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『栄養管理を理解せずに
カテーテル感染予防対策が語れるはずがない』
カテーテル感染予防対策が語れるはずがない』
年末は愛媛に帰ってお墓参りなどをしました。今
年は 1 月 3 日が日曜日で、仕事は 4 日からでしたの
で、なんか、損した、という気になったのでは？で
も、いい天気、暖かい年末年始だったな、そんな感
じでした。この天気って、年末年始？そんな感じで
した。
愛媛から大阪に出てくる時、いつもの高松経由で
はなく、高知の檮原経由にしてみました。この『檮
原』を『ゆすはら』と読める方は少ないでしょうね。
愛媛から高知への山越えです。この檮原は坂本龍馬
が脱藩した時の高知側の町。山間の町なので、雪で
通れないことが多いそうですが、今年は暖冬で雪は
降っていなかったのです。町はいろいろ整備されて

↑2015 年の年末は温暖ないい天気でした。私の家からの景色です。穏や
かな海でした。この景色を見るとほっとします。時々はこの景色を見る
ために帰省したい、と思います。リフレッシュするためにも、です。

いて、いい雰囲気でした。維新の門というテーマの
りっぱな銅像群があり、それを見たかったのです。
坂本龍馬を中心に、維新で活躍した土佐の方々の銅
像の集まりです。この龍馬の顔が、なかなかいいの
です。男前です。実物があって、それとは違うのに？
と思われるかもしれませんが、もはや、実物はどう
でもいい、かっこよければいい、そんな雰囲気もあ
ります。坂本龍馬は、もちろん実在したのですが、
でも、人気がある坂本 RYOMA は、実像ではなく、司
馬遼太郎が小説の中で描いた『竜馬』であって『龍
馬』ではない、これが真実かもしれません。『龍馬』
と『竜馬』の違いには意味があるのです。そういえ
ば、小越先生が、この道を通って愛媛の三崎半島か
ら高知の家へ帰った、ということをお聞きしていて、
それを思い出しました。この旅の途中、私の故郷の
道を通ったということでした。

↑高知県高岡郡檮原町を経由して坂本龍馬が脱藩した、ということです。
愛媛へ、伊予へ、抜けていった道があるし、今も歩いて行くことができ
ます。これを観光目玉にして、こういう看板も建てられていました。歩
くと大変な道ですが、こういう道だからこそ見つからずに脱藩できたの
でしょう。しかし、脱藩は大罪だということなのですが、龍馬の家族に
は何のおとがめもなかったようで、これは、おかしいと最近思っていま
す。本当に脱藩は大罪？土佐藩の対応が甘いとは思いませんか？勝海舟
が山内容堂に頼んだら、簡単に脱藩の罪は許されています。おかしい！

↑8 人の銅像が立っています。幕末に活躍した方々です。意気揚々
とした雰囲気がいいですね。右から 2 番目が坂本龍馬です。この
龍馬、かなり男前です。

↑このうちわは、維新の門の写真です。ついつい買ってしまいまし
た。扇子、絵葉書、タオル、携帯ストラップ、ついつい、無駄かも
と思いながら買ってしまいます。このうちわは、福島の友達にプレ
ゼントしました。この銅像の前にある立て看板が、これです。なか
なかしゃれていますよね。『禁告：群像に上がってはいけません。
骨折しますよ。』という意味です。きっと、この銅像の上に上がっ
て写真をとる輩がいるのです。写真の撮り方を知らない連中でしょ
う。きっと、骨折した人がいるのです。私？もちろん、そういうこ
とはしません。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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仕事始めというか、臨床の仕事を開始したのは 1 月 5 日。東宝塚さとう病院での上腕ポート留置でした。女性で、どこ
に埋め込む？前胸部？上腕？ということだったのですが、乳がんの患者さんでしたので、できるだけ胸に傷をつけたくな
いだろうと考えて（もちろん、いろいろ利点はあります）
、患者さんに説明して上腕ポートを選択しました。喜んでいただ
きました。女性の場合、上腕の方が患者さん自身の QOL を考えた場合には適応だと私は思っています。女性は、可能なら、
上腕ポートの方がいいと思います。男性は、前胸部でいいと思います、特別な場合を除き。男性では上腕の外側にポート
を埋め込むと、かなり隆起が目立ちます。1 月 14 日に
も上腕ポートを留置しましたが、この患者さんは、千
葉から来られたクローン病の患者さんで、HPN 用です。
はるばる、私の手術を希望して来られたのですが、こ
の方自身、上腕ポートが 3 回目でした。この方に、15
年以上前、上腕ポートを始めた頃ですが、
『女性はいく
つになっても胸には傷をつけたくないものなんですよ』
と私自身が諭されたのではなかったかな。
1 月 8 日には、大阪のリーガロイヤルホテルで大阪大
学外科學講座同窓会新年会でした。旧第一外科、旧第
二外科、小児外科が一緒になって外科學講座となって
いるのです。現在は、心臓血管外科、消化器外科、小

