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『栄養食事指導料をうまく使い、
S-NST が静脈栄養と経腸栄養のレベルを上げる、
これで適正な栄養管理ができるようになる』
7 月もあっという間に過ぎた、そんな感じ。え？もう 7
月も終わり？忙しくしているからでしょう。特に、4 月か
ら千里金蘭大学、食物・栄養学科での臨床医学の講義が始
まって、月曜日を丸一日使うようになったからだと思いま
す。講義だけでなく、その準備も大変です。学生たち、私
がいろいろ準備しながら講義に臨んでいることわかってく
れているのでしょうか。
7 月の最初の仕事は星薬科大学での最後の講義。早いも
のです。6 回、東京－大阪間を往復しました。亀井教授の

↑長岡藩の米百俵の話です。こういう本も出ていましたので、もち
ろん、買いました。この記念碑は大通りの角にあったために見つけ
にくかったのです。もっと目立つようにしてください。

おかげで、非常に気持ちよく講義させていただいています。
学生たちも、聞きたい人は聞く、聞きたくない人はおとな
しく講義の邪魔はしない、という感じ。選択科目なのに、
今年は約 200 名が受講してくれました。でも、よく話を聞
くと、講義が面白いとか、臨床栄養は大事だとかより、ク
リニコさんの試飲会やニプロの輸液ラインやカテーテルの
実習が楽しいから、だというのが理由のようです。いいの
です。この講義をきっかけに臨床栄養の重要性を理解した
薬剤師が一人でも増えてくれたら、と思っていますので。
星薬科大学での講義を終えたら、外科代謝栄養学会のた
めにそのまま新潟へ。久しぶりの新潟。糸魚川や長岡など

↑山本五十六記念館にも行きました。この「やって見せ・・・」は、
呉の大和ミュージアムでタオルを買いましたので、知っていまし
た。りっぱな人だったのですね。

は大雨で大変だということでした。その夜は、筑波大学の
増本教授と食事しました。翌日は、レンタカーを借りて長
岡へ。山本五十六記念館、河井継之助記念館、長岡市郷土
資料館へ。長岡が教育に力を入れてきたことがよくわかり
ました。だから山本五十六という大人物が出てきたのです。
新潟に戻り、昼飯をどうしようかと考えたのですが、やっ
ぱり、田舎屋のわっぱ飯が食べたいと思いました。駅から
古町まで歩いたのですが、着いたら 14 時ジャスト。
「ごめ
んなさい、もう昼の時間は終わり」と言われたのですが、
「大阪から来たんです。なんとかなりませんか。
」とお願い
すると、入れてくれました。久しぶりのわっぱ飯。あわて

↑新潟の古町です。もう場所も覚えています。商店街は、七夕の飾
りでいっぱいでした。右が、久しぶりに食べた「親子わっぱ」です。
うまいのですが、しゃけの切り身が以前より少なくなっているのが
気に入らないのです。高くてもいいから、昔のようにしゃけの切り
身がたくさんのっている「わっぱ飯」を食べたいと思います。

↑河井継之助記念館へも行きました。幕末のりっぱな方です。映画
にもなっています。DVD を買いました。

↑長岡歴史記念館です。これは、もちろん、復元です。河井継之助
の碑が近くにありました。とにかく、長岡からは非常に優秀な方が
たくさん出ています。結婚してアメリカに住むようになり、英語の
本で「武士の娘」を執筆した杉本鉞子も長岡藩の出身です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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て食べましたが、うまかった。15 時半に新潟大学名誉教授の
武藤先生に会う予定があったため、宿泊したニューオータニ
ホテルまで歩いて帰りました。とにかく、汗だく。シャワー
を浴びてすっきりして新潟日航ホテルへ行くと、武藤先生と
JSPEN の東口理事長が。これってどういう意味？中立的立場
の方が、武藤先生に井上と東口の仲を取り持ってほしい、な
んていうお願いをして、3 人で会うことになっていたようで
す。そういう事情は知らなかったのですが。中立？仲をとり
もつ？よくわからない。わずか 200 名足らずのリーダーズと、
会員数 20,000 人の JSPEN が対等にわたりあう？そんなことが
できるはずもありません。目指す方向が違うし、リーダーズ
は独自の活動をしています、という話をしました。なんかお
かしい、と思いながら私には何もできませんでした。

