな人の講演が役に立つのかな、オレは疑問だ。
ゼン先生：そう思われるかもしれませんが。実は、私がそ
ゼン先生
の司会をしたんです。九大の水田先生の代わりなんですが。

↑愛媛県の内子といったら、ノーベル賞作家の大江健三郎のふる
さと。そこには、この「内子座」があります。レトロな歌舞伎劇
場として有名になっています。1916 年に大正天皇の即位を祝って
建設されたとのこと。2015 年に国の重要文化財に指定されたとい
うことです。

↑内子座の舞台と座席。微妙に座席が傾いているのが特徴だとい
うことです。舞台は、回り舞台となっていて、その下には「奈落」
と呼ばれる設備があります。もちろん、見ることができます。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：お、あの水田さんか。
小越先生

小越先生：言いたいことはわかったよ。NST
が活動したら
小越先生

ゼン先生：水田先生が勤務している施設のえらい方が急に
ゼン先生

患者の栄養状態はどうなったんだ？そういう発表がない、

病気になられたので、神戸に来ることができない、という

ということなんだ。

理由でした。学術集会の期間中、会長は何もしないと言っ

ゼン先生：実は、そうなんですよね。NST
で回診したら、
ゼン先生

ていたんですが、代役ですから、いいんだと思います。

患者の栄養状態がよくなる、そういう問題ではない、と私

小越先生：いいんだよ、会長がたくさん仕事をする、とい
小越先生

は思っているんです。そもそも、本当に栄養管理が理解で

うのが普通なんだからな。

きていない NST だったら、形だけの NST だったら、回診し

ゼン先生：その司会の挨拶の時、
「我々は医療技術は専門家
ゼン先生

ても患者の栄養状態がよくなるはずがないですよね。

だが、チームとして活動する場合は、ある意味、素人だか

小越先生：ま、そうだな。でも、それなりに勉強している
小越先生

ら、チームビルディングという領域の専門家の話は非常に

だろう、NST として活動しているんだから。

意義あるものだと思う」と言ったんですよ。

ゼン先生：TNT
セミナーの講師をしていた頃、その TNT 受
ゼン先生

小越先生：なるほど、いいコメントじゃないか。
小越先生

講の目的が NST の委員長になったから仕方なく、
義務的に、

ゼン先生：ありがとうございます。その、川西さんの講演
ゼン先生

という医師が結構いたんですよね。

を聞く前に、JSPEN 神戸での NST に関するシンポジウムの

小越先生：栄養に興味があるから参加する、ということで
小越先生

演題、一般演題の発表もビデオで見ました。

はなかったんだな。

小越先生：相当時間がかかっただろう？
小越先生

ゼン先生：そうなんです。私が
TNT セミナーの開始前にや
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。
でも、あらためてビデオを見ると、
ゼン先生