↑東宝塚さとう病院の栄養回診です。看護師、理学療法士、臨床検査
技師、管理栄養士、薬剤師、がメンバーです。みなさん、非常に熱心
です。

児外科、乳腺内分泌外科、呼吸器外科の 5 講座が一緒
になっています。同窓会会員の数は、約 1700 人だそう
です。新年会の参加者数は 150 人くらいだったと思い
ます。偉い方々が集まっています。本当、偉い方々が
たくさんいます。同級生の澤教授は阪大の医学部長で、
同じく同級生の野口教授はこの 4 月から大阪大学附属
病院の病院長になります。澤教授は今年の外科学会の
会長ですし、先日の NHK の朝の番組（あさイチ）にも
出ていました。この新年会は全員が着席できるのでは
なく、偉い方と高齢者が着席する、というシステムに
なっています。今年は、私より 2 年上の学年までが着
席していました。来年？再来年？私も着席させられる
年になります。なつかしい方々に会う、これがこの新
年会に参加する目的なのですが、今年、よかったなあ？
助かったなあ？と思ったのは、挨拶が短かかったこと
でしょうか。同窓会長、6 人の現役教授、元教授、最高

↑1 月 8 日に開催された、大阪大学外科學講座同窓会新年会の時の写真
です。左から市立伊丹病院の病院事業管理者の中田精三先生、その隣は
同級生で大手前病院の副院長、中場寛行先生、その後ろは西宮市立中央
病院院長の根津理一郎先生、その前は同級生で社会医療法人清恵会病院
副院長の中室誠先生、その後ろは JCHO 大阪病院院長の山﨑芳郎先生、
その横は循環器病センター名誉総長の川島康生先生、私の右は健保連大
阪中央病院副院長の弓場健義先生です。全員が院長か副院長です。私が
一番気楽？かもしれません。旧第一外科で集まって写真撮っています。
やっぱり、こういうことになりますよね。ある意味、当然でしょうね。

齢者、と挨拶があり、乾杯の挨拶があります。昨年は
挨拶だけで 1 時間半も費やしました。今年は 1 時間足
らずだったと思います。
1 月 10 日は日本病態栄養学会での発表。前日の 9 日
に横浜へ行き、一泊しました。何か、思い出になるこ
とをしようと、JR 横浜駅から港へ歩き、シーバス（海
のバス）に乗ってホテルの前の船着場まで行きました。
JR 横浜駅からシーバス乗場まではけっこう遠いし、待
ち時間が少々長くてイライラしたのですが、わずか 10
分間の船旅で、海からの眺めはよかったし、それなり
に快適な船でした。私は病態栄養学会の会員ではない
のですが、『栄養療法協議会パネルディスカッション』
にお招きいただき、静脈栄養について発表しました。
会場は狭くて、入りきれない方がたくさんいて、第 29
回の横浜での JSPEN を思い出していました。だから、
第 30 回は神戸で開催し、同時中継会場を設営したりし

↑横浜のシーバス乗り場です。結局、ここで 30 分ほど待たされました。
時間はたっぷりあったのですけどね。JR でそのまま『みなとみらい駅』
へ行って、ホテルまで歩いた方が早く、安く、着いたのです。でも、思
い出作りです。誰かと一緒に乗ったら、いい雰囲気だったかもしれませ
ん。このシーバスに乗ったのは２回目でしたが、前回も、ひとりで乗り
ました。右は病態栄養学会の看板です。ピンクを基調とした看板で、抄
録集もピンクでした。

たのです。
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↑シーバスと、シーバスからの景色です。ランドマークタワーも
見えますし、ホテルインターコンチネンタルも見えます。観覧車
も見えます。丁度、夕方になりかけで、穏やかな海、いい雰囲気
でした。

↑横浜は、きれいですね。迫力もあります。この日は本当にいい
天気で、青空が広がり、ポカポカ陽気でした。横浜、横浜、です。

↑会場から JR 駅へと歩いていたら、和太鼓の音。福島県立塙工
業高等学校和太鼓部の演奏会でした。迫力のある演奏でした。最
後まで聞いてしまいました。よかった！感動した！私、中学、高
校とブラスバンド部でトランペットを吹いていましたので、こう
いう演奏を聞くと感動するのです。感動しながら、立ち去れず、
最後まで聞いていました。演奏が終わった時、涙が出そうになり
ました。よかったです、本当に。YouTube で見ることができる、
ということです。見てやってください。

↑抄録集です。印刷ミスをここに出す？と、性格悪い！なんて言
われそうですが、記念です。ちなみに、インターネットでは、私
が抗議をするとすぐに訂正されていました。『臨床医高額？』、
私の講演内容は『経腸栄養法？』という感じになりました。仕事
はちゃんとやったつもりです。

