・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座

第６１回

『NST の専従者は、加算のためではなく、
NST の診療レベルを高めるために必要！』
この原稿は、いつもはその月の終わり頃（25 日か
ら 30 日）に書くのですが、今回は、1 日から 3 日に
書くことになりました。私の原稿を PDF として編集
してくれる博さんと藤本さんにこの原稿を渡すのが
年明けになりますし。気分的にも、2018 年のまとめ
よりも、2019 年への抱負のほうが気合が入るかな？
なんて思ったりしましたので。
11 月 25 日に「栄養 100 年イベント」が終わって、
ほっとしたのも束の間、11 月 30 日には慈恵医大栄養
部の小林さんにお招きいただき、慈恵医大 NST 委員
会の第 90 回講演会に行きました。慈恵医大には、小
林さんだけではなく、福士さん、猿田さんという、
リーダーズにも積極的に協力していただいている管理栄養士さんがいます。気合を入れてしゃべらなくては！今回のテー
マは「静脈栄養の管理と感染対策」でした。当然、NST と ICT のコラボ講演会だと思っていたら、NST だけでした。講演の
中で『ICT の方は？』と聞いたら、感染管理認定看護師の三上さんがいました。三上さんに、感染対策チームでこの講演
会に来ているのは一人？たった一人？なんて尋ねてしまいました。講演後、目から鱗だった、静脈栄養の管理を実施する
ためには ICT とのコラボが大事だと改めて気づいた、という感想が聞こえました。翌週の NST 回診に、三上さんが参加し
ていたとのこと、小林さんから喜んで連絡がありました。慈恵医大には、HEQ 研究会の時に行ったことがありました。し
かし、建物がすっかり変わっていました。約 10 年が経過していますから。懇親会では西川先生、濱栄養部課長にいろいろ
お気遣いいただきました。ありがとうございました。西川先生と福士さんに懇親会会場へ連れて行ってもらう途中、慈恵
医大創始者の高木兼寛が米国からリード
女史を招いて看護婦教育を始めた、その
『看護婦教育所創設の地』の碑を初めて見
ました。

↑高木兼寛が、日本での看護婦教育を始めたこと
はあまり知られていないかもしれません。高木は
留学先のセント・トーマス病院医学校でナイチン
ゲールの看護を目の当たりにし、帰国して看護婦
教育を始めたのです。

↑慈恵医大での NST 講演会後の懇親会です。附属 4 病院の NST の方も来てくれてい
ました。猿田さんは柏病院ですから。みなさん仲良しで、盛り上がっていました。こ
こに ICT が加わると、もっと盛り上がると思います。いろいろお世話いただき、あり
がとうございました。

2018 年最後のイベントは、12 月 15 日の第 7 回血管内留置カテーテル管理研究会；JAN-VIC。PICC の特集をテーマとし
たところ、PICC 関連演題が 12 題、集まりました。積極的に PICC を導入している施設ばかりで、活発な意見交換が行われ
ました。いろいろ、いい議論がありました。PICC を導入してよかったよかった、そういう発表ではなく、きちんと成績を
解析した発表で、どれも論文にして欲しい、そう思いました。しかし、学術集会としての反省点は、発表内容としてデー
タが多すぎたことです。シンポジウムですから仕方ないのですが。経験が豊富で、きちんとデータを集めておられる施設
ばかりですから。でも、議論をするには、議論の的が絞れない、という問題があることにも気づきました。いろいろ反省
が必要です。質問者もある程度固まってしまっていることも、反省点でしょうか。診療看護師さん 4 人が発表してくれま
したが、しっかりとした検討をしていましたね。自信をもって PICC を挿入して管理していることがわかりました。「シン
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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カテーテル管理の工夫」は、非常に興味深

い発表ばかりでした。私が注目した発表は、福井県立病
院の白崎看護師の「末梢血管留置に伴うカテーテル関連
血流感染アウトブレイク後の取り組み～ICT と NST 協働
での取り組みを通して～」でした。静脈栄養の管理を、
NST と ICT、そして安全管理室が共同で実施することにな
った、効果が出た、という内容。この血管内留置カテー
テル管理研究会が目指すものの一つでもあります。もっ
と多くの施設がこの考えで栄養管理、感染管理を実施し
ていただきたいと思います。私も一般演題として発表し
ました。「PPN 用輸液の導入針刺し換え時の輸液汚染リス
ク」でした。この内容については、後日、論文として発