っていた栄養の試験の結果を見ると、これが惨憺たる出来

いい勉強になります。

の NST 委員長が多かったんです。

小越先生：それで、何が言いたいんだ？
小越先生

小越先生：院長命令で
NST 委員長にならされた、という連
小越先生

ゼン先生：川西さんの講演の中で、
「NST チームビルディン
ゼン先生

中だな。

グで重要なこと」として「NST『を
を』するのではなく、NST

ゼン先生：そうなんですよ。とすると、NST
として活動で
ゼン先生

『で
で』何をするかを考えることが重要。NST 活動自体が目

きていない、ということになりますよね。

的になってはダメ」と言われたんです。

小越先生：でも、そのうちにレベルアップするだろう？
小越先生

小越先生：NST
をするのではなく、NST で何をするか、か、
小越先生

ゼン先生：そんな甘いものですか？栄養管理って。勉強会
ゼン先生

なるほど。

だって、製薬会社や食品会社の人に講師をしてもらってい

ゼン先生：私も講演後にコメントしたんですが、そうなん
ゼン先生

るようなレベルの NST も結構あるようですよ。

ですよ、そこが大事なんですよ。JSPEN 神戸での NST に関

小越先生：製薬会社や食品会社の人もちゃんと勉強して講
小越先生

する発表は、大部分が「NST をする」ことが目的になって

師をしているだろう？それに、きちんと、高いレベルの勉

いるんです。

強会をやっている施設もあるだろう。

小越先生：なるほど。NST をどういう風に運営していくか、

ゼン先生：もちろんです。でも、それって、なんかおかし
ゼン先生

そういう発表が多い、ということなんだ。

いと私は思ってるんですよね。

ゼン先生：そうなんですよ。特に、今回の演題は、NST
加
ゼン先生

小越先生：ま、講師は誰でもいいのかもしれないけどな。
小越先生

算に対応した NST の活動、
というテーマもありましたから。

ゼン先生：それに、
例えばですが、NST 加算をとるために、
ゼン先生

小越先生：NST
加算の影響って、結構大きいんだろう？病
小越先生

専従だけでなく、専任スタッフとして活動している人の数

院としての経営の問題もあるし、NST 活動がどれだけの売

が、
50 人とか 100 人とかの施設もあるようです。
これって、

上を上げるか、という問題につながるからな。

形だけの回診にならないでしょうかね。

ゼン先生：売上、そうです、それが重要です。利益がある
ゼン先生

小越先生：そんなにメンバーの数が多い
NST もあるのか？
小越先生

と評価されないと、
病院が NST なんていらないじゃないか、

ゼン先生：いかにして、楽をして、というか、時間を使わ
ゼン先生

ということになる可能性もありますから。

ずに回診をして、NST 加算がとれるように工夫している、

小越先生：だろうな。しかし、それが
NST 活動の妨げにな
小越先生
っているかもしれない、という意見もあるんだろう？
ゼン先生：そうなんです。そこが問題です。そういう意味
ゼン先生
で、いろいろ検討されている、ということです。
小越先生：なるほどな。で、どういう内容の発表が多かっ
小越先生
たんだ？
ゼン先生：NST
のアウトカム、という内容も多いんです。
ゼン先生
NST のシステムの問題、NST 加算対象症例数、
NST 回診回数、
栄養管理計画書立案率、検討会参加者数、勉強会の開催回
数や参加人数、そんな内容になっているんですよ。体制に
もよりますが、どうやって NST 加算がとれる症例を増やす
か、という発表も多かったようです。

↑薩摩に来たら、西郷さんの銅像を見に来なければならないので
す。軍服姿の、きちんとした西郷さんです。気楽なクールビズで、
一緒に写真を撮らせていただきましが、申し訳ありません。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ということですよ。みなさん、本業で忙しいですからね。

ゼン先生：だから、そこを考え直す必要がある、というこ
ゼン先生

ということは、もはや、栄養管理の中身は、表現は悪いの

とです。NST 加算のための活動をしてはいけない。原点に

ですが、どうでもいい、みたいにならざるをえない部分が

立ち返り、患者の栄養状態をよくするための活動をしなさ

ありますよね。

い、それによって、副次的な効果が上がって、NST 加算の

小越先生：確かに、そうだな。
小越先生

直接的利益ではなく、全体としての利益はプラスになる、

ゼン先生：だから問題なんですよ。そうすると、患者に対
ゼン先生

と考えるべきである、ということです。もちろん、本質的

して適切な栄養管理が行われないんだったら、NST の存在

な目的は患者にとって、栄養状態がよくなって、元気にな

意義はない、ということになる、という議論が出てくるん

って・・・ということですけどね。

ですよね。

小越先生：なるほどな。それは、データとして出すのは非
小越先生

小越先生：栄養管理の中身を考えている施設もあるんだろ
小越先生

常に難しいのだけど、そう考えてがんばれ、ということだ。

う？

ゼン先生：そうです。そういう考え方で、地道にやってい
ゼン先生

ゼン先生：もちろんですよ。でも、病院の経営陣が、とに
ゼン先生

くしかないと思います。ただ、現在の NST が対象としてい

かく、NST 加算症例を増やせ、ということになると、栄養

る症例は、私に言わせると、本来の NST の対象症例ではな

管理の中身よりも症例数が大事になってくる、仕方ない、

いと思います。ま、それについては、次回にでも話しまし

ということになりますよ。

ょう。

小越先生：そういうことか。NST
加算を診療報酬として獲
小越先生

小越先生：そうか、
宿題を残して、今回はこれでおしまい、
小越先生

得した、これは確かに意義はあるんだけど、それによって、

ということだな。

逆に、栄養管理の中身がおろそかにならざるを得ない部分
がある、ということなのか。
ゼン先生：ま、NST
加算をきっかけに、栄養管理のレベル
ゼン先生
を上げている施設も、もちろんありますよ。この間、CNC
で講演してもらった、福井県立病院の栗山先生の発表は、
そういうことでした。加算を利用して、NST のスタッフを
充実させてシステムを強化し、それまでと同じ、いや、そ
れ以上の栄養管理を実施している、逆に栄養管理レベルを
上げている、という発表をしていました。
小越先生：なるほど、そういう施設もあるんだ。
小越先生
ゼン先生：しかし、栄養管理レベルを保ちながら加算症例
ゼン先生
を増やそうとしても、今の加算点数であれば、直接計算で
プラスにするのは非常に難しい、ということでした。
小越先生：そうなのか？どうやっても、栄養管理の内容を
小越先生
充実させながら、加算対象症例を増やして、利益を上げる、
というのは無理なのか？