1 月 13 日には堺市立総合医療センターでの NST
講演会。7 月に開院した新しい病院で、きれいだ
な、すごいな、という感じ。病院の前に象の親子
の銅像がありました。なぜ？よくわかりませんで
した。呼吸器内科の郷間先生にお招きいただいた
のです。副院長の河野先生は、私と同じ愛媛県伊
方町豊之浦の出身。ずっとあの田舎で小学校、中
学校、地元の高校を卒業して医師になったのは、
私が最初で最後？なのです。
すごいこと？行って、
生活してみると、かなりすごいことだとわかって
いただけるかもしれません。河野先生は 3 歳の頃
に大阪へ出てこられて、都会で育ったのですが、
あの田舎で生まれて医師になった方にお会いでき

↑堺市立総合医療センターの玄関には、象の親子の像があります。病院の移
転に伴って象も移転してきたということです。意味？わからないけど、とに
かく、写真は撮らなくては。もう暗くなっていたのですが、撮れました。そ
うそう、私が象の写真を撮っていると、NST の方々が待ってくれていました。
ありがとうございました、寒いのに。右は正面玄関です。［親子像モニュメ
ント、どろんこ坊や；生命の尊さと愛を伝えたいという気持ちを大自然の象
徴としてアフリカゾウの親子の姿に表現している］ということです。

て、感動しました。そこで、河野先生のために、
急遽、講演の最初の話を、愛媛の話に変更しまし
た。懇親会も楽しい話ができ、思い出に残る講演
会となりました。

↑堺市立総合医療センターの NST の方々です。がんばってます、ということ
でした。堺へ行ったのは久しぶり。実は、この病院の近くの病院へ、当直の
アルバイトによく行っていたのです。あれから 10 年以上になりますが、な
つかしい道路を通りました。この NST の方々、みなさん、明るくて、活発、
元気、そんな感じがしました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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そうして、1 月 23 日は沖縄での第 6
回『沖縄県インフェクションコントロ
ール研修会』での講演。実は、昨年の
7 月 25 日に行く予定だったのですが、
台風のために延期になった講演会でし
た。今回は、台風は来ないから、と安
心していたら、ものすごい寒波来襲。
沖縄での最高気温は 10℃以下で、100
年以上ぶりにみぞれが降ったというこ
とです。雨だし、風は強いし、寒いし、
ということで沖縄らしくなかったので
すけどね。やっぱり風雲児？沖縄観光
はできませんでしたが、それなりに沖
縄らしい食事を楽しむことができまし
た。

↑沖縄県インフェクションコントロール研修会の様子です。右上は代表の大湾先生です。
琉球大学医学部保健学科の准教授。名刺にはいっぱい肩書きが書かれていました。すご
いなあ、と思いながら見ました。沖縄も、座席は後ろから詰まっていくのです。前の席
は空いていました。

↑沖縄に到着して、すぐ、沖縄そばを食べに行きました。このお店、結構人気店だそう
です。雰囲気がいいですよね。

↑沖縄そばです。豚肉の各種料理がありまして、全部入りを食べ
ました。軟骨のが一番人気だそうです。右上はてんぷらです。イ
カとサカナを食べました。昼メシでしたが、実は、飛行機の中で
も空弁を食べましたので、食べ過ぎ、でした、確かに。

↑夜の沖縄料理です。名前は、よく覚えていません。島らっきょ
う、豆腐、てびち、ふチャンプル、沖縄のお好み焼き、雑炊、で
したか。

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：先生、
10 年ぶりに日本人力士が優勝しましたね。
ゼン先生

