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『誤接続防止の ENFit の導入は
感染対策ができるようになってからにしましょう』
ものすごいスピードで時間が過ぎていきます。今年もあ
と 2 か月を残すのみ。12 月はあっという間に過ぎますから、
11 月を大事にしなければなりません。11 月を、というより
一日一日を大切に過ごさなければ、そう思って生活してい
るつもりですが。65 歳になったので、余計にそう思うよう
になっています。
9 月 28 日にハマチ釣りに行った、大漁だった、と報告し
ましたが、その翌日は出雲へ日帰りで講演に行きました。
新神戸駅→（新幹線）→岡山駅→（特急やくも）→出雲駅。
片道約 4 時間。
（やくも）の揺れが強くて、パソコンでスラ
イドを編集するのが非常に難しくて疲れました。もちろん

↑島根感染対策セミナーの講演のために出雲へ行きました。日帰
りでしたが、ちゃんと、出雲そば：割子そばは食べました。JR 出
雲駅はいろいろな工夫がされていました。

岡山駅で「祭り寿司」を買って食べました。もう祭り寿司
は恒例です。出雲では昼、
「一福」で出雲そば：割子そばを
食べました。講演したのは「島根感染対策セミナー」で、
島根大学の感染管理認定看護師の坂根さんにいろいろ準備
をしていただき、島根大学の呼吸器・化学療法内科の磯部
教授に座長をしていただきました。看護師中心の研究会で、
講演タイトルは「経腸栄養と感染対策」。私は厚労省の仕事
で武澤先生と「経腸栄養法に関する感染対策」ガイドライ
ンを作ったのですが、正式に「経腸栄養と感染対策」とし
て講演依頼を受けたのは初めて。いろいろスライドを作り
ました。この領域、経腸栄養投与経路（経腸容器、経腸ラ
イン）がディスポ化してきていますが、少し考えてみるべ
きだと思っています。講演の導入は「経腸栄養の感染対策

↑岡山で特急やくもに乗り換えました。もちろん、岡山の祭り寿
司を買って食べました。朝食もちゃんと食べたのに。松江からの
車窓から見えたのは宍道湖です。JR 出雲駅の売店にあったこの像
は大国主命だと思います。

を論じる前に栄養管理に関する勉強が必要です」としまし
た。3 月には静脈栄養と感染管理に関する講演をしに、再
び出雲へ行きます。帰りも 4 時間もかかったので、少々疲
れました。次は余裕をもって出雲へ行きたいと思っています。

10 月 4 日は富山で講演。台風 18 号が日本海を通り、富山に影響がありそうだったので 3 日の夕方に富山入り。サンダ
ーバードは湖西線経由ではなくて米原経由。富山はかなりの強風でした。翌 4 日、第 12 回厚生連病院研修医全国大会 in
富山で「PICC」の講演＋ハンズオン。厚生連高岡病院が主催で、薬剤師の宮崎くん、NST の外科医：原先生にもてなして

↑全国の厚生連病院の研修医全国大会です。私はエコーガイド下
上腕 PICC 法を担当しました。ニプロ IP エコーを用いた実習を指
導しました。富山といえば雨晴海岸と後ろに控える立山。残念な
がら立山は見えませんでした。

↑IP エコーを用いた PICC の実習です。なかなか熱心にやってい
ました。院長に IP エコーを買ってください、と言ってください。
これがないとちゃんとした研修ができないので、と言えば買って
くれると思いますよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑富山の『越中おわら風の盆』の踊りが披露されました。すげ笠
でお顔が見えないのですが、それが特徴で、本番では年齢制限も
あるそうです。いろいろ、伝統に基づいた深い意味があるのでし
ょう。風の盆の期間は、ものすごい人気のために宿泊予約は不可
能とのことです。

