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『NST が対象とすべき症例は？
本来は（特殊）栄養療法実施症例ですよ』
本来は（特殊）栄養療法実施症例ですよ』
この原稿を書きながら、この１ケ月間を振り返るような、そんな感じでいろいろ考えるのです。今回の話題は？と考え
た時、前回は『 NST をする、のではなく、NST で何をするか』をテーマにしたのですが、
『現在の NST が対象としている症
例は、私に言わせると、本来の NST の対象症例ではないと思います。ま、それについては、次回にでも話しましょう。
』と
いう予告をしたので、その予告通り、話を進めようと思い
ます。
9 月 4 日は第 20 回 PEG・在宅医療研究会の世話人会、懇
親会でした。この研究会も、もう 20 回です。昨年、関西
PEG・栄養研究会の第 20 回を開催しました。関西 PEG・栄
養研究会のほうが先輩なのです。PEG・在宅医療研究会の活
動と、関西 PEG・栄養研究会の活動内容は、すこしばかり
違います。だから、正直なところ、PEG・在宅医療研究会の
活動内容に対しては、私自身はいろいろ考えるところがあ
るのですが、余計なことは言わないほうがいいのです。今
回は、医療法人浩仁会南堺病院院長の永井祐吾先生が学術
集会会長でした。懇親会は天王寺の、日本一高いビル、あ

↑第 20 回 PEG・在宅医療研究会の重鎮の方々です。前日の懇親会
での写真です。左が今回の学術集会会長の永井先生で、隣が恩師
の谷村先生です。その隣が現在の研究会会長の上野先生です。右
3 人が歴代会長で比企先生、曽和先生、鈴木先生です。3 人ともも
う 80 歳くらいですが、お元気です。私が第 14 回の当番会長をし
てから、もう 7 年になります。あれが最後の『HEQ 研究会』で、
15 回から『PEG・在宅医療研究会』という名称に変わっています。
でも、未だに HEQ と呼ぶ方が多いのですよね。

べのハルカスの中のホテルで開催されました。初めてあべ
のハルカスに行きました。最上階へ行くことはできません
でしたが、20 階でも十分、いい景色を見ることができまし
た。ホテルの駐車場が地下 3 階なのですね、少々驚きまし
た。翌 9 月 5 日が本会で、参加者数は 408 名だったとのこ
と。私は、出番が終わり次第、埼玉へ行かなければならな
い、というスケジュールで落ち着いて研究会に参加する、
という雰囲気ではなかったのです。午前中には、和歌山県
立医大の瀧藤先生とシンポジウム『PEG 栄養を含めた人工
栄養法の適応と選択』の座長をしました。温厚な瀧藤先生
と、この年になっても過激な井上の絶妙の？コンビでした。

↑シンポジウムの際の会場風景です。座長席からこっそり撮影し
ました。前の席がガラガラです。なぜ、前の席に座らないのでし
ょうね、いつも思います。3 会場ありましたので、400 人が 3 ケ所
と思いました。終わるとすぐに一般演題の発表。半固形状
に分かれたため、この第一会場の空席が目立ったのだと思います。
流動食をボタン式胃瘻カテーテルに注入する際の注入速度、 このシンポジウムで司会として私が指摘したのは、やはり、この
かかる圧力などについての実験結果を発表しました。いろ
研究会は胃瘻ありきで、栄養は、2 番目以後なんだ、ということ
です。
いろ質問がありました。

特別発言の馬場先生のスライドがすばらしくて、欲しいな、

出番が終わり次第、という感じでタクシーに乗って新大阪駅へ。新幹線で新大阪⇒東京⇒大宮へ。彩の国東大宮医療セ
ンターへ行き、第 6 回 AMG：NST フォーラムに出席しました。第一部は、AMG（上尾医科）グループ内で NST 活動をしてい
る医師、薬剤師、栄
養士、看護師のパネ
ルディスカッション
で、NST の意義につ
いて、いろいろ本音
を吐露しておられ、
私自身もいい勉強に
なった、というのが
正直な感想です。そ
の後、私がいわゆる
特別講演をやったの
ですが、NST は必要
です、でも、その活
動内容は考えるべき
である、という自論

↑第 6 回 AMG NST フォーラムでの記念写真。彩の国東大宮医療センターで開催した、初めての大きな研究会だ
とのことです。真ん中が坂本院長です。みなさん、熱心です。それと、すごい病院が建てられたのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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を展開させていただきました。院長の坂本先生の掛け声で、全
員で記念写真を撮影しました。何年か前にも参加者 300 人で記
念写真を撮ったのですよね。
翌週の土曜日が、いよいよ、リーダーズ設立記念学術集会。
今回は、台風は来ないぞ、と思っていたら、突然、9 月 7 日、月
曜日に台風 18 号が発生。予定進路は近畿直撃。何？また、台風
が来る？いい加減にしてくれよ、と思っていたのですが、結局、
9 日には愛知県の知多半島に上陸し、午後には日本海に抜けてく
れました。だから、リーダーズの開催には影響はなかったので
す。人騒がせな台風だ、と軽く思っていました。しかし、ほぼ
同時期に発生していた台風 7 号との関係で、北関東から東北に
かけて大雨、洪水で大変なことになってしまいました。茨木県、