小越先生：へええ、めずらしいな。そういう問題には無頓
小越先生

小越先生：なんだ、年始早々の話題が相撲か？えらくのん
小越先生

着な君が。

びりしているんだな。

ゼン先生：そうなんですが。私の次に講演するのが徳島大
ゼン先生

ゼン先生：いやあ、これは大ニュースですよ。10
年間も、
ゼン先生

学の濱田教授なんですが、私が経腸栄養で濱田教授が静脈

モンゴル出身力士が優勝していたんですから。

栄養になっていたんですよね。

小越先生：相撲を伝えたのは、大陸へわたってチンギスハ
小越先生

小越先生：完全に逆だったんじゃないか？君は静脈栄養に
小越先生

ーンになった義経だから、モンゴル出身力士が優勝しても

ついて依頼されたんだろう？

いいんだ、なんて言っていたのは、どこのどいつだ？

ゼン先生：そうなんですよ。それから、私の所属が、現在
ゼン先生

ゼン先生：でも、うれしいでしょう？
ゼン先生

の『大阪大学国際医工情報センター』ではなくて昨年まで

小越先生：うれしい？どうでもいいな、オレは。白鵬が元
小越先生

の『臨床医工学
工学融合研究教育センター』になっていたんで
工学

気がなかったから、なんていう噂もあるようだな。白鵬の

す。それは別にかまわないんですが、
『工学
工学』が『高額
高額』
工学
高額

稀勢の里戦での負け方がおかしい、八百長？なんていう噂

になっていましてね、
『高額医療』を研究している？みた

もあるそうじゃないか。

いな感じになっていたんですよ。

ゼン先生：そういうことは考えず、素直にいいな、と思っ
ゼン先生

小越先生：ハハハ。笑ってすませよ。
小越先生

ていますよ。実力でしょう？白鵬も全盛期を過ぎていると

ゼン先生：そうなんですけどね。でも、抄録集で静脈栄養
ゼン先生

思いますよ。だって、先生、白鵬の腹の脂肪が、なんとな

と経腸栄養が逆になっていたのは、かなり、問題かな、と

く、垂れてきていると思いませんか？

思いまして。おまけに、実際の会場でも、座長が私の講演

小越先生：実はな、オレもそう思っているんだよ。腹の張
小越先生

を経腸栄養だと紹介したんです。もちろん、違うと言って

りがなくなってきているな。だから、いいのか。琴奨菊の

講演を始めましたけどね。

ほうが元気だし、相撲界全体がそれで盛り上がっているん

小越先生：まあ、そういうこともあるからな。
小越先生

だから、いいんだよ。

ゼン先生：とりあえず、先生には思い出話としてお話した
ゼン先生

ゼン先生：でも、白鵬の方が琴奨菊より若いんですよね。
ゼン先生

だけですけどね。

小越先生：何？白鵬の方が若い？
小越先生

小越先生：それでいい。そういえば、何年も前のことだけ
小越先生

ゼン先生：そうなんです。でも、いいじゃないですか。日
ゼン先生

ど、
『医療の質・安全学会』の教育セミナーで君が講演し

本人力士が優勝して、私は単純に喜んでいます。

てオレが座長をした時、君のタイトルが『安全に CVC を挿

小越先生：勝手に喜んどけよ。
ところで、仕事の話だけど、
小越先生

入するために～上腕 PICC 法』で、となりが『より安全な

病態栄養学会のパネルディスカッションに呼ばれたんだ

中心静脈カテーテル留置の・・・』だったな。

ってな。

ゼン先生：ああ、ありましたね、そんなことが。おまけに
ゼン先生

ゼン先生：そうです。栄養補給法という栄養療法協議会合
ゼン先生

抄録の 1 行目が全く同じ文章で。これはひどいんじゃな

同パネルディスカッションです。そこで静脈栄養法につい

い？ちょっと文句言いに行ってきますって言ったら、先生

て、が依頼内容でした。

が『オレが行く、おまえは将来ある身だから』ということ

小越先生：その、栄養療法協議会って、何だ？
小越先生

になりましたよね。

ゼン先生：詳しくは知らないんですが、なんでも『効果的
ゼン先生

小越先生：ははは、そうだったな。そしたら、主催者がわ
小越先生

な栄養療法を確立し、その標準化により医療の質を向上さ

ざわざ謝りに来たんだ。それで収めたんだけど（漢字の使

せ、患者に最適な治療を実現し、国民の健康の増進と福祉

い方はこれで正しい？収める？治める？）
。

の向上を図ることを目的とし、この目的に賛同する 11 学

ゼン先生：でも、講演で、この両方のタイトルを出して、
ゼン先生

会と日本栄養士会をもって構成されている。
』ということ

それだったら、私は『もっともっと安全に CVC を挿入する

です。

ために』とやったのに、なんて言っちゃいましたよ。

小越先生：なるほど。聞いたことがある。そこに日
小越先生
本静脈経腸栄養学会は参加していないんだな。
ゼン先生：そのようですね。
ゼン先生
小越先生：なぜ？ま、いろいろあるんだろう。
小越先生
ゼン先生：そうなんでしょうね。余計なことは言わ
ゼン先生
ない方がいいでしょう。で、そのパネルディスカッ
ションなんですけど。実は、抄録集で結構な間違い
がありましてね。
小越先生：印刷ミスなんて、いくらでもあるじゃな
小越先生
いか。
ゼン先生：そうなんですけどね。
今回は、さすがに、
ゼン先生
私も事務局へ軽く抗議しました。

↑突然の寒波が来た 1 月 20 日の朝の阪大です。大阪市内や、西宮などは全
く雪は降っていなかったのですが、大学へ到着したらこれでした。うっす
らですが、真っ白でした。9 時頃には、雪は完全に消えていました。阪大は
吹田市にあるのですが、この辺りは、結構寒いのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうだったな。面白い思い出だよ。
小越先生