いただきました。ありがとうございました。夜は懇親会に
もお招きいただき、研修医の元気に圧倒されました。厚生

↑宮崎くんに雨晴海岸へ連れて行ってもらいました。立山は見え
ませんでしたが、雰囲気のいい富山湾でした。

連の研修医は幸せです。全国から集まるので、旅行がてら
に勉強、ですから。大事にされているなあ。翌日は宮崎く
んに富山を案内していただきました。雨晴海岸、高岡大仏、
高岡城、そして宮崎くんのルーツ：願海寺城跡に連れて行
ってもらいました。ありがとうございました。そして北陸
新幹線で東京へ。翌日の『エキスパートナース

看護セミ

ナー2019：静脈栄養・経腸栄養・口腔ケア実践セミナー』
のためです。栄養アセスメントと経腸栄養は栗山先生、口
腔ケアは伊東七奈子看護師（摂食・嚥下障害看護認定看護
師）、静脈栄養と在宅静脈栄養は私が担当でした。約 100
名の参加者。こんなに静脈栄養と経腸栄養の勢いがなくな

↑宮崎くんのルーツだとのことです。願海寺城が織田信長に攻め
られて落城した？歴史だ！

っている時に 100 名も集まれば・・・と思いましたが、5 年ほど前はもっと集まっていたのに、と思いながらでした。18
日は小児外科学会でのイブニングレクチャー。近畿大学奈良病院小児外科の米倉教授にお招きいただき、ニプロとの共催
で IP エコーと PICC の講演をしました。ニプロはイブニングレクチャーだからと高級スナックを 250 人分用意したのに参
加者は 100 人ほど。スナックがたくさん余りました。私は 20 個ほどもらいました。無駄が多い！だからリーダーズでは事
前登録をお願いしているのです。講演が終わってからは中島教授、根津先生たちとの恒例の食事会。予約すること自体が
ほぼ不可能という有名中華料理店へ行きました。もらったスナックをプレゼントしました。しかし食事代は高かった！
26 日はニプロ iMEP へ。「IV ナース指導者研修」での講演。そうか、IV ナースっていう資格も作るのか、そんな感じ。
アメリカには確かに IV ナースはいます。日本でも本気で資格となるのでしょうか。資格は否定しないけど、なんか、資格、
資格となって中身が伴わない、なんてことにならないようにと思います。午後からは豊中のホテルで「池田市医師会」で

↑照林社の看護セミナー2019 in 東京です。静脈栄養・経腸栄養
実践セミナーに口腔ケアを加えました。看護セミナーとなってい
ますが、もちろん、管理栄養士さん、薬剤師さん、そして医師に
も参加して欲しいのです。試験をしたので、ピリッとしたのかも
しれませんが、なんで試験されなくてはならないの？と気分を害
した方もおられるかもしれません。でも、ちゃんと回答も渡しま
したので、復習してくださいね。上は試験風景、下はニプロの実
践！CV ポートへの針刺しです。

↑日本小児外科学会秋季シンポジウム、近畿大学奈良病院の米倉
教授が会長。イブニングセミナーで講演しました。米倉教授は 3
年後輩です。偉くなられると呼び方に注意しなければなりません。
難しい！
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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の講演。製薬協の規定のために自分らしい内容で講演でき
なくなっていて、かなり残念。すみません、あまりいい講
演ができませんでした。翌 27 日はエキスパートナース看
護セミナーの大阪版。口腔ケアは茨城県立医療大学保健医
療学部看護学科の矢野聡子摂食・嚥下障害看護認定看護師
の講演と実技。元気溌剌と講演していたなあ、という感じ。
私にとっても非常にためになる講演でした。ニプロによる
CV ポートへのヒューバー針の針刺し、クリニコによる試飲
会もあり、有意義なセミナーでした。大阪の参加者は 75
名でした。来年はもっと参加してください。
千里金蘭大学食物栄養学科での臨床医学の講義が毎週
あります。これも毎週の小テストの準備や講義用スライド
などの作成で大変です。星薬科大学は 5 回（90 分）講義を
しました。後期は 5 年生への講義で、講義時間全体が大幅
に短くなりました。ちょっと気合が抜け気味です。試験も
終わりました。成績は悪くなかったのですが、内容も薄く
しなければならないし、という感じ。教えることの難しさ
を感じています。勉強したいと思っている人に教えるのは
教えがいもありますが、勉強したいと思っていない人たち
に教えるのは、無理です。そうなんです、静脈栄養や経腸
栄養などの講演に呼ばれていろいろな病院へも行きます