↑第 6 回 AMG NST フォーラムでのディスカッションの様子
です。薬剤師、栄養士、看護師、それぞれ、NST 活動に対す
る本音を語っておられました。みなさん熱心に活動してい
るから、本当に一生懸命なんです。NST 加算を得るための活
動ではなく、患者さんのことを考えた活動をしている、だ
から、いろいろ不満も出てくるし、本当に NST はどうある
べきか、考えているのです。私自身にとってもいい刺激と
なりました。本当に NST って必要なのか、真剣に考えない
と、今後の活動意欲が削がれます。

特に常総市の方々には申し訳ないような気持
ちになったりしました。またまた台風が、風雲
児が代表の、リーダーズの開催の邪魔をする
か？と心配してメールを何通かいただきまし
た。
リーダーズ学術集会は、いろいろ心配もした
のですが、盛会でした。参加者数は 310 名で、
いろいろ問題もなくはないのですが、活発な意
見が飛び交いました。ランチョンセミナーの弁
当は、当初、200 個でいいだろうということで
したが、
事前登録が 230 名を超えたので、
急遽、
スポンサーのニプロ株式会社にお願いして 60

↑リーダーズ学術集会の会場風景です。本当に大勢の方が参加されました。この
コンベンションセンターの収容人数は 500 人。ギュウギュウ詰めになると、落ち
ギリ足りたそうですが、足りないかもしれない、 着かないので、このくらいの余裕がある方がいいですね。丁度よい参加人数だっ
たようにも思います。座席にも工夫をして、といいますか、『質問、議論をする
申し訳ない、と私が最初の挨拶で言ったりした
方は出やすい席、マイクに近い席に座ってください』とお願いしました。もちろ
ん、質問・議論する方は、あらかじめマイクの前に並んでいただきました。マイ
ので、弁当を遠慮していただいた方もいたよう
クの前に一度に 5 人も 6 人も立って、自分の順番を待つ姿が、本当の学術集会な
で、申し訳ありませんでした。『胃瘻の適正使
んですよね。左上は、千春会病院会長の上池先生で、ランチョンセミナーの司会
をしていただきました。
用について提言する』、『半固形状流動食の意

個追加していただきました。最終的には、ギリ

義・有効性について議論する』
、
『在宅静脈栄養

↑『胃瘻の適正使用について提言する』グループです。左から奈
良県立五條病院の森安先生、大阪市立総合医療センターの玉森先
生と西口先生、西山医院の西山先生です。事前のディスカッショ
ンも熱かったのです。西山先生が考えていた内容を十分に議論す
る時間がなかったのです。申し訳ない。

↑『半固形状流動食の意義・有効性について議論する』グループ
です。左から平野総合病院の島崎先生、西美濃厚生病院の西脇先
生、東近江総合医療センターの伊藤先生、高崎総合医療センター
の小川先生です。最初はとまどいながら進行しておられましがた、
途中から面白い議論になりました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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法の現状と問題点について議論する』
、
『患者のための NST 活動を実現する方法を提言する』の 4 つのテーマ、それぞれ重
要な内容でした。どれも、時間が足りなかったな、正直な感想です。第１回ということで、こういう形にせざるを得なか
った、という部分もありますが、3 月に開催する第 2 回は、もっと考えて工夫させていただきます。懇親会も、100 名の会
場に 120 名以上の出席者でした。事前登録者以外は、お断りせざるをえず、これも申し訳なかったと思っています。感想
としては、敷居は高いですよ、本気で勉強する方、意欲のある方の参加を、という事前の案内をしていたので、参加者数
はかなり少なくなるのでは、と思っていたのですが、参加者数が多かったのがうれしいというよりも、このリーダーズの
考え方に賛同してくださっている方がこんなにいるんだ、ということがわかったことがうれしい、これが正直な気持ちで
す。参加者数が多くなればなるほど、議論はしにくくなるのも間違いありません。でも、なんとか工夫をしながら、本気
で議論できる学術集会を運営していきたいと思っています。
9 月 15 日には、大阪薬科大学での臨床栄養学の講義が始
まりました。90 分授業を 7 回、担当します。2 つのクラス
で同じ内容を繰り返す、これがいやなのですが、仕方あり
ません。第１回は『栄養療法の重要性』というテーマにし
ました。教科書なし、配布資料なし。7 回の講義で、栄養療
法って大事なんだ、ということをわかってくれる薬剤師が
一人でも増えてくれたらいい、そんな考え方で進める予定
です。実は、鎖骨下穿刺のビデオを見せたところ、見たく
ない人は見なくていいからね、と言っておいたのですが、
一人、気分不良で倒れてしまいました。突然、ドスンとい
う音がして倒れ、困ったな、と思ったのですが、すぐに復
活してくれました。いろいろあります。でも、予想よりも
はるかに熱心に聴講してくれました。大阪薬科大学では、
経腸栄養剤の試飲や輸液器材に触れよう、なんていう実習