↑懇親会の写真です。会場の中でウロウロして、ひたすら食べま
した。会場の外には日本酒が並んでいましたが、酒を飲まない私
は、ひたすら食べた、という感じでした。

今回は、NST 医師教育セミナーを 2 日間、受講しました。2
日間、ずっと講義を聞かせていただきました。こういうふう
に、まとめて勉強するのはいいものです。いい勉強をさせて
いただきました。NST 加算を取得するためのセミナーではな
く、本当に 1 年に 1 回は勉強する、そういう考え方も必要で
はないかと思います。しかし、もっと臨床栄養に力を入れた
構成にしたほうがいいのではないか、と思いました。内容と
しては詰め込みすぎ、時間が足りないからひたすらしゃべる、
そんな感じの講演が多かったのは気になりました。
11 日には北海道大学 NST 講演会。北大での講演は初めて。
NST と ICT に歓迎していただきました。なぜ、もっと早く私
を呼んでくれなかったのですか？なんて感じ。この数日の札
幌は 120 年ぶりだという暑さ。33 度だったでしょうか。夏の

↑北大での講演後の懇親会です。暑かったのですが、なんとなく、
雰囲気でスーツ姿です。この講演会をきっかけに、NST と ICT が仲
良くなったのだ、ということでした。細かいお世話をしていただい
た、熊谷さん、ありがとうございました。次は、栄養管理に特化し
た内容の講演に呼んでください。

北海道も涼しくない。北大消化器外科の七戸先生に司会をし
ていただき、のびのびと講演させていただきました。懇親会
も、楽しい時間でした。21 日には、再び札幌へ。札幌薬剤師
会の NST 勉強会でした。昨年も呼んでいただき、早坂先生を
はじめ、主要メンバーの方とは顔なじみになっています。今
回は、講義の内容を試験問題のようにして配ったのですが、
役に立ったのでしょうか。理解を助けるための方法として、
初めての試みでした。司会の石動先生はよかったと言ってく
ださいました。
翌日は、せっかくの北海道なので、レンタカーを借りて観
光。まずは小樽へ。石原裕次郎記念館がこの 8 月末で閉館だ
ということでしたので、ミーハーとしては当然行かなくては
なりません。実物大の石原裕次郎の写真と記念写真。なかな

↑札幌薬剤師会の講演後の懇親会です。写真を撮る角度がいまいち
かもしれません。昨年もここで食事会でした。来年もここで食事
会？それもいいですね。いろいろ、楽しい話をさせていただきまし
た。先生、おいくつですか？「○●歳」ですよ。ええ？どういう意
味でしょうか。

か楽しい時間を過ごしました。優雅な人生だったんだな、と
思いながら、たくさん写真を撮りました。それからは海岸線
を走って留萌へ。高級「うに丼」を食べましたが、地元なの
に 4000 円もしました。最近、
「うに」は値上がりしているよ
うです。しかし、贅沢な「うに丼」でした。留萌で唯一の観
光地？黄金岬へ立ち寄ってから旭川へ。途中、北竜町のひま
わりの里へ。すごい数のひまわり。でも、満開ではなかった

↑留萌の「うに丼」、夕張の「黒ラーメン」、夕張メロンです。や
っぱり、地元でも「うに丼」って高いんだな、という感じ。これで
4000 円ですからね。夕張メロンは、安かった、と思いました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ようです。
「ひまわりの花を咲かそうプロジェクト」は、ス
ーちゃんが応援している、ということでした。それにして
も暑かった。北海道の夏は涼しい、というのは、違うな、
という感じ。旭川へ行く途中、神居古潭へ立ち寄りました。
ここは、かつて、SL が走っていたのです。駅舎がありまし
た。ここの川の流れが急で、神に祈りを捧げて通らなくて
はならない難所だったとのこと。橋を渡りましたが、正直、
怖かった。旭川のホテルは満室だったようです。外国人が
たくさんいました。晩飯は、駅前で開催されていたフード
フェスティバルでいろいろ食べました。旭川って、思って
いたより都会でした。翌日は、美瑛、富良野観光。お花畑
がたくさんありました。トウモロコシも食べました。
「青い
池」もなかなかなものでしたが、中国人の多かったこと。
その後、夕張へ。途中でシューパロ湖を通りましたが、知
らなかった、こんな大きな湖があることを。夕張では、も
ちろん、
「幸せの黄色いハンカチ」を見に行きました。もう
3 回目。何回行っても、なんか、いい感じ。いい北海道旅
行でした。