↑第 7 回血管内留置カテーテル研究会です。私、この後ろ髪の「寝
癖」に気付かずに役目を終えました。たくさん質問もしましたし、
開会・閉会の挨拶、ランチョンセミナーの座長、シンポジウムでの
発表、イブニングレクチャーの講師、をやりました。後日、ビデオ
で発表内容を確認する際にこの「寝癖」に気づきました。誰か、研
究会が始まる前に教えてくださいよ、水で濡らして「寝癖」を直し
ますから。

表します。ランチョンセミナーは東レメディカルに協力
していただき、CV ポートの安全な管理について、2 人の
講師に講演していただきました。貴重な内容でした。最
後に私がイブニングレクチャーで講演しました。内容は
「ケーブルのない、ポケット型エコーの開発」で、世界
初の機器です。
「栄養ディバイス未来医工学共同研究部門」
として開発しました。PICC 用に開発しましたが、いろい
ろな領域に応用できる、ポケットエコーです。携帯型で
あるというだけでなく、穿刺技術にも新しい展開をもた
らすと思います。残念だったのは研究会としての参加者
数。私だけがこう思っているのかもしれませんが・・・。
総参加者数は約 150 名。そのうちの 50 名は企業の方でし
た。残りの 100 名が医療者でした。これだけの内容の濃

↑PICC の発表、盛り上がりました。北野病院の内田くんが、エコ
ーで確認しているはずなのに動脈穿刺をした症例を呈示してくれ
まして、盛り上がりました。大腿 PICC という名称はおかしいぞ。
PICC ではなくて CICC ですぞ。PICC からビーフリードを投与しては
いけないでしょう？前回も指摘しましたが。いろいろ、議論があり
ました。ぜひ、記録集を読んでください。

い演題が発表されたのに、集まった医療者は 100 名か、
という思いが強かったのです。こんな大事な領域の研究
会に、興味をもって参加した方が 100 名か、私としては
かなり残念な思いでした。次回は 2019 年 12 月 7 日に、
同じように大阪大学のコンベンションセンターで開催し
ますので、栄養管理と感染対策、特に静脈栄養とカテー
テル管理に興味を持っておられる方の参加をお待ちして
います。
2018 年は本当に忙しい年でした。2 月には久しぶりに
日本静脈経腸栄養学会でランチョンセミナーをさせてい
ただきました。2017 年には、ニプロにランチョンセミナ
ーの依頼が来たので、私が司会、栗山先生が講師で NST
に関する講演をする、ということで申し込んだら、断ら
れてしまいましたから。井上善文が NST に関する講演の
座長をするのはおかしい、という理由だったとのことで
す。要するに、私を出したくなかったのだと思います。
そうそう、この学会は名称が変更になるのだそうですね。
静脈栄養と経腸栄養という名称が学会名から消える・・
名は体を表す・・です。私は退会しました。3 月には鹿児
島で白尾先生と油田先生によって第 6 回リーダーズが開
催されました。初めての地方都市？開催でしたが、有意

↑初めて参加された方は、ほとんどの方が面白かったと感想を述べ
てくれました。熱心さが違います、他の研究会とは。真剣に議論を
していますから。しかし、まだまだ議論としては未熟な部分もあり
ますので、成長しなければなりません。遠くからも発表に来ていた
だきました。札幌東徳洲会病院、函館五稜郭病院、東京の虎の門病
院、東邦大学大橋病院、宮城の大崎市民病院、別府医療センター、
横浜新緑総合病院、高崎医療センター、福井県立病院から発表して
いただきました。福井は遠い？武蔵野のほうが遠いでしょう。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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義な会でした。6 月には関西 PEG・栄養とリハビリ研究会。
演題のレベルが非常に高く、いい議論ができました。リー
ダーズや JANVIC の、しっかり議論をしようという姿勢が
広がっています。いい影響が出てきています。この時の特
別パネルディスカッションは、記録集を作成して配布する
ことにしています。胃瘻の正しい普及のための活動は、最
近、尻すぼみ気味？ですから。絶対に読んでください。9
月には第 7 回リーダーズが神戸で開催されました。北出先
生が緊張しながら会長をしてくれましたが、これも非常に
面白い学術集会となりました。11 月 25 日には松山で、栄
養 100 年イベントを開催しました。
「栄養の物好き」が 100
人も集まってくれました。砥部焼の「栄養」マグカップ、