↑『在宅静脈栄養法の現状と問題点について議論する』グループ
です。左から大阪市立総合医療センターの上原先生、すぎもと在
宅医療クリニックの杉本先生、大阪滋慶学園滋慶医療科学大学院
大学の大石先生、筑波大学の増本先生です。テーマが、HPN の技
術的な問題と TPN 輸液内容の 2 つになったような感じで、時間が
十分にとれませんでしたが、熱い議論でした。

はできませんが、栄養療法の重要性をわかってもらえるよ
うな講義をするつもりです。栄養に興味のない医師を指導
してくれる薬剤師を育てなくてはならない、なんて考えて
います。
そうしてシルバーウィークと称する 5 連休。
日本人って、
休み過ぎなんじゃない？今年なんて、土日・祝祭日を合わ
せると 118 日も休みで、これに年末年始やお盆の休みを合
わせると 120 日を越えます。１年は 365 日ですから、2 日働
いて１日休み、という計算になります。『月月火水木金金』
という感じで働いていた日本人はどこへ行ってしまったの
でしょうかね。私は１泊旅行として帰省しました。母に会
い、墓参りをする、というだけでしたが。
連休明けの 24 日には津山へ。
『岡山県病院薬剤師会北地
区

学術講演会』での講演で、津山中央病院の薬剤部長、

近藤さんにいろいろお気遣いいただき、伸び伸びと講演さ
せていただきました。B 級グルメのホルモンうどんを食べま

↑『患者のための NST 活動を実現する方法を提言する』グループ
です。左から天理よろづ相談所病院の福原先生、神戸市立医療セ
ンター西市民病院の有岡先生、福井県立病院の栗山先生、神戸中
央市民病院の西岡先生です。議論沸騰！もっと時間があれば、ど
れだけ盛り上がっただろう、という感じ。やっぱり、NST をきち
んと引っ張る能力のあるリーダーとなる医師が必要なのです。

した。かまずに食べられるうどんと、くちゃくちゃ噛まな
くてはならないホルモンのバランスが、なんとなく気に入
らないのですが、しかし、津山に行ったら食べなくてはな
らないでしょう。津山中央病院は温泉を掘り当てて、フィ
ットネス＆スパを併設しているのに驚きました。天然温泉
です。
リーダーズでは、いろいろな議論が飛び交いました。
その後も、いろいろ議論が行われているようです。この原
稿の中でも、その内容について取り上げようと思っていま
す。今回は、NST の活動内容について、前回の宿題につい
て、話をしてみようと思います。

↑リーダーズの参加受付会場です。事前申し込みの方も含め、行
列ができるほどになっていました。本当、予想以上の方に参加し
ていただき、うれしい悲鳴でした。参加証は、足りなくなってあ
わててコピーしたりしたのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑リーダーズの展示会場です。12 社に協力していただきました。ありがとうございます。休み時間を使って、大勢の方に展示
会場へ来て欲しかったのですが、それほどでもなかったようですね。申し訳ありません。セッションが長引いて、休み時間を
短くせざるをえなかったのです。申し訳ないので、出展していただいた会社の名前がよく見えるようにさせていただきました。
次回はもっといろいろ工夫しますので、よろしくお願いします。

↑展示会場です。少ないとはいいながら、普通の研究会よりは立
ち寄ってくれる方が多かったようです。本当、次回もよろしくお
願いします。

第 2 回のリーダーズ学術集会は、
2016 年 3 月 26 日(土)、神戸国際会議場
で開催することが決まりました。

↑天然温泉のある、津山中央病院での講演会後の写真です。左が
薬剤部の吉井くん、右が同じく薬剤部の江草くんです。照林社か
ら出版した本、『栄養管理のエキスパートになる本』を愛読して
くれているとのことで、久しぶりにサインなどさせていただきま
した。ありがとうございます。私も、久しぶりに最初から最後ま
で読み通してみましたが、あれは、非常にいい本ですよ、本当。
文章で書かれた内容を、プロの漫画家の多田歩美さんが非常にわ
かりやすく書いてくれています。臨床栄養の入門書としてもお薦
めです。津山のホルモンうどんの有名店、くいしん坊のホルモン
うどんです。味はいいです、もちろん。

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：リーダーズ、盛会だったんだってな。
小越先生

ゼン先生：そうなんですよ。ま、ランチョンセミナーを聞
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。うれしい悲鳴です。何より、
ゼン先生