↑青い池、です。独特の色でした。観光客がいっぱいでした。静か
な、山の中にある湖を予想していたのですが、にぎやかでした。な
ぜこういう色？「この付近の湧水には水酸化アルミニウムなど、主
に白色系の微粒子が含まれており、美瑛川本流の水と混ざることに
よって分散されて一種のコロイドが生成される。水中に差し込んだ
太陽光がコロイドの粒子と衝突散乱して水の吸収による青色の透
過光が加わり、美しい青色に見えると言われている」（ウィキペデ
ィアより）。この写真は、私自身の撮影で、絵葉書ではありません。

↑北竜町のひまわりの里です。まだ満開ではなかったようですが、
たくさんのひまわりでした。とにかく、日差しが強くて、ひまわり
を見るのには絶好の日和だったようですが、暑かった。8 月になる
と満開なのでしょうか。

↑旭川市へ入る前に、ちょっと道をそれたらここに行きついた、そ
んな感じ。この川が濁流で、流れが急で、ふつうでは渡れないくら
いだったことから、こういう名称になったのだそうです。ちょっと
古い橋で、高いし、下の流れは急だし、渡るのがこわかったのです。
渡ると、そこは、かつての鉄道の駅でした。

そうして翌月曜日は千里金蘭大学での前期試験。2 週間
前に、この中から出す、ということで 138 の問題を渡しま
した。その中からまるで同じ問題を出しました。勉強して
くれたと思うのですが。試験終了後、株式会社クリニコに
お願いして、濃厚流動食などの試飲・試食会。楽しんでい
たようですが・・・楽しんだだけかも、と思うと少しさび
しいのですが。きっと私の気持ちをわかってくれる学生も
いると思います。

↑千里金蘭大学での試飲・試食会。楽しんでいたようです。クリニ
コの村瀬さん、ありがとうございました。いい勉強をしてくれたと
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：先生、今月は、北海道に
2 回、行きました。
ゼン先生