↑ランチョンセミナーは CV ポートに関する講演でした。研究会の
テーマは PICC の特集としたのですが、CV ポートの講演をしていた
だいたので幅が出ました。感染に関する演題もありました。研究会
全体としては血管内留置カテーテルに関する広い範囲の演題が集
まったことになります。

欲しい方がたくさんいるとは思いますが、150 個しか作っ
ていませんので、限定品？貴重品？になりましたね。12
月 15 日には第 7 回血管内留置カテーテル管理研究会
（JAN-VIC）を開催しました。どれも、いいイベントにな
ったと思います。本気で栄養管理に向き合っている方たち
の協力のおかげです、と感謝しています。本当にありがと
うございます。お互いに・・・です。
2019 年は、2018 年と同じように、自分なりに活動して
いきます。小さな活動でしかありませんが、リーダーズと
JAN-VIC を中心とした活動を継続しますので、真剣に、特
に静脈栄養・経腸栄養を考えておられる方、食べられない
患者さんのための栄養管理を考えておられる方、活動への
参加をお待ちしています。一緒に盛り上がっていきましょ
う。

↑企業展示会場です。小さな研究会ですが、展示会場に来る人数
は、他の大きな学会より多いし、興味をもって話を聞きに来てく
れる人が多いと思います。にぎやかな展示会場であることがわか
ります。とにかく、企業プレゼン、展示、協力していただき本当
にありがとうございました。
↑9 社が企業プレゼンをしてくれました。ありがとうございます。
テルモ、吉田製薬、JMS、エイワイファーマ、ニプロ、メディコン、
大塚製薬工場、東レ、日本コビディエン、ありがとうございました。
プレゼンのやり方、時間厳守、いろいろ勉強することがあります。
その後 25 分間ほど、企業展示会場で盛り上がっていました。企業
展示だけでしたが、ビーブラウンもありがとうございました。

↑この研究会、医師はもちろんですが、看護師、薬剤師にももっと
参加してほしいのです。NST と ICT の看護師さんは必須です。薬剤
師さんも、輸液の管理をきちんとやる必要があるのですから、必須
だと思うのですが・・・。薬剤師は何か意見がないのですか？と仕
掛けたら、宮原くんと古田くんが出てくれました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：2019 年になったな。今年もがんばる、だな。