いてくれた方々の中で、よかったから、うちの病院での講

弁当が足りなかった、終わってからの懇親会への参加を断

演で見せてくれ、なんて言ってくれるとうれしいんです

らざるを得なかった、ということで、申し訳なく思ってい

が・・・ないかな？

ます。

小越先生：まあ、今度、オレがゆっくり見てやるから。
小越先生

小越先生：メシは大事だからな。
小越先生

ゼン先生：ありがとうございます。
ゼン先生

ゼン先生：最終的な参加者数が
310 名ですからね。あれだ
ゼン先生

小越先生：ところで、リーダーズはどういう盛り上がり方
小越先生

け、敷居が高い、本気で勉強するために来てくれ、なんて

をしたんだ？

言ったのに、これだけの人が参加してくれたので、数より、

ゼン先生：話せば長いことになりますが、とりあえず、今
ゼン先生

とにかく、やる気のある人がこれだけいるんだ、というこ

回の話題の一つの NST 問題に関しては、
話題提供の二人が、

とがわかっただけでうれしいですよね。

本音でしゃべってくれて、議論が盛り上がりました。

小越先生：そうだよ。まだまだこの臨床栄養の領域、捨て
小越先生

小越先生：本音で、か。ま、そこが大事なんだろうな。
小越先生

たもんじゃない、ということだろう？

ゼン先生：そうですよね。現在の学会や研究会って、いい
ゼン先生

ゼン先生：確かにそうです。
でも、浮かれてはいませんよ。
ゼン先生

ことばかりの発表ですからね。

とにかく、スタートとしては良かった、いいスタートが切

小越先生：本当にそうだよ。だから議論にもならないんだ
小越先生

れたということでほっとしています。

よ。

小越先生：聞くところによると、
ランチョンセミナーでは、
小越先生

ゼン先生：天理よろずの看護師の福原さんは、特に
TPN と
ゼン先生

いろいろ工夫したんだって？

カテーテル管理の話をされました。天理は、松末先生のお

ゼン先生：ランチョンセミナーをやろうと決めた時、そう
ゼン先生

かげで、特に TPN に関する活動がすごいし、歴史もあるん

だ、いろんな所へ行かせてもらったから、いろんな所の写

です。でも、松末先生が退職されてから、いろいろ問題も

真を使わせてもらおう、と思いまして、
『旅』をキーワー

起こっているという内容だったように思います。その中で、

ドにしたんです。そうしたら、スポンサーのニプロの松尾

PICC は放射線科が挿入することになって、挿入件数も増え

くんが、
『
「栄養」その旅路と旅人たち その旅程と目指す

て合併症が増えているのを問題点として挙げていました。

先』なんていうタイトルでどうですか？ということになり

年間の PICC 挿入件数は 700～800 件ということです。

まして、それでいこう、ということにしたんです。

小越先生：すごいな、その数は。しかし
PICC が増えて合
小越先生

小越先生：また、ややこしいタイトルだなあ。
「旅」が 3
小越先生

併症が増えた？確かに、使用本数が増えると合併症も増え

回も出ているじゃないか。

るんだろうけどな。

ゼン先生：そうですね。とりあえず、今回は、
「私が行った
ゼン先生

ゼン先生：でも、そうならないようにしなければならない
ゼン先生

日本の端」の写真集に音楽をつけてビデオにしたのと、
「坂

のですけどね。

本龍馬の銅像をめぐる旅」をビデオにしたのを、最初に見

小越先生：確かにそうだよ。
小越先生

てもらったんです。

ゼン先生：神戸の西市民病院の栄養士の有岡くんは、かな
ゼン先生

小越先生：へええ、オレも見たかったな。
小越先生

り苦労しながら NST 活動をしているのですが、院内におけ

ゼン先生：龍馬のビデオのバックミュージックは、佐伯矩
ゼン先生

る活動の問題点を、本当に本音で発表して、発表後に拍手

作詞の「栄養の歌」にしたんですよ。そして、
「龍馬の銅

が出ていました。

像を巡る旅は完結したはずだが、栄養管理の仲間達と栄養

小越先生：拍手？拍手はするなと言っていたんじゃない
小越先生

管理のリーダーを、探す、育てる、一緒にがんばるための

か？

旅はまだまだ続く・・・」なんてストーリーにしました。

ゼン先生：本気で本音での内容だったので、思わず拍手が
ゼン先生

最後は「岡田先生と小越先生の遺志を引き継がなくては」

出たようです。それは問題ありませんよ。

で締めました。

小越先生：なるほど、本気で本音か。
小越先生

小越先生：なるほど。いい終わり方だけど、それで、講演
小越先生

ゼン先生：それはそれでいいし、いい発表だったと私も思
ゼン先生

も終わったらよかったんじゃないか？

いました。私も、褒めのコメントをさせてもらいました。

ゼン先生：そうなんですよ。ビデオを作りながら、これを
ゼン先生

発表内容を決めるのに、相当悩んでいたようですからね。

講演の最後に持ってくるか？なんて思ったりもしたんで

小越先生：君が選んだ甲斐があった、ということか？
小越先生

すけどね。

ゼン先生：そうですね。でも、発表内容という意味とは違
ゼン先生

小越先生：ハハハ。それなら、最初から最後までビデオに
小越先生

うんですが、NST 活動の方針が気になりました。NST 対象

してしまったらよかったのかもな。

症例はコンサルトを受けるという方法なんですが、嚥下機

ゼン先生：それじゃあ、私の講演の意味がないじゃないで
ゼン先生

能評価患者は NST 対象症例になる、ということにちょっと

すか。

違和感がありましたね。

小越先生：冗談だよ、冗談。しかしな、せっかく作ったビ
小越先生

小越先生：どうしてだ？嚥下機能評価患者は、食べられな
小越先生

デオなんだから、何回か、使えたらいいのにな。

いから栄養管理が必要、だから NST の対象症例とする、と
いうことで問題ないんじゃないか？
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：どうなんでしょうか。その評価の結果、経管栄
ゼン先生