↑照林社の看護セミナー2019 in 大阪です。大阪のほうが参加者
は少なく、75 名でした。大阪でも臨床栄養についての試験。「去
年は試験はなかったのに」と愚痴を書いておられる方もいました。
でも、どういう知識が必要か、わかっていただけたのではないか
と思います。講演中ですが、みなさん、下を向いています。これ
は、S-NUST を記入しているからです。でも、レジメを配布すると、
前を向かずにレジメばかり見ている人が多いですね。

が、一番聞いてほしい医師が参加してくれません。どうす
ればいいのでしょう。PICC やエコーの手技、カテーテル感
染などの講演にも医師は参加しませんね。興味がないので
しょうか。上腕 PICC 法が患者にやさしい手技であること
の意義を理解しようとしないのでしょう。患者ファースト
というのは建前だけ？そんな感じですよ、最近の医療は。
静脈栄養・経腸栄養もです。本当、どうしたらいいのか、
困っています。

↑協賛していただいたニプロ株式会社による体験コーナー。CV ポ
ートにヒューバー針を刺入する、これを実践してもらいました。
全員がニプロのセーフタッチコアレスニードルで実践。1 本、800
円もする針を全員が使ったのです。新品です、もちろん。

↑星薬科大学の講義、臨床栄養での実習。株式会社クリニコにお
願いして試飲・試食会をしていただきました。最初は恐る恐るだ
った学生さん達、終わるころには残りの製品が欲しい、とすべて
お持ち帰りでした。経腸栄養剤や濃厚流動食はまずい、というイ
メージが完全に払拭できたようです（クリニコの製品だけ？）
。亀
井教授もお元気に、大好きなリハタイムゼリーを持って帰られま
した。