ゼン先生：そうかもしれませんが、私は、時間がかかりすぎた

ゼン先生：毎年毎年、新しい年を迎えるんですから特別どうこ

とイライラしていました。でも、ここまで来ましたから、今年

う、ということはありません。でも、毎年毎年、今年もがんば

はがんばらなくてはと思っています。

る、という気持ちになることは間違いありません。

小越先生：ほかにもあるのか？

小越先生：しかし、今年は平成最後の年だぞ。5 月 1 日からは

ゼン先生：あります。こっちのほうがヒット商品になると思い

新しい年号になるんだぞ。今年は特別だろう。

ます。

ゼン先生：なぜ、4 月 1 日からにしないんでしょうね。日本には

小越先生：どんな製品なんだ？

年度というものがありますよ。今は 2019 年 1 月ですが、平成

ゼン先生：PICC 挿入用ポケットエコーです。ケーブルがない、

30 年度です。2019 年の 4 月 1 日は平成 31 年度の始まりなんで

モニター画面とエコープローブと本体が一体化したものです。

しょう？5 月 1 日からは○○年度ということになるんですかね

小越先生：ケーブルがないエコー？そんな器械は見たことがな

え。年度は 4 月 1 日からなんですから。

いぞ。

小越先生：確かに、なあ。なぜ、わざわざ 5 月 1 日なんだ？今

ゼン先生：世界初のエコーだと思います。

までは天皇が亡くなってから元号を変更していたんだから仕方

小越先生：それはすごいじゃないか。ポケットエコーっていう

ないけど、今回はそうではないんだから、適切な時期を決める

んだから、非常に小さいんだな。

ことができるのに、なあ。
ゼン先生：本当に、わざわざややこしいことにしているように
思いますね。
小越先生：しかし、われわれにはどうしようもないからな。仕
方ない。
ゼン先生：まあ、そうですね。とにかく 2019 年は 1 月 1 日から
始まるので、年の初めであることは間違いありませんね。そう
いう意味では新しい気持ちになる、それも間違いありません。
小越先生：だろうな。オレもそう思う。今年の抱負は？なんて
いう会話も面白くないか？
ゼン先生：面白くないとは思いませんが、2018 年の続きとして、
仕事を進めます。
小越先生：そうだな。1 月 1 日で生活パターンが変わるわけで
はないんだからな。
ゼン先生：その通りです。でも、今年の抱負、というのではな
いんですが、いよいよ、うちの研究部門として開発してきた製
品を発売することができます、いろいろな栄養管理関連製品を。
小越先生：そうか。それはよかったが、どんな製品？
ゼン先生：一つは completely closed I-system です。カテーテ
ルのハブ、これはメス側といいますが、I-plug で閉鎖状態にし
ています。輸液ライン側、これはオス側ですが、I-set の先は
針なので、ほぼ閉鎖状態なんです。でも、この I-set 側に新し
い工夫を施して完全に閉鎖状態にしました。
小越先生：なるほど。オス側もメス側も閉鎖状態にしたのか。

↑イブニングレクチャーで私が、ケーブルのないポケットエコーの話
をしました。それが終わってからのニプロ展示ブースです。これだけ
多くの方が、このエコーを見たいと集まってくれました。もう少しし
たら、もっと詳しく解説します。

それで completely closed I-system か。
ゼン先生：そうなんです。これで完全に接続時の汚染リスクを
ゼロにすることができます。
小越先生：ゼロか？
ゼン先生：完全に？かというと、いろいろなことをしてくれる
人がいますから、われわれの想定外のことが起こってゼロでは
ない、ということになる恐れはありますが。
小越先生：確かに、な。
ゼン先生：私がこのアイデアに至ったのは、もう 7 年前のこと
ですから、製品として市場に出すのにこんなに時間がかかった
のか、という気がしています。
小越先生：製品化って、ものすごく時間がかかるんじゃないか？
ふつう。

↑当研究部門として開発した、ケーブルのない携帯型ポケットエコー：
IP エ コ ー と 、 新 し い 輸 液 ラ イ ン 接 続 シ ス テ ム Completely closed
I-system です。栄養管理の領域に貢献できると思います。
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：もちろんです。白衣のポケットに入ります。私が持

ゼン先生：そう思うでしょう？それはわがままだ、と言ってお

っているスマホ、iPhone6 プラスとほぼ同じ大きさです。

きました。

小越先生：へええ、そんなに小さいのか。でも重いんだろう？

小越先生：はっきり、わがままだ、と言ったのか？

ゼン先生：私のカバーをつけた iPhone6＋よりも軽いんです。

ゼン先生：もちろんです。それから減塩食も食べてみました。

小越先生：しかし、画質が悪いだろう？

小越先生：東宝塚さとう病院は循環器と心臓血管外科が中心の

ゼン先生：小さくして、軽くして、でも画質はいい、そういう

病院だろう？減塩食が必要な患者さんは多いんじゃないか？

製品にするのに苦労しました。そうすることができました。と

ゼン先生：そうなんです。味が薄いという患者さんが多いんで

いっても、苦労したのは、上田日本無線株式会社の方々ですが。

すよ。だから、私、食べてみました。

小越先生：君は何をしたんだ？

小越先生：どうだった？

ゼン先生：この器械のアイデアはすべて私のものです。画質を

ゼン先生：うまかった、ですよ。1 回目は「けんちんうどん」で

どの程度にするか？デザインは？どのくらいの大きさに？など、

したが、いい味でした。2 回目は御飯と味噌汁と副食でした。

製品としての実用化に関して必要な情報について、ですね。

これもうまい、と思いました。

小越先生：そうか。画期的な製品なんだな。また見せてくれよ

小越先生：そうか。それはよかったじゃないか。

な。
ゼン先生：はい。製品としても画期的ですが、エコーガイド下
上腕 PICC 法について、穿刺技術にも変化をもたらすことができ
ると思います。
小越先生：穿刺技術自体も変化する？
ゼン先生：そうですね。エコー画面を見る目線と穿刺部を見る
目線が一致するようになります、そういう意味です。
小越先生：新しい器械が穿刺技術を変える？
ゼン先生：そうです。技術革命というのは言い過ぎですが、穿
刺技術に変化が出ることは間違いないと思います。