か？

養が必要と判断されてからでいいんじゃないでしょうか。

ゼン先生：そうですね。でも、その治療目的の治療って、
ゼン先生

摂食嚥下障害患者に対しての栄養管理、というのが強調さ

何なんですか？栄養治療ですか？

れすぎていると思っているんですよ。もちろん、大事です

小越先生：クローン病患者がエレンタールを飲むのは治療
小越先生

よ。でも、摂食嚥下訓練をするだけなんだったら、別に NST

目的だろう？

が関与しなくてもいいんじゃないでしょうか。そう考えて

ゼン先生：どうなんですかねえ。Primary
therapy として
ゼン先生

いるんですよ、最近。

の意義って、最近はどういう解釈になっているんでしょう

小越先生：それはどういう意味なんだ？
小越先生

か。もちろん、それも大事なんですが、以前に比べると、

ゼン先生：栄養管理法の分類としては、経腸栄養と静脈栄
ゼン先生

栄養状態の維持・改善という意味の方が、強くなっている

養に分け、経腸栄養は経口摂取と経管栄養に分けられる、

んじゃないでしょうか、特に最近は。

となっていますよね。

小越先生：それじゃあ、病態別経腸栄養剤っていうのはど
小越先生

小越先生：そうだよ。それで、何か問題があるのか？
小越先生

うだ？ヘパン ED やアミノレバン EN なんか、肝性脳症の治

ゼン先生：経腸栄養剤を飲むのは、経腸栄養なんでしょう
ゼン先生

療という目的はあるだろう？

か。

ゼン先生：アミノレバン
EN の効能・効果は「肝性脳症を伴
ゼン先生

小越先生：そうだろう、経腸栄養剤なんだから。
小越先生

う慢性肝不全患者の栄養状態の改善」ですよ。

ゼン先生：商品名を出しますが、カロリーメイトを飲むの
ゼン先生

小越先生：ヘパン
ED もそうなのか？
小越先生

は経腸栄養なんですか？

ゼン先生：同じです。栄養状態の改善です。
ゼン先生

小越先生：カロリーメイトは経腸栄養剤ではないんだから、
小越先生

小越先生：そうなのか。
小越先生

経腸栄養ではないだろう。

ゼン先生：今流行っているリハビリ栄養の人達は、MCT
粉
ゼン先生

ゼン先生：でも、カロリーメイトって、もともとはハイネ
ゼン先生

末やたんぱく質粉末をご飯にふりかけて食べると栄養状

ックス R という濃厚流動食なんですよね。

態がよくなる、なんてことも言ってますが、これらはどう

小越先生：そうだったな。ということは、コンビニでも売
小越先生

なんでしょうか。ご飯を炊く時の水の代わりに経腸栄養剤

られているけど、濃厚流動食だから、分類としては経腸栄

を使う、とか、エレンタールをご飯にふりかける、なんて

養剤になるのか？

いう、究極の対応がなされるようになるかもしれませんが。

ゼン先生：そうなんでしょうか。そうそう、ほぼ同じ組成
ゼン先生

小越先生：ハハハ、そりゃあないだろう。
小越先生

でブロック型のもあって、あれは食べますよね。

ゼン先生：ないとは思いますが。
とにかく、飲む、食べる、
ゼン先生

小越先生：そうだ。食べるカロリーメイトもあるな。あれ
小越先生

そこに経腸栄養剤や濃厚流動食が使われる、それは悪いこ

も経腸栄養剤なのか、そういうことだったら。

とではないんですが、どこまでが食事で、どこまでが経腸

ゼン先生：そこが問題ですよ。エンシュアリキッドなんて、

栄養なのか、どう判断すればいいのでしょうか。

アメリカではスーパーマーケットで売られていますよね。

小越先生：なるほどな。そこはむずかしい問題だ。
小越先生

それを飲むことも経腸栄養をする、と言うのですか。かな

ゼン先生：なんでこういうことを考えるようになったのか、

りむずかしい問題ですよ。

というと、最近の NST の対象症例なんですよね。多くの NST

小越先生：確かに、そうだ。でもな、経腸栄養法という意
小越先生

ががんばっている対象症例は、サルコペニアや摂食嚥下障

味だと、治療目的で飲む、ということになるんじゃない

害患者なんですよ。いろいろ、食品会社が発売している商

←↑熱い議論をされた方々です。何度も出てこられた方もいます
が、写真は１枚だけです。写真がない方もおられますが、すみま
せん。本当、真剣な議論が交わされました。これが本当の学術集
会ですよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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品を飲ませる、たんぱく質のパウダーや MCT を強化した粉