↑フランシスコザビエルの記念碑です。胸像もあります。海沿い
にもザビエルの像はあるのですけどね。それは、何年か前に見ま
した。名前は「フランシスコザビエル」ですよね。右の記念碑は
「フランシスコザビエ聖師滞鹿記念」となっています。「ル」が
抜けているのですが・・・。

ゼン先生：NST
加算をとれる症例数として単純に計算する
ゼン先生
と、非常にむずかしいんじゃないですか。栄養管理のレベ
ルが上がる、治療効果が上がる、病院の評判がよくなる、
医療従事者のモチベーションが上がる、そんな、副次的効
果も含めて、ということになるんじゃないでしょうか。
小越先生：それって、まだ、NST
加算なんてものが得られ
小越先生
ていない頃、NST を設立しましょう、という考え方の基本
だったんじゃないか？
ゼン先生：そうなんですよ、実は。NST
活動の副次的効果
ゼン先生
を強調して、決して損はしないから、と主張していました。
小越先生：そろそろ、今回の話の結論にいかないといけな
小越先生
いけど、どうするつもりだ？
ゼン先生：NST
の存在意義は、もちろんある、これが結論
ゼン先生
です。
小越先生：しかしだな、栄養管理レベルが下がって、患者
小越先生
の栄養管理レベルを上げるような活動が実現できている

↑駅のそばの橋。子供らが遊んでいるのを、橋の反対側の欄干に、
母親？が座って見ている像だそうです。その傍に立っているのが、
大久保利通のりっぱな銅像。ヒゲもりっぱです。タクシーの運転
手さんが言ってたのですが、この大久保利通の銅像を建設してい
る期間、警察が 24 時間、見張りをしていたのだそうです。大久保
利通のせいで西郷隆盛が西南戦争を起こし・・・と薩摩の方達は
考えているのだそうです。真実は？わかりません。でも、りっぱ
な方が大勢、薩摩から出たのだ、ということはわかります。

施設が少ないということなんだから、その結論はおかしい
んじゃないか？
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
・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第２１回

↑龍馬通りです。なんでも龍馬関連です。竜馬通り、龍馬寿司、
お龍ちらし、お登勢寿司、などなど。特大龍馬寿司は 3700 円もし
ます。中身はどんなんだろうか？バッテラかな？さすがに、買い
ませんでした。

↑龍馬が新選組に襲われた時、この風呂桶で入浴していたお龍さ
んが、裸でこの通路を駆け上がって危険を知らせた、ということ
です。この風呂桶、実は、ニセモノ。でも、わかっていても写真
を撮っているおじさんが写っています。私はニセモノだと認識し
ていますが、知らない人は、本物だと思って写真を撮るのでしょ
う。私はニセモノだと分かっていても写真を撮りました。

↑私の龍馬の銅像を巡る旅の最後の「龍馬とお龍、愛の旅路の像」
です。この龍馬は非常に男前ですよね。茶色の銅像で、なんか、
違和感がありましたが、仕方ありません。草ぼうぼうでした。誰
か、手入れしてあげて、そんな気持ちになりました。右下は、タ
イマーを使っての証拠写真です。草ぼうぼうの中に立って、でし
た。もう、ほかには龍馬の銅像はないでしょうな。

【今回のまとめ】
1. 本当に私は風雲児なのかもしれません。またまた、台風 15 号のために博多での講演が延期に
なりました。おかげで、広島旅行をすることができました。
2. ネクタイをして、ジャケットを着て、暑いのをがまんしながら議論する必要はありません。今
度のリーダーズですが、クールビズでいきましょう。涼しい格好で、熱い議論をしましょう。
3. NST の存在意義は、もちろん、あります。ただ、NST
の存在意義は、もちろん、あります。ただ、NST 加算をとるための工夫ばかりしていては、
そのうち、存在意義はなくなるでしょう。栄養管理レベルを考えた活動をしましょう。
4. 現在の NST 加算の診療報酬体系では、
直接的に NST 活動で利益を得るのはむずかしいでしょう。
原点に帰り、NST
原点に帰り、NST 活動そのものによって得られる、栄養管理のレベルが上がる⇒患者が元気に
活動そのものによって得られる、栄養管理のレベルが上がる⇒患者が元気に
なる⇒治療効果が上がる⇒病院の評判がよくなり、医療従事者のモチベーションが上が
る、・・・・、そんな、副次的効果も含めてプラスになるように考えればいいと思います。
5. NST をする、
する、のではなく、
のではなく、NST で何をするか、
をするか、を考えましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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