↑左は刻みとろみ食です。ちょっとばかし御飯が多すぎますね。全部、
とろみ付です。真ん中は減塩食。いい味でした。右は減塩けんちんうど
ん。これもいい味でした。減塩食って、いろいろ工夫されているんだな、
と感心しました。味が薄すぎて患者さんはかわいそう、そう単純に思っ
ていました。管理栄養士さん、ごめんなさい。

小越先生：期待しているよ。
ゼン先生：ありがとうございます。
小越先生：今回のオレとの会話のメインテーマは何なんだ？
ゼン先生：一つは・・・東宝塚さとう病院での栄養回診の時、
患者さんと食事についてもいろいろ話をするんですけど、トロ
ミ食についていろいろ文句ばかり言う患者さんがいましてね。
小越先生：どんな文句だ？
ゼン先生：味に変化がない、とろみが口の中にずっと残ってい
る、が主なものでしょうか。
小越先生：と言われても、食べたことがないと返事はできない
だろう。
ゼン先生：そうなんです。だから、食べてみました。キザミと
ろみ食です。
小越先生：そうか、いいことだ。どうだった？

↑第 31 回日本内視鏡外科学会で、国際医工情報センター、次世代内視
鏡治療学の中島教授が「大上賞」を受賞されました。受賞挨拶の写真で
す。いい挨拶でした、名演説でした。おめでとうございます。来年の第
32 回学術集会で、受賞講演が行われます。

ゼン先生：主食が多すぎましたね。全粥？という感じでしたし、
副食も、なんか味気ないですね。お茶もとろみ付でした。これ
を毎食ということになると、かなりつらいものがあると思いま
す。味としては、工夫がされていると思いましたが。胃がもた
れました。
小越先生：トロミは胃の中に停滞するんだろう？
ゼン先生：確かにそうなんだと実感しました。
小越先生：トロミ、きざみ、となると、見かけもあまりよくな
いよな。
ゼン先生：そう思います。でもね、その患者さん、結構わがま
まなんです。冬には冷奴ではないでしょう、湯豆腐でしょう、
なんていう人ですから。
小越先生：そりゃあわがままだな、確かに。

↑博多で開催された日本内視鏡外科学会に私も参加しました。久しぶり
に旧第一外科仲間と食事をしました。確か、一昨年も同じようなメンバ
ーで食事をしました。その時も、今回と同じように大川くんの 360 度カ
メラで写真を撮りました。
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：予想では、かなり薄味だろうと思っていたんです。