小越先生：ところで、最近、薬剤師は栄養管理に力が入ってい
小越先生

小越先生：いいな。うらやましい。涼しかっただろう？
小越先生

るんだろうな。

ゼン先生：いえいえ、2
回とも、暑かった、というのが正直な
ゼン先生

ゼン先生：どうなんでしょうか。私は、今回の講演の最初に、
ゼン先生

感想です。30 度以上でした。

今の NST の活動内容なら、薬剤師の出番は少ないんじゃない

小越先生：そうか、地球温暖化の影響だな。
小越先生

か？という疑問を投げかけてみました。

ゼン先生：帯広や北見が日本で一番気温が高い日がありました
ゼン先生

小越先生：そうか。反応は？
小越先生

からね。

ゼン先生：そうですね。そう思っている薬剤師が多いように思
ゼン先生

小越先生：信じられない気候だな。
小越先生

いました。

ゼン先生：本当にそうです。
ゼン先生

小越先生：NST
の活動内容が、経口栄養に傾いているからだろ
小越先生

小越先生：せっかくの北海道だから、しっかり観光もしたんだ
小越先生

うな。

ろう？

ゼン先生：そうですね。嚥下訓練とか、とろみ食とか、リハビ
ゼン先生

ゼン先生：最初は北海道大学だったんですが、火曜日の夜の講
ゼン先生

リのための食事とか、そういう活動内容になっていますから。

演でしたので、翌朝、大阪へ戻りました。2 回目は、金曜日の

小越先生：確かに、薬剤師の出番は少なくなっているんだろう
小越先生

夜の講演だったので、土日で北海道観光をしました。

な。

小越先生：せっかくの北海道だからな。
小越先生

ゼン先生：やっぱり、薬剤師の出番は、静脈栄養が中心になる
ゼン先生

ゼン先生：いい週末でした。
ゼン先生

と思います。

小越先生：北大では、何をしゃべったんだ？
小越先生

小越先生：オレは、エレンタールを開発した時、食品ではなく
小越先生

ゼン先生：NST
の講演会なんですが、ICT と一緒にやる、という
ゼン先生

医薬品として販売できるようにしたんだけど。医薬品の経腸栄

ことで、静脈栄養と感染についてでした。

養剤は薬剤師の管理になるから、経腸栄養でも活躍の場はある

小越先生：なるほど、お得意のパターンだな。
小越先生

な。

ゼン先生：そうですね。かつての
NST は、静脈栄養にも力を入
ゼン先生

ゼン先生：もちろん、そうです。でも、今の
NST 活動では薬剤
ゼン先生

れていたから、NST ががんばってカテーテル感染を減らすとい

師の出番は少なくなっているように思います。

う効果が報告されている、という話から始めたんですが。

小越先生：そうか。仕方ないのだろうかなあ。
小越先生

小越先生：そうだな。もともとの
NST は、静脈栄養を安全に実
小越先生

ゼン先生：平成
28 年度の診療報酬改定で『栄養食事指導料』の
ゼン先生

施するために組織されたんだからな。
「Hyperalimentation Unit」

点数がぐっと上がったんです。それから、対象症例も制限がほ

だったな。

ぼなくなって、医師が必要と判断したら栄養食事指導を受けて

ゼン先生：確かにそうなんですが、そういう考
ゼン先生
え方がどこかへ行ってしまっている、そんな感
じです。
小越先生：2
回目の講演は？
小越先生
ゼン先生：札幌薬剤師会の
NST 勉強会です。
ゼン先生
小越先生：また
NST 勉強会か。
小越先生
ゼン先生：そうなんです。実は、札幌薬剤師会
ゼン先生
には、昨年も呼んでもらっていて、昨年は PPN
の話をしたんです。今年は PICC と輸液管理の話
を、ということでした。
小越先生：そうなのか。2
年連続か。
小越先生
ゼン先生：うれしいことです。来年も呼んでく
ゼン先生
れとお願いしておきました。

↑小さな楽しみを味わうことも大事です。白尾くんと一緒に写っている女性は、新潟観光
大使の御嬢さん。ネットで調べると佐藤望美さんだということがわかりました。おじさん
二人と一緒に写真を撮ってくれてありがとう、という感じ。右は、その新潟のお土産を売
っているお店。お兄ちゃんたちと仲良くなりまして、いろいろ買わされました。「柿の種」
は、亀田製菓がオリジナルではなく、浪花屋が元祖なのです。

小越先生：ははは、
来年もか。3 年連続なんて、
小越先生
ないんじゃないか？
ゼン先生：麻生飯塚病院なんて、もう
12 年連続
ゼン先生
で呼んでもらっています。
小越先生：へええ。12
年連続？もう、話すネタ
小越先生
がなくなるだろう。
ゼン先生：そんなことはありません。講演の前
ゼン先生
振りのネタも、毎年変えていますから。
小越先生：飽きられていないのか？
小越先生
ゼン先生：
ゼン先生 それはわかりませんが、自分なりに、
いろいろ考えながらやっています。

↑信濃川は、大雨のため水量が多かったのでしょうか。水の色が泥色だったのは残念でし
た。でも、いい景色でした。右は、会場の朱鷺メッセを背景に、うちの研究部門の 3 人と
根津先生です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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もらってもよくなったんです。