たほうが、NST の対象症例について、明確になるのではな

末を使う、とろみをつける、そんなことにばかり興味をあ

いかと思いまして。

って、経管栄養や静脈栄養に興味がなくなっているのでは

小越先生：
なるほど。だから、食事療法と経腸栄養の境
小越先生

ないか、なんて思うんです。

目は？ということを言っていたんだ。

小越先生：それでも、栄養に興味をもってくれたらいいじ
小越先生

ゼン先生：そうなんですよ。経腸栄養剤を飲むのも経腸栄
ゼン先生

ゃないか。

養だ、ということにしていたら、特に、経腸栄養剤、濃厚

ゼン先生：うううん・・・なんと表現したらいいのか。そ
ゼン先生

流動食、そして、いろいろ発売されているサプリメントや

ういう症例って、ある意味、食べることができるんですよ。

栄養補助食品なんかの境目をはっきりさせないといけな

ということは、別に、NST が関与しなくてもいいんじゃな

いし、無理だと思いましてね。

いか、って思うんです。関与することをダメとは言いませ

小越先生：でも、
はっきりさせる必要もないんじゃないか、
小越先生

んが。それによって、食べられない患者さんの栄養管理が

なんて思ったりもするんだけどな。

おろそかになっていないか？ということを考えるんです。

ゼン先生：なんとなくですが、NST
の対象症例が偏る傾向
ゼン先生

小越先生：食べられない患者の栄養管理？
小越先生

が出ていて、食べられない患者の栄養管理がおろそかにな

ゼン先生：そうです。表現は難しいんですが。NST
の対象
ゼン先生

って、いわゆる NST 活動というものが、本来、きちんとし

症例は、SNS と表現される栄養管理が必要な症例に限定し

た栄養管理が必要な症例に対しては逆効果になっている

ないといけないんじゃないでしょうか。

のではないか、と思ったりしているんです。

小越先生：なんだ、その
SNS って。携帯電話の SNS か？
小越先生

小越先生：逆効果？それはないだろう。
小越先生

ゼン先生：違います。それは
social networking service
ゼン先生

ゼン先生：いいえ、ありますよ。だって、NST
の対象症例
ゼン先生

でしょう。

のうち、経口摂取での栄養管理をがんばってやっていて、

小越先生：ハハハ、違うよな。
小越先生

静脈栄養が必要になったら NST 対象症例からはずす、なん

ゼン先生：specialized
nutritional support、日本語に直
ゼン先生

ていうことが実際、あるんですから。

すと、特殊栄養療法ということになりますね。

小越先生：それはおかしいぞ。
小越先生

小越先生：そんな用語って、どこにあるんだ？
小越先生

ゼン先生：おかしいでしょう？でも、それが現実です。と
ゼン先生

ゼン先生：実は、A.S.P.E.N.のガイドライン、2002
年版な
ゼン先生

にかく、口から食べさせることにばかり力が入っていて、

んですよ。その翻訳監修をした時のことを思い出して、細

もちろん、それは大事ですよ、でも、経管栄養や静脈栄養

かく読んでみたんです。忘れかけていましたが。その時、

をきちんとできなくなってしまったら、本末転倒になるの

この用語を、特殊栄養療法、とではなく、普通に栄養療法

ではないかと思うんです。

と訳したんです。

小越先生：言いたいことはわかったよ。
小越先生

小越先生：そういうことか。
小越先生

ゼン先生：NST
の医師の活動範囲の問題もあるんですが、
ゼン先生

ゼン先生：日本語としては「栄養療法は、治療目的に栄養
ゼン先生

摂食嚥下障害の栄養管理や、サルコペニアの予防や治療は、

素を経口、経腸、あるいは静脈内投与することと定義され

NST として活動する必要はないんじゃないかと思ったりも

る」と訳しているんですが、実は、この栄養療法の元の英

します。それこそ、治療として、主治医と栄養士、それに、

語は specialized nutritional support の SNS で、本来は

リハビリのスタッフでやればいいんじゃないでしょうか。

特殊栄養療法と訳すべきなんですよね。単なる

小越先生：それもチームだろう。
小越先生

nutritional support ではないんです。specialized なん

ゼン先生：そりゃあ、チームですよ。そしたら、それは、
ゼン先生

です。そこで治療目的に、という表現があって、経口も含

摂食嚥下リハビリチームとすればいいじゃないですか。

める、ということになっているんです。

小越先生：サルコペニアは、どうする？
小越先生

小越先生：だから、経口も経腸栄養に含める、ということ
小越先生

ゼン先生：リハビリの一貫としての内容でしょう。そこに
ゼン先生

になるんだろう？

専門的に栄養管理をする必要があるのでしょうか。逆にい

ゼン先生：ところがですよ、
「経腸栄養法とは、本人の意志
ゼン先生

うと、リハビリをする時、栄養障害の状態や栄養摂取不足

とは無関係に、チューブを用いて栄養素を消化管内に投与

の状態で実施しても意味がない、これって、当然のことで

する方法である」と記載されているんです。

す。さらに、そういう患者さんは、大体食べられるんです

小越先生：それで、何が言いたいんだ？
小越先生

よね。量が少ないとか、組成が偏っているとか、そういう

ゼン先生：ここでの経腸栄養の定義は、経管栄養なんです。

のが問題なんですよ。だから、濃厚流動食やサプリメント

小越先生：そうか。英語では
by tube と記載されているん
小越先生

を加えてやる、それで十分なはずです。

だろうな。

小越先生：SNS
ではない、と言いたいんだな。
小越先生

ゼン先生：そうです。Tube
feeding のことです。2002 年の
ゼン先生

ゼン先生：そうです。NST
は、食事ができない症例に対し
ゼン先生

ガイドラインの中の表現なので、今になって、と言われる

て、経管栄養や静脈栄養を駆使して栄養管理を実施する。

かもしれませんが。でも、今になって日本の現状も考えて

もちろん、その目指す先には食事ができるようになる、食

みると、経腸栄養は経管栄養を意味する、とはっきりさせ

事だけでやっていけるようになる、ということなんですけ
どね。
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：そうすると、食事ができない期間は
NST が栄養
小越先生