計算、などですが。講演を聴きに来てくれた方々、できな

ゼン先生：本当、そうですよね。だから、こういうことで
ゼン先生

かったんじゃないでしょうかね。ほとんど反応はありませ

尾を引くってことはありません。

んでしたから。

小越先生：それでいいんだ。ところで、1
月 23 日の沖縄は
小越先生

小越先生：実際に、
そこで試験をやってみると面白いよな。
小越先生

どうだった？

ゼン先生：そう思うんですが、講演時間が限られています
ゼン先生

ゼン先生：昨年の台風で中止になった講演会のリベンジで
ゼン先生

から、なかなか、そういうことはできませんよ。

したが、台風は来なかったのに、寒波で、寒いし、雨は降

小越先生：それをやると、君の講演を聞く意欲が湧いてく
小越先生

るし、風は強いし、でした。青空は全く見えませんでした。

るはずだけどな。

小越先生：へええ、沖縄でもそういうことがあるんだ。
小越先生

ゼン先生：もちろんですよ。時間があれば、是非、やりた
ゼン先生

ゼン先生：翌日の日曜日の最高気温は
9℃で、みぞれが降
ゼン先生

いですね。試験をやって、回答する、そういう講演会も面

ったらしいですよ。

白いと思っているんですよ。

小越先生：沖縄で雪か。笑うしかないな。風雲児の面目躍
小越先生

小越先生：いいじゃないか。是非、やってほしいよ。
小越先生

如ってことだ。

ゼン先生：でも、反発する方もおられるでしょうね。
ゼン先生

ゼン先生：皮肉ですか？
ゼン先生

小越先生：そりゃあそうだろう。それは仕方ないことだ。
小越先生

小越先生：読んで字のごとしだ。どうせ、講演も激しい内
小越先生

ゼン先生：次は、
『CDC ガイドラインは正しい。それに沿っ
ン先生

容だったんじゃないか？

た管理をしていればよい』

ゼン先生：いつもの調子でした。
ゼン先生

小越先生：確かに、ICT
の人達のバイブルは CDC ガイドラ
小越先生

小越先生：そうだろう、そうだろう。やっぱり、激しい内
小越先生

インだな。

容だったんだな。

ゼン先生：日本の厚労省の仕事として、亡くなられた武澤
ゼン先生

ゼン先生：今回は沖縄県インフェクションコントロール研
ゼン先生

先生達と作ったガイドラインは、CDC ガイドラインも理解

修会でしたので、カテーテル管理についての話をしました。

した上で日本としての考え方を入れて作っているんです

だから、普通ですよ。

けどね。それはバイブルにはならないんです。その内容は、

小越先生：ハハハ、君は普通だと思っていても、普通じゃ
小越先生

今は、国立大学医学部附属病院感染対策協議会の『病院感

ないんだよ。

染対策ガイドライン』として公表されているんです。

ゼン先生：そうですか？今回は、誤解と正解、と
ゼン先生
いうことでいくつかの話題を取り上げて話しま
した。
小越先生：誤解と正解？誤解を正すってことか？
小越先生
ゼン先生：そうです。結構、誤解がまかり通って
ゼン先生
いると私は思っています。
小越先生：そうか。どんな誤解だ？
小越先生
ゼン先生：まず、
『カテーテル感染を考える時、臨
ゼン先生
床栄養に関する知識は不要。感染対策だけを理解
していればよい』
小越先生：なるほど、それは誤解だな。
小越先生
ゼン先生：中心静脈カテーテルは何のために挿入
ゼン先生

↑会場から撮影した沖縄の海と空です。青空は見えません。雨です。強い風
です。沖縄の青い空は、全く見えませんでした。寒かった。

するのか？輸液・栄養管理を行うためでしょう？
だったら栄養管理や静脈栄養について知ってお
かなければならないでしょう？ということです。
小越先生：その通りだ。栄養管理を知らずにカテ
小越先生
ーテル感染予防対策を語るな、だな。
ゼン先生：そうです。何のためのカテーテル感染
ゼン先生
予防対策か、そこを考えないとおかしいことにな
る、ということです。とにかく、栄養管理に関す
る知識レベルも低すぎますから。栄養管理をやっ
ています、という方々の知識レベルが低いのはわ
かっていますが、感染対策の方々の栄養管理に関
する知識レベルも低いはずです。
小越先生：例の、君がやった試験の成績を見せた
小越先生
のか？
ゼン先生：もちろんです。略語の意味、カロリー
ゼン先生

↑ホテルの部屋からの景色です。1 月 24 日の朝も、同じように強い風、雨、
でした。気温も低く、大阪と同じ服装で過ごすことができました。それにし
ても、前回は台風で行けず。今回は、こんな天気。次は、天気がいい、沖縄
らしい景色を味わいたいと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：国立大学医学部附属病院感染対策協議会のガイ
小越先生