小越先生：そうかもしれないな。

でも、ちょうどいい加減でした。

ゼン先生：でも、clinical dietitian として活躍してもらうに

小越先生：しかしな、根津くんの話では、井上は味音痴なんじ

は、もっと大学教育で臨床医学をきっちり教える必要があると

ゃないか、ということだけど。

思います。

ゼン先生：それは失礼です。うまいものはうまい、まずいもの

小越先生：そうか。そういうことも考える必要があるんだ。

はまずい、少なくともそれはわかります。

ゼン先生：それから、診療報酬上では、栄養食事指導料と NST

小越先生：そうだよな。いくらなんでも根津くんの言い方は失

加算を使い分ける、そういう意味もあると思います。

礼だ、オレもそう思う。

小越先生：栄養食事指導を担当する管理栄養士と、NST 専従の

ゼン先生：当たり前です。とにかく、管理栄養士さんたちはい

管理栄養士は、専門性にも違いが出るかもしれないな。

ろいろ工夫している、すごい、と思いました。メニュー表だっ

ゼン先生：その通りです。どっちがレベルが上とか、そういう

てすごいですよね。患者さんみんなが見ているはずはないと思

問題ではなくて、専門性の違い、という意味です。

いますが、あそこまできちんとしているんだと感心しました。

小越先生：それは極めて貴重な発言だぞ。

小越先生：君がそういう発言をすると、管理栄養士さん達は喜

ゼン先生：本当、そうです。アメリカでは、管理栄養士さんが、

ぶだろうな。

Registered Dietitian に加えて、Registered Dietitian

ゼン先生：私は全くの素人感覚ですから、私の評価は素直なも

Nutritionist という呼称も使われるようになっているそうで

のですよ。どう表現したらいいかわかりませんが、よくがんば

す。

っているな、と思いました。管理栄養士さんにとっては当たり

小越先生：なるほど。静脈栄養と経腸栄養にも長けた管理栄養

前のことでしょうが。

士だから Nutritionist という名称が加わっているんだな。

小越先生：いい経験をしたな。

ゼン先生：そうです。私が提唱している Medical Nutritionist

ゼン先生：はい。だから、管理栄養士さんはもっと「食はまか

をまねているようにも思いますが。

せなさい」と言うべきだと思います。僕らは、医学部教育で「食」

小越先生：アメリカの栄養士が君をまねる？それは違うだろう。

については何も習っていませんから、管理栄養士さんにまかせ

ゼン先生：しかし、何でも外人のほうが優れていると思ったら、

るべきだと思います。

それは大間違いですよ。日本のほうが優れていることはたくさ

小越先生：その通りだよ。オレもそう思う。うまいものを食べ

んありますよ。静脈栄養と経腸栄養がこんなに発達しているん

るのは大好きだけどな。

ですから、栄養管理の専門家として Nutritionist という名称を

ゼン先生：いやあ、病院食の管理って、大変だと思います。メ

使うべきなんです。

ニューを毎日、毎食、考える必要があるんですからね。

小越先生：Dietitian に怒られるぞ？

小越先生：そうだろうな。奥様達も、毎日の食事メニューを考

ゼン先生：それは違います。食の専門家としての Dietitian を

えるのは大変だって言っているよな。

認めているからこういう発想になるんですよ。

ゼン先生：はい、よく聞きます。それを病院で何種類ものメニ

小越先生：時代の変遷と共に名称も変わるべきか？

ューを考える必要があるんですから。

ゼン先生：だからアメリカでは Registered Dietitian

小越先生：本当にそうだ。もっとその大変さも理解する必要が

Nutritionist という名称にしているんだと思います。

あるな。

小越先生：やっとわかってきた、ということか？

ゼン先生：だから、管理栄養士さんの働きを尊重して、もっと

ゼン先生：そのはずです。Dudrick が TPN を開発してから、栄養

まかせるべきだと思います。

管理とは経口栄養だけではない、となったはずです。というこ

小越先生：そうしておいて、医師は
食べられない患者の栄養管理をき
っちりやるべきだ、と言いたいんだ
な。
ゼン先生：もちろんです。だから、
ある意味、NST もうまくいかないん
じゃないかと思うんですよ。
小越先生：NST の本来の活動内容と
して、食べられない患者さんに対す
る栄養管理をもっときっちりとや
るべきだ、という意味だな。
ゼン先生：そうです。だから
clinical dietitian と kitchen
dietitian を分けるべきなのかも、
と思います。専門性を生かして、と
いう意味ですが。

↑2018 年の IVH 研忘年会です。例年は 11 月下旬に開催していたのですが、栄養 100 年イベントを 11 月 25 日
に開催したので 12 月 13 日に開催しました。他の忘年会と重なって出席していただけなかった方もいました
が、22 名に出席していただきました。いろいろな発言があって、非常に楽しい忘年会でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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とは、栄養管理の専門家は dietitian だけでなく、nutritionist