小越先生：NST
に所属していない栄養士が食事のケアをす
小越先生

管理をサポートするが、食事ができるようになれば NST の

る、これは、本来の仕事だし、NST がない施設では、そう

対象症例からはずす、ということになるんだな。

やっているんだよな。

ゼン先生：そうです。そうすると、NST
は実力を十分に発
ゼン先生

ゼン先生：そうです、そのはずです。だから、本来の
NST
ゼン先生

揮できるし、本当に栄養管理が必要な症例に対して集中的

はどうあるべきなのかを、きちんと考えないと、その意義

に栄養管理ができる、ということになると思うんです。

がだんだん失われてしまう、そんな気がするんです。だか

小越先生：なるほどな、そういう考え方なのか。
小越先生

ら、ある意味、施設内で NST が相談を受けたり、頼りにさ

ゼン先生：もちろんです。その前提条件として、NST
以外
ゼン先生

れる、受け入れられる、それがむずかしくなっているよう

のスタッフがそれなりに、栄養療法の重要性を認識してい

にも思います。摂食嚥下障害患者の栄養管理はもちろん大

なければならないんですけどね。

事です。サルコペニアに対する栄養管理も大事です。でも、

小越先生：確かに、そうだ。でもな、現状では、NST
以外
小越先生

それは、治療というとややこしくなるんですが、栄養管理

のスタッフの栄養療法に対する認識レベルが低すぎて、君

をしなければならない、という特殊な考え方ではなくて、

が理想としている NST 活動はできないんじゃないか？

当然、実施されなければならないことだと思います。高度

ゼン先生：でも、NST
の活動内容がそんなんだったら、本
ゼン先生

な摂食嚥下障害のために、経管栄養が必要なら、それは NST

当にきちんとした栄養管理が必要な、食べられない患者さ

として管理する必要があります。食べるだけではサルコペ

んの栄養管理はどうするんですか？それこそ、よくわかっ

ニアがどんどん進行するなら、静脈栄養や経管栄養でサポ

ていない主治医にまかせるんですか？

ートする、そうなると NST が管理すればいいんです。そこ

小越先生：確かに、そういう考え方もあるか。
小越先生

のところの住み分けを、きちんとする必要がでてきている

ゼン先生：食べられる患者さんは、栄養士と相談して経口
ゼン先生

ように思います。

的なサポートをすればいいんじゃないでしょうか。その栄

小越先生：言いたいことはわかった。でも、こんなことを
小越先生

養士は NST メンバーでなくてもいいと思います。栄養管理

言うと、摂食嚥下障害患者の栄養管理やサルコペニアの栄

はもちろん大事ですよ。でも、その対象症例を、ある意味、

養管理をがんばっている連中が怒るんじゃないか？

住み分けないと、本当に栄養管理が必要な患者さんに適切

ゼン先生：そういう患者の栄養管理が重要なのは当然です。

な栄養管理ができなくなる、そう考えるべきなのではない

でも、やっぱり、NST は、食べられない患者の栄養管理に

か、と思います。

重点をおくべきだ、という意見は、そういう考えの方々に

小越先生：確かに、そうだな。もともと、NST
って、TPN
小越先生

怒られても、嫌われても、考えなければならない、という

を安全かつ有効に実施するべく、生まれたんだったな。

主張は変えられません。そうしないと、食べられない患者

ゼン先生：そうです。Hyperalimentation
unit と呼ばれて
ゼン先生

さんがかわいそうですから。

いたんですよね。NST という名称が使われるようになった

小越先生：そうだな、確かにそうだ。摂食嚥下障害の患者
小越先生

のは、私が調べた範囲内では、1980 年です。Nehme の JAMA

やサルコペニアに対する栄養管理をやる必要はない、と言

の論文です。

っているんじゃない、住み分けないと、本当に困ることに

小越先生：そうか、NST
という名称は、そんなに古くはな
小越先生

なる患者がでてしまう、という意味なんだな。