ですが。

小越先生：それは知っているけど、それと薬剤師の活動とがど
小越先生

小越先生：それだけ稼いだら、もう一人、管理栄養士の雇用も
小越先生

う関係するんだ？

できるようになるじゃないか。

ゼン先生：今の
NST の活動内容は、実は、栄養食事指導にする
ゼン先生

ゼン先生：そういう計算はできますね。
ゼン先生

ほうが診療報酬がいいんですよ。初回は 260 点ですからね。

小越先生：それをどんどん利用しない手はないだろう。
小越先生

小越先生：NST
加算は何点だったかな？
小越先生

ゼン先生：確かに、NST
加算をとることをやめて、専従にして
ゼン先生

ゼン先生：週
1 回、200 点ですね。
ゼン先生

いた管理栄養士を栄養食事指導のほうに回している施設も出

小越先生：悪くないんじゃないか？週
1 回で 200 点なら、1 ケ
小越先生

てきているようです。

月で 800 点だろう？それに対して、栄養食事指導は入院中は 2

小越先生：なるほど。ということは、NST
は不要、ということ
小越先生

回しか算定できないんだろう？

になるんじゃないか？

ゼン先生：計算上はそうですね。入院中は、1
回目は 260 点で
ゼン先生

ゼン先生：そうなりますね、今の
NST の活動内容なら。
ゼン先生

すが、2 回目は 200 点ですから、460 点にしかなりません。

小越先生：管理栄養士の価値が上がるんじゃないか？
小越先生

小越先生：そうだな。
小越先生

ゼン先生：この栄養食事指導をきちんとやれば、確かに、病院
ゼン先生

ゼン先生：でも、
NST 加算は、専従スタッフが必要ですからね。
ゼン先生

の収入が増えて、管理栄養士の立場もよくなりますね。

それに、少なくとも 4 人で回診しないといけませんよね。

小越先生：オレが院長なら、そうするぞ。そうして、栄養食事
小越先生

小越先生：専従スタッフが管理栄養士だとすると、あと、医師、

指導で稼いで、管理栄養士の雇用を増やして、各病棟に一人ず

看護師、薬剤師が必要になるな。

つ管理栄養士を配置させて、徹底的に入院患者の栄養食事指導

ゼン先生：NST
加算は、どんなにがんばっても月 100 人くらい
ゼン先生

ができるようにするぞ。

しか算定できないようです。

ゼン先生：先生、外来栄養食事指導もできます。
ゼン先生

小越先生：月
100 人ということは、週 25 人か。それもかなり
小越先生

小越先生：そうだな。外来には対象患者はいくらでもいるじゃ
小越先生

きついんじゃないか？

ないか、その気になれば。

ゼン先生：4
人で回診するんですからね。1 日しか回診の日はと
ゼン先生

ゼン先生：管理栄養士の活躍の場が増えますね。
ゼン先生

れないでしょうし、1 日で 25 人の回診はきついと思います。

小越先生：確かに。しかし、管理栄養士は、ちゃんと食事指導
小越先生

小越先生：そうすると、NST
加算は、200 点を 100 人だから、
小越先生

ができる能力があるんだろうな。

月 20 万円か。

ゼン先生：それは管理栄養士に失礼ですよ。でも、どうなんで
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。スタッフ割にすると、一人が稼げるの
ゼン先生

しょうか。実態はわかりません。管理栄養士たちに聞いてみな

は 5 万円です。

いといけませんね。

小越先生：管理栄養士が、朝から晩まで、可能な限り栄養食事
小越先生

小越先生：でもな、いずれにしても、食事指導は管理栄養士じ
小越先生

指導をすると、どうなるんだ？

ゃないとできないんだからな。君はできるか？

ゼン先生：対象は、無制限ですから。本気で初回の患者ばかり
ゼン先生

ゼン先生：できるわけがないでしょう。いつも「栄養管理は詳
ゼン先生

に栄養食事指導をすると、月曜日から金曜日までの週 5 日間、

しいけど食事は全くダメ」と自分で言っています。

少なくとも 50 万円は稼げます。一人の管理栄養士が。

小越先生：そうだな。自分の食事のコントロールもできないや
小越先生

小越先生：へええ、そうなのか。NST
加算の 10 倍も稼げるじゃ
小越先生

つに、他人の食事指導なんてできるはずがない、だな。

ないか。一人あたりで計算すると。

ゼン先生：でも、今、千里金蘭大学の食物・栄養学科で講義を
ゼン先生

ゼン先生：その通りです。栄養食事指導を徹底的に利用すれば、

していますが、いろいろ考えるところはあります。臨床に強い

↑裕次郎記念館です。原寸大の石原裕次郎、渡哲也のパネルと一緒に
写真を撮りました。私もスーツで来たらよかった？本当、優雅な人生
だったのですね。展示品は高級品ばかりでしたから。庶民ではなかっ
たことがよくわかりました。単なるミーハーとして行ってきた、それ
だけのことです。

↑夏の北海道！いい雰囲気でした。車の中から撮影しました。道は
ずうーっとまっすぐでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第４４回
栄養士を育てたいと思っているんですが。