小越先生：その森川さんの論文なんだな。

という名称も必要になったんですよ。

ゼン先生：福井県立病院における専従者の役割、という内容で

小越先生：確かに、そう考えるべきだな。

す。仕事として、NST 業務で詰まっているんですが、論文を読

ゼン先生：ということで、何でも外人のほうが上だって思う必

んでいるうちに、NST の専従者って、単に加算を申請するため

要はないでしょう。栄養の領域だってそうですよ。

だけではなく、もっと大事な役割があるんじゃないか、って気

小越先生：そうか、最近はそういう考えで仕事をしているんだ

付いたんです。

な。

小越先生：しかし、専従がいなくても専任で診療報酬を申請で

ゼン先生：そうです。外人に対して引け目を感じる必要もない

きるからということで専従を専任に代えた施設がたくさんある

でしょう、今さら。外人がこうやっているから、オレ達も、な

んだろう？そういう施設は診療報酬のことだけを考えている、

んて考える必要はありません。

ということなのか？

小越先生：外人じゃなくて、外国人と表現するほうがいいんじ

ゼン先生：そうかもしれませんが。私は、本来の専従者の意味

ゃないか？

は、NST のレベルを保つ、NST のチーム力を高めるという役割だ

ゼン先生：そうですね、すみません。

と気付いたんです。第 7 回のリーダーズでのパネルディスカッ

小越先生：しかし、ここで外国の話をするときりがないな。

ションでは、そういう意見は出ませんでした。単に加算、加算、

ゼン先生：そうです、やめましょう。実は、先生と議論したか

という議論になりました。でも、なんか、気付いたんです。

ったのは、2018 年度の診療報酬改定で専従がいらない、専任で

小越先生：なるほど、お金の問題だけではない役割がある、と

いい、となったことなんです。

いう意味か。

小越先生：その問題については、3 回ほど前に話題にしただろ

ゼン先生：そうです。加算のためだけではない役割があるんで

う？

すよ、そこが大事です。

ゼン先生：しました。でも、加算の話に終始したはずです。

小越先生：しかし、だな。病院としてはお金がとれなかったら

小越先生：そうだよ。専任でいいから、ということで加算をと

困るじゃないか。

れる施設が増えたし、専従の人たちが専任になって他の仕事が

ゼン先生：もちろん、お金にも反映できます。適切な栄養管理

できるようになって、よかったよかった、となっているという

を提案し、それを主治医が実践することによって、NST の提案

話だったな。

が有効であることを確認する、この繰り返しで NST が信頼を得

ゼン先生：そうです。お金の話に終始したような記憶がありま

る。そうすると適切な栄養管理が実施される患者さんが増える、

す。

という意味での経済効果です。

小越先生：ほかに、何か議論する内容はあるのか？

小越先生：それこそが本来の経済効果だ。

ゼン先生：もちろんです。そういう考え方は本質ではないはず

ゼン先生：でしょう？NST は高い診療レベルを保つ必要がある、

です。本当に議論すべきなのは、本来の NST 専従の役割につい

その高い診療レベルを保つために NST というチームを牽引する

て、です。

のが本来の NST 専従の役割ですよ。

小越先生：NST 専従の本来の役割？

小越先生：そうだな、確かに。専従が不要、としたことは、実

ゼン先生：15 人以上の加算をとるための条件、なんていう単純

は、この本来の専従の役割を理解していないからだ、というこ

なものではないということです。

とになるな。

小越先生：「算定患者数が 1 日に 15 人以内であれば専任で差支

ゼン先生：そうなんですよ。そこが大事なんです。そこを考え

えない」なんだから、15 人以上の場合のために専従があるんだ

る必要があります。

ろう？

小越先生：しかし、専従の人材を確保できないから加算がとれ

ゼン先生：違います。といっても、実は、私もはっきりとは気

なかった施設にとっては、この改定はうれしいことだぞ。

づいていなかったんです。福井県立病院の専従の管理栄養士、

ゼン先生：まあそうなんですが。

森川さんが Medical Nutritionist of PEN Leaders に論文を投

小越先生：それに、専従を専任にした施設に対して、どう話を

稿してくれたんです。その論文を読んでいるうちに気付いたん

するつもりだ？診療報酬に対応するには、こうするしかなかっ

です。

たんだから。

小越先生：森川管理栄養士？会ったことはないけど、リーダー

ゼン先生：その専任者に、NST リーダー、という呼称を作って、

ズでよく発表している管理栄養士さんだろう？

しんどいでしょうが、専従者と同じような考えで活動してもら

ゼン先生：そうです。管理栄養士であり、Medical Nutritionist

うことだと思います。

であり、ですね。

小越先生：しかし、別の仕事もしなくてはならないんだぞ。