↑照林社の看護セミナー2019 in 大阪。協賛のクリニコによる試
飲試食会。いろんな製品を試飲、試食していました。かなりうま
い。しかし、エネルギー密度が非常に高い。だから、少しでも私
には毒なのです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：10 月は台風と豪雨で大変でしたね。特に関東が。昨
年は関西国際空港をはじめ、関西が大変でした。岡山、広島、
愛媛が洪水で大変だったのですが。今年の台風 19 号も本当に
ひどい。
小越先生：そうだな、大災害だよ。長野の千曲川の洪水には驚
いたし、千葉県、茨城県、福島県、宮城県もだよ。ほかの県も
だと思うけど、全部が報道されているのではないからな。なん
か、申し訳ないような気がするよ。
ゼン先生： 15 号で大変なことになった所が、19 号でも、その
後の豪雨でも被災しましたから。
小越先生：政府は何をしてるんだろう。自衛隊ががんばってい
る、ということだが。激甚災害に指定するんだろう？
ゼン先生：激甚災害に指定されると、よくわからないんです
が、補助金が出るんでしょう？
小越先生：そうなんだろう。しかし、家を失われた方に家を建
ててあげられるようなものではないんだろう？
ゼン先生：よくわかりませんが、そこまで手厚くはないでしょ
う。
小越先生：テレビでボランティアの話がよく出ているけど、ボ
ランティアに頼っているだけだろう。それじゃあ復興に相当時
間がかかるはずだ。
ゼン先生：そうですよね。ボランティアとして被災地へ行った
こともないし、自分の仕事もあって行くことができないので偉
そうなことは言えませんけど。ボランティアの善意に頼ってい
るだけなんですよね、お国は。
小越先生：そういうことになるな。善意か。ボランティアだっ
て、いつまでもボランティア活動ができるのではないんだか
ら、ある程度の報酬を出したらどうだろう。
ゼン先生：本当にそうですよね。有償ボランティアと呼ばれる
人もいるそうです。でも、お金も時間もボランティアとして活
動できる人って、どのくらいいるんでしょう。今は私にはそう
いう余裕はありません。気持ちはある、と言っても実際にはし
ていないんですから、何も言えません。
小越先生：そうだな、ボランティアに報酬か。そういう考え方
も必要なんじゃないかとオレも思うけど、そのお金はどこから
出すんだ？
ゼン先生：アメリカからステルス戦闘機を 100 機買うんでしょ
う？1 機 100 億円だそうですから、100 機を 90 機くらいにした
ら 1000 億円をボランティア活動に回せるんじゃないですか？
小越先生：なるほど、そういう考え方もできるな。消費税も上
がったことだし。
ゼン先生：自分がボランティアとして活動していないので、こ
ういうことを話題にしているだけで、申し訳ないと思うだけな
んですが。
小越先生：そういう気持ちは大事にしておくべきだと思う。
ゼン先生：自分が被災者になったらと思うと、本当に申し訳な
いという気持ちになりますよ。
小越先生：気持ちはオレにもよーくわかる。君自身は台風の影
響はなかったんだろう？
ゼン先生：被害はありませんでした。でも、台風 19 号が最接
近した 12 日は、さすがにどこへも行きませんでした。一日中
家にいました。
小越先生：一日中？それはものすごく珍しいことなんじゃない
か？
ゼン先生：そうですね。稀有な出来事でした。一日中、家で仕
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事をしていました。
小越先生：へええ。ボーっと過ごしたんじゃないのか？
ゼン先生：いえいえ、いろいろ仕事をしました。昼寝はしてし
まいましたが。そうそう、6 日に東京で開催した照林社のセミ
ナーで実施した臨床栄養に関する知識レベルを調査する試験の
採点をしていました。
小越先生：ほおお、採点か。そういえば、前回、試験をすると
言っていたな。実際にやったんだ。
ゼン先生：そうです。抜き打ちの形でやりました。気分を害さ
れた方もいたはずですから、申し訳なかったとも思います。で
も、そういう形で調べないと、本当のところはわかりません。
小越先生：そうだな。以前、約 8000 人に対して実施した、あ
の調査のようなもんだろう。
ゼン先生：そうです。これからも機会があれば実施して、今の
日本の臨床栄養に関する知識レベルを調べたいと思っていま
す。

↑頼朝から逃れた義経が、石川県の安宅関を超えてここへきて、雨宿
りをしたのだそうです。義経社にお参りしましたが、足元が悪いので。
右の写真は石に「よしつ祢公御像」と刻まれております。義経の松が
この社の周りにあるのですが・・・。

↑世界で最も美しい湾、富山湾。宮崎君とのツーショット写真。後ろ
に富山湾が見えます。タイマーで撮影しました。宮崎くんが左手にも
っているのは、2015 年の神戸での JSPEN の時の学会袋です。大事に使
ってくれているのです。うれしいことです。それだけ使い勝手がある、
のですね。犬の散歩に使っている方もいるようです。