いるという話も聞きます。

小越先生：思っているんですが？なぜ『ですが』なんだ？
小越先生
ゼン先生：学生達に将来の希望を聞くと、病院でバリバリ働き
ゼン先生

小越先生：どんな輸液？
小越先生
ゼン先生：維持輸液を
2 週間。ほとんど食事もできていないの
ゼン先生

たいという学生の数が非常に少ないんです。

に、です。

小越先生：そうなのか。どういう職場で働きたいんだろう。
小越先生

小越先生：5%糖濃度の電解質輸液なら、500mL
で 100kcal だか
小越先生

ゼン先生：企業、学校、保育園や幼稚園、などが多いですね。
ゼン先生

ら、これを 3 本で 300 カロリー。これを 2 週間？栄養障害患者

要するに、病院は、就職口も少ないし、待遇も良くないんでし

を作っていることになるな。

ょう。

ゼン先生：
ゼン先生 アミノ酸を投与しないでハイカリック RF 単独の輸液

小越先生：給料も安いのか？
小越先生

を 1000mL 投与する。

ゼン先生：そのようです。だから、病院の管理栄養士として臨
ゼン先生

小越先生：何？アミノ酸を入れずにハイカリック RF を 1000mL？

床の現場で働きたいという希望をもっている学生が少ないん

ゼン先生：グルコースとして
500g 入りますから、エネルギー量
ゼン先生

だと思います。

としては 2000kcal になりますが。

小越先生：それは驚きだ。
小越先生

小越先生：しかも、体重が
40kg 台の患者なんじゃないか？
小越先生

ゼン先生：栄養食事指導でしっかり収入を増やして、管理栄養
ゼン先生

ゼン先生：そういう話でした。
ゼン先生

士の立場をよくして、給料も上げて、さらに院内の管理栄養士

小越先生：体重
40kg の患者に 1 日に 500g のグルコース？グル
小越先生

の数を増やして、ということになればいいんですけどね。

コースの投与速度としては 8.7mg/kg/分だから、高血糖になっ

小越先生：確かにそうだな。日本の管理栄養士の立場は、もっ
小越先生

ているな、間違いなく。

と良くしないといけないと、ずっと思っているんだがなあ。

ゼン先生：そんな話はいくらでもあるようです。
ゼン先生

ゼン先生：僕もそう思っていますよ。それによっ
ゼン先生
て栄養管理のレベルが上がるはずですから。
小越先生：しかし、現状だと、NST
はいらない、
小越先生
ということになるんじゃないか？
ゼン先生：今の
NST の活動内容なら、そうなりま
ゼン先生
すね。
小越先生：今の活動内容なら、だな。
小越先生
ゼン先生：今の活動内容がおかしいんですから、
ゼン先生
本来の活動内容に戻せばいいんですよ。そうすれ
ば、一石二鳥だと思います。
小越先生：どういう意味？
小越先生
ゼン先生：NST
が本来の活動内容に戻れば、静脈
ゼン先生
栄養や経腸栄養がきちんとレベルアップした管
理ができるようになります。そうして、食事の
方々には栄養食事指導をやればいいんですよ。
小越先生：なるほど。しかし、静脈栄養や経腸栄
小越先生

↑花畑です。花や植物にあまり興味のない私でも、これはきれいだ、と思いました。男
二人で来るところではないと思いました。

養に関して、NST に依頼や相談が来ないんだろ
う？
ゼン先生：相談が来ないのか、NST
に相談しても
ゼン先生
きちんと対応できる能力を NST がもっていない
のか、主治医たちがちゃんと静脈栄養も経腸栄養
も実施できていると思っているのか、それすらわ
からないのか、それはわかりませんが。問題は、
現状の栄養管理として、静脈栄養や経腸栄養が、
きちんと実施できているのか、ということです。
小越先生：できていないんだろうけど、
できてい
小越先生
ないという自覚もないんじゃないか？主治医た
ちに。
ゼン先生：そういう悪い傾向が出てきていると思
ゼン先生
います。
小越先生：特に、静脈栄養に関しては、適切な管
小越先生
理ができているのか？

↑ラベンダーです。紫の花は、なかなかいいですね。ここでは、花を愛でるというより、
買ったトウモロコシを食べるほうに集中してしまいました。ここも中国の方が多く、自
撮棒で写真を撮っていました。