ゼン先生：まあそうなんですが。忙しいから、ということ
ゼン先生

ドラインか。

です。

ゼン先生：でも、私の名前は入っていませんが、カテーテ
ゼン先生

小越先生：困ったもんだな。
小越先生

ル関連血流感染症の部分の文章は、ほぼ私が書いたものな

ゼン先生：でも、栄養の領域でも一緒ですよね。末梢から
ゼン先生

んですよね。それを少しアレンジしたものなんですよ。

電解質輸液だけを 1 週間もいく医者もいるんですから。

小越先生：上手にコピペしているんだろう？
小越先生

小越先生：確かに、それは、その通りだ。
小越先生

ゼン先生：コピペ、
そうですよ。悪気はないんでしょうが、
ゼン先生

ゼン先生：とにかく、教育が大事だ、というのは、みなさ
ゼン先生

そういうことです。でも、とにかく、私の原稿なんですよ。

ん思っているようでした。

小越先生：なんか、おかしいな。著作権という問題はどう
小越先生

小越先生：それも当然だし、未だにそういう基本を教えな
小越先生

なっているんだろうね。

ければならないって、日本の医療従事者はいったいどうな

ゼン先生：確かに、そうおもいます。でも、まあ、私の原
ゼン先生

っているんだ、そんな気がするな。栄養の領域だけかと思

稿が日本のスタンダードになっている、というのは、ある

っていたら、感染の領域もか？困ったもんだ。それで、次

意味、うれしいことですけどね。

の誤解は？

小越先生：静脈経腸栄養ガイドライン第
3 版も、厚労省の
小越先生

ゼン先生：
ゼン先生 『末梢静脈カテーテルは 96 時間以上留置しても

ガイドラインに沿っているんだろう？

よい』です

ゼン先生：もちろんです。実は、平成
23 年に第 6 版が完成
ゼン先生

小越先生：ああ、それか。CDC ガイドラインの 2011 年版で、

したはずなんですが、それがなぜか、公表されなかったん

2002 年の時の条項だった、
『72～96 時間で入れ換えなけれ

です。私が書いたんですよ。だから、静脈経腸栄養ガイド

ばならない』には根拠がない、ということでそうなったん

ライン第 3 版の中で公表した、ということです。

だな。

小越先生：いいんじゃないか。そういうバックグラウンド
小越先生

ゼン先生：その通りです。でも、いつも言うんですが、CDC
ゼン先生

がある、ということなんだから。

のガイドラインを作った方々は、輸液の内容を考えていま

ゼン先生：そうですね。今回、気づいたのは、感染対策の
ゼン先生

せん。静脈栄養に関する論文も全く書いたことがない方々

方々が『手洗いを実践しなさい』ということをものすごく

が作ったガイドラインだから、おかしい、そう私は言って

強調していたことです。驚いたのは、手洗いの啓発を、今

いるんですよ。

も、一生懸命やっているんです。現状を調べると、ちゃん

小越先生：その通りだ。PPN
輸液では、しっかりと感染対
小越先生

と手洗いしている割合は 2 割とか 3 割とか、そんなに低い

策をやらなきゃならないんだからな。

んだそうです。だから啓発活動を続けなければならない、

ゼン先生：中途半端な
PPN しかやらない、感染するから PPN
ゼン先生

ということです。

はやるな、カテーテルは問題が起こったら入れ換える、で

小越先生：何？手洗いの実施率が 2 割？3 割？信じられん。

いい、大変な誤解ですよ。日本は、PPN として栄養管理を

ゼン先生：でしょう？私、言っちゃいましたよ。1996
年の
ゼン先生

充実させたい、だから優秀な PPN 輸液製剤が開発されてい

CDC ガイドラインが出た頃から感染対策がものすごく注目

るんです。でも、きちんと感染対策を講じなければならな

されて、システムも整ってきた。感染症科や講座ができ、

い、その対策の一つとして、PPN 症例では末梢静脈カテー

教授ができ、感染管理認定看護師制度ができ、ICD ができ、

テルは 96 時間以上留置しないようにしましょう、という

院内には ICT ができ。それなのに、感染対策の基本中の基

方針は重要なんですよ。

本である、手洗いに、まだ啓発活動をしなければならない、

小越先生：オレもそう思う。
小越先生

しかも、実施率は 2 割、3 割？なぜ？なんて質問しちゃい

ゼン先生：要するに、CDC
は、輸液の中身を考えていない
ゼン先生

ました。

んですよ。だから、こういう条項を出すんです。

小越先生：それで、答えは？
小越先生

小越先生：PPN
をしなければ、電解質輸液だけなら、96 時
小越先生

ゼン先生：あまり的確な答えはもらえなかったと思ってい
ゼン先生

間以上留置してもいいのか？

ます。私なりの解釈としては、医療従事者なら、手洗いし

ゼン先生：そういう考え方は成り立ちます。もちろん、PPN
ゼン先生

なさい、と言われなくても、自分の手が汚れていたら感染

輸液と単なる電解質輸液との違いを理解して、ということ

の媒体になるって、わかるはずでしょう？

ならですが。そこを理解してくれたら、感染対策もレベル

小越先生：そうだ。それが当然だ。
小越先生

アップするんですけどね。

ゼン先生：でも、そうでもないんですよね。WHO
の手洗い
ゼン先生

小越先生：確かにな。PPN
と感染対策、輸液の中身の理解
小越先生

のガイドラインで説明したりしているらしいですよ。未だ

が必要だな。

に、なぜ、手洗いが必要なのか、そこからの教育が必要な

ゼン先生：次は
『輸液バッグのゴム栓の消毒は不要』です。
ゼン先生

んだということです。

小越先生：それは、オレだって知ってる。静脈経腸栄養ガ
小越先生

小越先生：なぜ、手洗いが必要なのか？そんなこと、医療
小越先生

イドラインに書かれているだろう？消毒しなさいって。

従事者でなくてもわかるだろう？だって、駅のトイレにだ

ゼン先生：このガイドラインだけですよ、こういうことも
ゼン先生

ってアルコール製手洗い液が常備しているじゃないか。

記載しているのは。

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：そうだな。CDC
ガイドラインには書かれていな
小越先生