いんだな。

ゼン先生：もちろんです。役割分担をきっちりとすること
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。ま、その名称は別として、経口摂
ゼン先生

によって、できるだけ多くの患者に栄養管理の効果を発揮

取が可能な患者さんは、NST メンバーではなくてもいいか

させたい、これが言いたいことなんです。

ら、栄養士にサポートしてもらい、NST は専門的な栄養管

小越先生：わかったぞ。今回は、かなり難しい内容になっ
小越先生

理をやる、これが SNS としての経管栄養と静脈栄養だと思

たんじゃないか？

うんですが。そうすると、住み分けができて、本当に栄養

ゼン先生：そうですね。がんばって栄養管理をやっている
ゼン先生

管理が必要な患者さんに対して、よりレベルの高い栄養管

方々に対して、軌道修正をすべきだ、なんて言って、本当、

理ができるようになる、ということだと思うんですよ。

怒られるかもしれませんね。でも、仕方ないです。

小越先生：そういうことか。
小越先生

小越先生：開き直りか？
小越先生

ゼン先生：それに、もう一つ問題なのは、NST
加算をとる
ゼン先生

ゼン先生：いや、そうではないですよ。こういうことを言
ゼン先生

ためには、症例数が大事。だから、ややこしい患者を診て

って、嫌われるかもしれないという立場の人間も必要でし

いる余裕はない、という傾向にもなっているかもしれませ

ょう？

ん。

小越先生：そうだな。そういう立場の人間か、君は。
小越先生

小越先生：ほんとうは逆だな。
小越先生

ゼン先生：そうですね。仕方ありませんよ、こういう性格
ゼン先生

ゼン先生：もちろんです。でも、経済的メリットというも
ゼン先生

ですから。

のを考えたら、そうならざるを得ない。その結果として、
本来の NST としての活動ができない、意義が薄れる、とい
うことになってしまっているのかもしれません。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・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２２回

↑熱懇親会のスナップ写真です。120 名でしたので、みなさんの写真を出すことはできませんが、大勢の方に参加していただき、うれ
しい悲鳴でした。もちろん、大阪大学の誇る、おいしい料理であったことも間違いないと思います。参加しようと思っておられたのに、
参加できなかった方々、申し訳ありませんでした。次回は、もっと広い会場にしますので、よろしくお願いします。

【今回のまとめ】
1. リーダーズ（栄養管理指導者協議会）設立記念学術集会が終わりました。
リーダーズ（栄養管理指導者協議会）設立記念学術集会が終わりました。310
310 名の参加をいた
だき、成功裏に終了できたし、意義ある会になったと思います。
2. 本音で議論する、という、学術集会の原点に立ち返るという目的は、達成することができそう
です。賛同している方も多いことがわかりました。今後もこのリーダーズをがんばって続けて
いきたいと思います。
3. NST 対象症例は、本来は経口摂取ができない患者です。経管栄養と静脈栄養が必要な患者を対
象とすべきです。
4. 食べられる患者に対する栄養管理に重きを置きすぎているように思います。その
食べられる患者に対する栄養管理に重きを置きすぎているように思います。そのために、
ために、NST
ために、NST
の意義が薄れつつあるのではないでしょうか。
5. 摂食嚥下障害やサルコペニアに対する栄養管理をがんばっている方々に叱られるかもしれま
せんが、こういうことも考えるべき時が来ているように思います。本来の NST 活動を実施する
ために、大事なことだと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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