ゼン先生
ゼン先生：いやあ、とんでもない輸液が行われて
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４４回
小越先生：なんだ。昔のほうが考えた輸液処方をしていたぞ。
小越先生

小越先生：それなら英語の略語で
SNS を使えばいいんじゃない
小越先生

ゼン先生：先生、もう何度も言っているでしょう？昔の方がレ
ゼン先生

か？

ベルが高かったって。

ゼン先生：先生もそう思われます？
ゼン先生

小越先生：本当にそうだな。困ったもんだ。
小越先生

小越先生：うん、そう思う。
小越先生

ゼン先生：いろいろキット製剤が出ているので、もちろんキッ
ゼン先生

ゼン先生：ということであれば、
NST が実施する栄養管理は SNS
ゼン先生

ト製品を使えば、それなりの処方にはなります。

だ、ということを言えるんです。

小越先生：確かに。むちゃくちゃな TPN 処方は減るだろうな、

小越先生：なるほど。そうすると、今の経口栄養サポートをし
小越先生

今の TPN キット製品を使えば。

ている NST はそのまま NST と呼ばせておいて、静脈栄養と経腸

ゼン先生：栄養管理のレベルとしては、キット製品を使えば、
ゼン先生

栄養を駆使した栄養管理を実施している NST は、NST という名

低めで安定、というところになってしまいますね。

称を捨てて、ま、捨てる必要もないか、S-NST とすればいいん

小越先生：それなりに静脈栄養、ということだな。
小越先生

じゃないか？Specialized Nutritional Support Team で S-NST

ゼン先生：もっといい静脈栄養をやれば、栄養状態もよくなっ
ゼン先生

だ。

て元気になるのに、なんて考えていないと思います。がんばっ

ゼン先生：実は、私もそう思っているんです。経口栄養サポー
ゼン先生

て食べさせるにはどうしたらいいのか、そればかりみたいなこ

トをしている NST は OST と呼べばいいんじゃない？なんて冗談

とになっていますから。

みたいに言っていましたが、それよりも、静脈栄養と経腸栄養

小越先生：本当だな。君が言っている『前向きの栄養管理』な
小越先生

を駆使した栄養管理を実施しているんだから、S-NST と呼べば

んて、どこかへ行ってしまっているんだろうな。

いいんじゃないか、なんて思っているんです。

ゼン先生：残念ですが。そこに本気の
NST が関与すればいいん
ゼン先生

小越先生：面白い発想だと思うけど。しかし、またまた、きつ
小越先生

ですけど。

い批判を受けるぞ。

小越先生：高いレベルの栄養管理をする、ということだな。
小越先生

ゼン先生：そうでしょうね。でも、その批判の中から、本来の
ゼン先生

ゼン先生：そうです。静脈栄養と経腸栄養を駆使した栄養管理
ゼン先生

活動内容についての議論が出てくれば、それはすばらしいこと

をやる、ということです。

ですよ。

小越先生：もちろん、最終的な目標は経口摂取へ移行する、と
小越先生

小越先生：そうだな。その
S-NST は、当然だけど、SNS から離
小越先生

いうことだな。

脱して経口摂取だけでやっていけるようになったら対象症例

ゼン先生：そうなんですが、その『経口摂取へ移行する』とい
ゼン先生

からはずすんだな。

う表現って、おかしくないですか？静脈栄養や経腸栄養を実施

ゼン先生：もちろんです。その後、栄養食事指導料を算定して
ゼン先生

しながらでも『経口摂取へ移行する』ことになるんですよ。ち

もらうんです。

ょっとでも食べることができたら『経口摂取をしている』って

小越先生：なるほど。SNS
が必要な時は S-NST が栄養管理をし
越先生

ことになりますから。本来の意味は、静脈栄養と経腸栄養がい

て NST 加算を算定し、SNS から離脱して経口摂取だけでよくな

らなくなって、食事だけでやっていけるようになる、という意

ったら栄養食事指導料を算定する、そういうことだな。

味ですよね。

ゼン先生：そうです。そうすると、レベルの高い
SNS が実施で
ゼン先生

小越先生：その通りだけど。
小越先生

きて、患者さんにとってもいい栄養管理ができるようになりま

ゼン先生：静脈栄養と経腸栄養がいらなくなって、というとこ
ゼン先生

すし、積極的に栄養食事指導をしてもらうことで、経口摂取に

ろが大事なんですよね。

なってからも管理栄養士に指導してもらえる、ということにな

小越先生：そうだな。何か、いい表現は
小越先生
ないのか？
ゼン先生：かつて、
A.S.P.E.N.のガイドラ