ゼン先生：そうですよね。全体に学術的にも軽くなってい
ゼン先生

いよな。

るように思います。

ゼン先生：そうですよ。ちゃんと理論的にも説明していま
ゼン先生

小越先生：そうだな。次はなんだ？
小越先生

すから。

ゼン先生：次は『閉鎖式接続システムを使うと感染率が下
ゼン先生

小越先生：輸液のことを理解しているから書ける条項、と
小越先生

がる』です。

いうことだな。

小越先生：それも誤解なのか？
小越先生

ゼン先生：そうです。次は、
『ヘパリンロックはいらない、
ゼン先生

ゼン先生：まあ、誤解でしょうね。そもそも、閉鎖式接続
ゼン先生

生食ロックでよい』です。

システムという用語は、外国では使われていません。英語

小越先生：これもまだ議論しないといけないのか？
小越先生

では closed infusion system だと日本の方々は言ってい

ゼン先生：私は結論を持っていますから。
『中心静脈カテー
ゼン先生

ますが、closed infusion system というのは、通気針の不

テルにはヘパリンロックをしなさい。末梢静脈カテーテ

要なソフトバッグという意味なんですから。

ル？好きにしなさいよ。
』です。

小越先生：へええ、そうなのか。でも、日本では、カテー
小越先生

小越先生：それ、言ったのか？
小越先生

テルの内腔が閉鎖式接続システムだから閉鎖されていて、

ゼン先生：ハイ、言いました。生食ロックのほうがいいと
ゼン先生

細菌が入らないようになっている、だから、感染率が下が

いうエビデンスって、ないんですよね。100 単位/mL のヘ

るんだ、というふうに理解されているだろう？

パリン生食は生食よりも血栓形成が少ない、という論文は

ゼン先生：そうなんです。でも、それは、正しくない。日
ゼン先生

あります。でも、
『有意差あっても大差ないじゃんか。生

本では、三方活栓はダメ、でも、側注もいろいろやりたい、

食ロックの方が安いから、それでいいんだ。
』という意見

ということで、三方活栓の部分にいわゆるクローズドシス

が強いんです。だから、
『好きにしなさいよ』ということ

テムを使ったら、汚染することなく側注ができる、という

にしています。末梢は詰まったら抜いたらいいんです。で

意味で使われるようになったんです。

も、CVC はヘパリンロックにしてあげてください、そんな

小越先生：なるほど。そういう経緯もあって、閉鎖式接続
小越先生

感じですよ。

システムを使うと感染率が下がる、と単純に思われている

小越先生：なるほどな。でもな、安けりゃいいのか？それ
小越先生

んだ。

じゃあ、患者のことを考えているとは言えないな。

ゼン先生：逆に、側注が増えて、感染率が上がっている施
ゼン先生

ゼン先生：先生、今の一番の目標は、病院経営でしょう？
ゼン先生

設だってあるんです。そこに注意が向けられていないんで

感染対策だってそうです。ヘパリンロックよりも生食ロッ

す。真実を理解していない、というふうに思っています。

クの方が安い、これが一番重要なんですよ。

小越先生：じゃあ、その閉鎖式接続システムはなんて呼べ
小越先生

小越先生：オレは、自分が患者だったら、一番いい医療を
小越先生

ばいいんだ？

して欲しい。ヘパリンロックの方がカテーテルが詰まりに

ゼン先生：ニードルレスコネクタでしょう。ニードルフリ
ゼン先生

くいんだったら、ヘパリンロックをして欲しいけどな。

ーコネクタとか、NFC（needle free connector）とか、そ

ゼン先生：本当はそうなんですけどね。結局、どうこう言
ゼン先生

れでもいいと思います。なんか、閉鎖式というニュアンス

っても、今の医療の本音は他人に対するものなんですよね。

に惑わされているように思います。

小越先生：きつい表現だけど、否定はできないな。次はな
小越先生

小越先生：そういう意味合いって、結構影響が大きいな。
小越先生

んだ？

イメージで使ってしまうから。

ゼン先生：
ゼン先生 『脂肪乳剤は CVC から投与してはいけない』

ゼン先生：そうですよ。企業の戦略に乗せられていますよ。

小越先生：え？それって、もう、君はちゃんと論文にした
小越先生

小越先生：なるほどな。いつも君が言っていることにつな
小越先生

だろう？

がっているような感じだな。

ゼン先生：もちろんです。
静脈経腸栄養の 2014 年 5 月号に
ゼン先生

ゼン先生：その通りです。それで、最後ですが、前回も話
ゼン先生

原著論文として掲載されています。でも、原著論文を読む

題にした『カテーテル感染の診断は CLABSI で行う、CRBSI