小越先生：へええ、そうなのか。

ゼン先生：わかっています。でも、ここで NST のリーダー、牽

ゼン先生：リーダーズとして、第 1 回の Medical Nutritionist

引者という意味ですが、リーダーとして、NST のレベルを保ち、

認定者の一人です。

高めるための活動をするんです。多くの施設では NST 委員会の

小越先生：なるほど、だな。

委員長には医師がなっていますよね。

ゼン先生：栗山先生が鍛えている、ものすごく信頼している管

小越先生：そうだな。ほとんどの施設でリーダーは医師だな。

理栄養士さんです。
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：しかし、形式的、みたいな雰囲気があります。最終
的な結論はその委員長が動いてもいいと思いますが、NST とし
てのチームのリーダーは管理栄養士、薬剤師、看護師でいいと
思います。医師は、なんか、形だけ、みたいな雰囲気があるで
しょう？医師は別の仕事のほうが大事、みたいな感じでしょ
う？
小越先生：ハハハ、そんなことをいうと、福井県立病院の栗山
先生に怒られるかもしれないぞ。
ゼン先生：確かに。栗山先生だけでなく、リーダーズの会員や
参加者に怒られるかもしれません。しかし、大部分の NST 委員
会の委員長は、さっきのような考えで活動しているんじゃない
でしょうか。
小越先生：君は、NST に真剣に取り組んでいる管理栄養士、薬
剤師、看護師を、もっとリーダーとして活動できるようにした
らいい、と思っているんだ。
ゼン先生：そうです。気持ちを大事にしたいんです。いろいろ
リーダーズで話をしていると、医師よりよほど栄養に詳しいし、
関心があるし、栄養の重要性を理解しています。だから、なん
です。
小越先生：そうだな、もともと、オレが、日本静脈経腸栄養研
究会を学会にした時の基本的考えは、そうだったんだ。メディ
カルスタッフに参加してもらおう、それによって日本全体の栄
養管理レベルを上げよう、と思ったんだよ。
ゼン先生：そうでしょう？それは、ある意味で成功したと思い
ます。しかし、先生は他の学会との違いを、静脈栄養と経腸栄
養を通して、という思いだったんでしょう？
小越先生：そうだよ。
ゼン先生：ということは、先生も Medical Nutritionist という
ジャンルを作りたかった、ということになるんじゃないです
か？
小越先生：そうだな、そういわれると、オレが育てたかったの
は Medical Nutritionist だよ。

↑第 7 回血管内留置カテーテル研究会の懇親会会場は、大阪大学のレストラン、ミネルバ。料理は非常にうまい！楽しい時間でした。参加してい
ただきありがとうございました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑12 月 28 日、富田林病院へ転勤することになった川崎病院外科の、
不肖の弟子（研修医の時からだからもう 20 年になります）
、阪尾くん
の送別会をしました。といっても、川崎病院のスタッフはこの看護師
さん 3 人だけ。川崎病院外科の木村くんは緊急手術で出席できません
でした。開業した柴北くん、海星病院外科の木許くん、私が川崎病院
を退職してもう 5 年が過ぎたのですが、いつまでもいい仲間です。阪
尾よ、富田林病院でもがんばって仕事せえよ。トライアスロンばかり
に力を使わないように。

第６１回

↑年始には、宇和島城へ行き、宇和島市の歴史について勉強してきま
した。幕末 4 賢侯の伊達宗城、大津事件の児島惟謙、鉄道唱歌の作詞
者：大和田建樹、別府観光の立役者：油屋熊八、高野長英、村田蔵六、
楠本伊篤（イネ）など、歴史的偉人がたくさんいます。天守閣へ登る
のは結構大変でした。右の写真は、宇和島バスのバス停；嵐です。わ
ざわざ写真を撮りに行きました。大事な患者さんのお嬢ちゃんのため
に、です。

【今回のまとめ】
1. 今年も、栄養、栄養でいきますので、よろしくお願いします。一緒に適切な栄養管理の普及のために活動し
ましょう。
2. 今年は研究室として開発した、栄養管理のレベルアップのための器具、器械が製品化できます。よろしくお
願いします。
3. 病院食を食べてみました。管理栄養士さん達に、謝らなくてはならないと思います。減塩食も、すごく工夫
されていて、おいしいということを実感しました。これからは塩サバに醤油をかけるのはやめようと思いま
す。
4. NST 加算の専従の意味は、加算の条件としてだけではありません。その施設の栄養管理レベルと保ち、高め
る役割があります。本来の意味はそこにあります。
5. NST のレベルが下がると病院全体の栄養管理レベルが下がる、そこをしっかり考えて活動しましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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