ゼン先生
インを翻訳した時、Specialized
Nutritional Support という用語がありま
してね。それを、単純に『栄養療法』と
訳したんです。本来は『特殊栄養療法』
とすべきなんでしょうが。
小越先生：それはどういう意味なんだ？
小越先生
ゼン先生：静脈栄養と経腸栄養を駆使した
栄養管理、という意味です。
小越先生：いい表現じゃないか。それを
小越先生
なぜ、使わないんだ。
ゼン先生：用語の使い方として、栄養療法、
栄養管理、栄養治療、いろいろあって、
意味としても混同している部分がありま

↑「幸せの黄色いハンカチ」の撮影所です。かつての雰囲気がそのまま残っています。もちろん、
はためく黄色いハンカチも、です。入場料は、シニア料金にしてもらい、440 円でした。ハンカ
チも買いました。家に帰ってから映画も見ました。

りますから。本当に一石二鳥でしょう。

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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・・・・・・・・・・・・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４４回
小越先生：病院としても、NST
加算の対象症例が増え、栄養食
小越先生

小越先生：栄養食事指導料を、こういうふうに利用すれば、全
小越先生

事指導を算定できる症例が増え、ということでいいことだらけ

体としての栄養管理レベルが上がるな。

だな。

ゼン先生：そうです。しかし、現場の方々はどう思っているん
ゼン先生

ゼン先生：本当にそうです。そうして、S-NST
は本来の NST 活
ゼン先生

でしょうか。特に管理栄養士さん達は。

動ができる。理想的なんじゃないでしょうか。

小越先生：本当にそうだな。意見を聞きたいな。
小越先生

小越先生：それからだな、管理栄養士は、経口摂取のことは私
小越先生

ゼン先生：栄養食事指導をどう利用しているのか、やっぱり、
ゼン先生

達がやります、もちろん、S-NST の相談には乗りますが、とい

現状を知る必要がありますね。

う感じで活動してもいいんじゃないかと思うんだけどな。

小越先生：オレも知りたい。
小越先生

ゼン先生：本当、食事管理ができない私としては、そうしても
ゼン先生

ゼン先生
次の 9 月 30 日の第 5 回リーダーズで
ゼン先生：と思いまして、
先生

らうといいな、と思っています。こんだけ管理栄養士が臨床の

『パネルディスカッション：栄養サポートチーム加算と栄養食

場で活躍するようになっているんだから、そういうことでもい

事指導料：うちではこうしている』というプログラムを組んで

いと思いますよ。特に薬剤師と医師は、SNS に力を入れたらい

いるんです。面白い議論ができると思います。楽しみにしてい

いんじゃないでしょうか。経口栄養は管理栄養士に任せる、と

てください。

いうことで。

【今回のまとめ】
1. 現在の NST の活動内容において、薬剤師はその能力を発揮できているのでしょうか。経口栄養
のサポートばかりの活動内容なら、薬剤師の活躍の場は小さいのではありませんか？
2. 静脈栄養と経腸栄養を駆使した栄養管理を specialized nutritional support、
support、SNS と呼ぶとい
う考え方はいかがでしょうか。それを実施する NST は、S-NST と呼んでもいいのかとも思います。
3. S-NST で適切な栄養管理を実施して、経口摂取で自立できたら S-NST の対象症例ではなくなりま
す。S
す。S-NST の対象症例の時は NST 加算を算定できます。
4. SNS から離脱できたら、栄養食事指導を算定できるようになります。積極的に栄養食事指導料を
算定すれば、管理栄養士の価値が高まり、立場もよくなると思います。外来での栄養食事指導
料も、施設全体で協力して実施すればいいと思います。
5. 経口摂取
経口摂取ができる時は栄養食事指導を算定し、
ができる時は栄養食事指導を算定し、SNS
ができる時は栄養食事指導を算定し、SNS が必要な時は NST の対象症例として S-NST
加算を取得する、これにより、適切な栄養管理を実施する症例が増え、病院の収入も増えると
いうことになるのではないでしょうか。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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