人がほとんどいないのが今の日本の、現状ですから。

ではない』です。

小越先生：その内容の説明をしなくてはいけないのか。
小越先生

小越先生：それも話題にしたのか？反響は？
小越先生

ゼン先生：はい。脂肪乳剤は
CVC から側注してもいいんで
ゼン先生

ゼン先生：全然ありませんでした。そういうことも考えて
ゼン先生

すよ、粒子径は変化しませんから、と説明しています。で

いないのかもしれませんし。

も、感染対策は十分に行ってください、と、これを強調し

小越先生：なるほど、そうかもしれないな。カテーテル感
小越先生

ています。その時、私のこの論文を読んだ人は？って聞く

染の診断について、あまり考えていないかもしれないな。

と、100 人にひとりもいませんから。

ゼン先生：そうでしょうね。カテーテル感染って、カテー
ゼン先生

小越先生：困ったものだな。
小越先生

テルを抜けば治る、解決だ、と思っている方が多いんでし

ゼン先生：本当に。学問をしないんですよ。どこかに、わ
ゼン先生

ょうね。それに、CLABSI という定義を使ったら、感染率を

かりやすい記事を書いてもらおうかな？

ゼロにすることができるようですし。

小越先生：それも一つの案だけど、やっぱり、ちゃんと原
小越先生

小越先生：ひどい皮肉だぞ、それは。
小越先生

著論文を読んで欲しいなあ。
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２６回
ゼン先生：そうですね。すみません。でも、もっと真剣に
ゼン先生

小越先生：そうだ、その通りだ。
小越先生

カテーテル管理に取り組んで欲しいんですよね。

ゼン先生：なのに、感染対策をきちんとやっていないから
ゼン先生

小越先生：確かに、そうだな。自分が患者になって中心静
小越先生

感染するのに、それを棚の上に上げておいて、TPN をやる

脈カテーテルを用いた管理が必要になったら、やっぱり、

と感染するからできるだけ TPN はやらないようにしよう、

きちんと感染対策を講じて欲しいよ。点滴しました、熱が

ですからね。そのためにきちんとした栄養管理ができなく

出ました、感染です、カンジダが原因で真菌性眼内炎にな

なっている、それに気づいていない、これは重大な問題な

りました、失明しました、それは困るよなあ。

んですけどね。

ゼン先生：困るなんていう軽い問題ではありませんよ。大
ゼン先生

小越先生：そこがカテーテル感染予防対策の考え方の基本
小越先生

変な問題です。

だな。栄養管理を知らずしてカテーテル管理を語るな、そ

小越先生：だから
TPN をやるな、ということか？
小越先生

れは、一番重要なことだな。

ゼン先生：そういうことですね。しかし、それは本末転倒
ゼン先生
です。栄養管理をする、その方法として TPN が必要だ、安
全かつ有効に実施するためには感染対策をきちんと講じ
なければならない、これが普通の考え方です。

↑年末に、2 年前(2013.6.13）に亡くなった愛犬、モルダーのお骨を納骨してきました。
愛媛にこういうペット霊園があるのです。5 年間、祀ってくれるとのことです。実は、
このモルダー、17 年間も傍にいてくれました。一時は腎不全で死にかけたのですが、復
活しました。名前ですが、私はずっと『モルダウ』と思っていたのですが、間違い。『モ
ルダー』です。これは、娘が X-file というアメリカのドラマの中の FBI 捜査官、モル
ダーのファンで、この犬に命名したのだということ。英語では Mulder です。それにし
ても、ずっと名前を間違っていたなんて。ごめん。Mulder よ、安らかに。

【今回のまとめ】
1. 2016 年もよろしくお願いします。がんばって、忌憚ない意見を書かせていただきます。
2. カテーテル感染を考える時、臨床栄養、特に静脈栄養に関する知識が重要です。これが基本中
の基本です。
3. 感染の領域では基本中の基本である『手洗い』の啓発活動が重要なのだそうです。手洗いの実
施率が 2 割とか 3 割とか、だそうです。栄養の領域の基本中の基本も習得しましょう。
4. 原著論文を読むくせをつけましょう。講演で聞いた話題だけで活動してはいけません。その話
題は、原著論文で確認する必要があります。
5. 栄養管理を知らずしてカテーテル管理を語るな、一番重要なことです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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