ドラえもん電車

↑高岡市は藤子・F・不二雄の生誕地。ドラえもんの像がたくさんあり
ます。見に行けなかったのは残念ですが、次回のお楽しみです。電車に
もドラえもんの絵が描かれていました。ちなみに私はのび太くんと誕
生日が同じです。
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：それで、どうだったんだ？成績は。
ゼン先生：前回、日本の栄養管理レベルは下がっているのか、
上がっているのか、を議論にしました。
小越先生：したな、確かに。君はレベルが下がっていると主張
したよ。
ゼン先生：予想通り、下がっていると判断せざるを得ないと思
います。惨憺たる結果でした。本当に。かつての調査と比べて
も明らかに低下していました。試験を受けてくれた方には申し
訳ないけど、現実は、そうでした。
小越先生：そうなのか。
ゼン先生：看護師さんが多かったんですが、管理栄養士さんの
出来も、やはり悪かったですね。
小越先生：医師や薬剤師はどうなんだろう。
ゼン先生：試験をしてみないと何とも言えませんが、下がって
いると思います。
小越先生：そうか。でも、機会をみつけて医師や薬剤師も調べ
てくれよ。
ゼン先生：私もそうしたいと思っています。それにしても、略
語のもとの日本語、英語を書いてください、という問題の成績
は本当にひどい。
小越先生：そうか。NST、TPN、PEG くらいは書けるだろう？
ゼン先生：いやあ、書けていません。厳重に採点したら、どの
略語も正解率はほぼゼロです。
小越先生：へええ、そこまで悪いのか。それなら新しい用語と
して使われている ODA や SPN なんかは相当ひどいだろう。
ゼン先生：ODA は「オダ」という回答もありました。
小越先生：へええ。SPN は？
ゼン先生：正解者は二人だけでした。一人は栗山先生ですが。
小越先生：そうか、新しい用語を作っても意味ないか？
ゼン先生：でも、そう言ってしまうと全く進歩はないので、勉
強しましょう、と言いながら普及に努めるべきでしょう。
小越先生：その通りだ。SPN は静脈経腸栄養ガイドライン第 3
版で作った造語だな。
ゼン先生：そうです。普及率は非常に低いと思います。ガイド
ライン自体はそれなりに普及しているようですが。
小越先生：静脈経腸栄養ガイドライン第 3 版のことだけどな。
第 4 版を出す話があるそうだな。
ゼン先生：その噂は聞きましたが、どういう形で出すんでしょ
う。
小越先生：そりゃあ最新の論文の渉猟から始めて、まったく新
しい形で作らないといけないだろう。第 3 版はそうやって作っ
たんだろう？
ゼン先生：もちろんです。担当を決めて、最新の論文を集め
て、コンセンサスミーティングを 20 回も開催して作成しまし
た。
小越先生：だから信頼されるガイドラインになっているんだ
よ。Minds でも公表されているし。
ゼン先生：2014 年に Minds が診療ガイドライン作成マニュア
ルを発表しています。2017 年に改訂されています。
小越先生：なるほど、手順書だな。
ゼン先生：そうです。非常に細かく手順が記載されています。
これを見ると、作成するためのシステムですが、第 3 版でも手
順は十分ではなかったかもしれません。作成した内容に関して
は問題ないと思いますが。
小越先生：どういう意味？

第７１回

ゼン先生：難しい説明は省略しますが、基本的に、ガイドライ
ン作成グループと論文の systematic review グループを別にし
て、論文として発表されているエビデンスの意義をものすごく
強調する体制になっています。やはりガイドラインですから、
そこが大事なんですよ。
小越先生：そりゃあそうだろう。とすると、改訂のたびに 1 か
らやり直す必要があるということだな。
ゼン先生：もちろんです。静脈経腸栄養ガイドラインは、第 2
版と第 3 版を担当しましたが、最初から作り直すという手法で
作成しました。もちろん、その前の版の内容を完全に把握した
上で、です。A.S.P.E.N.のガイドライン、CDC ガイドライン
も、その前の版とは独立して作成しています。メンバーが変わ
りますから。新しい版のガイドラインが出るたびに、今度は内
容がどう変わっているんだろう、そういう考え方でガイドライ

↑日本三大佛の高岡大佛を見に行きました。兵庫大佛も日本三大仏だ
と主張しておりますが。大佛の前にいたおっちゃんに宮崎くんとのツ
ーショット写真を撮ってもらったのですが、大佛は宮崎くんの影にな
っておりました。

↑高岡大佛は確かに立派でした。奈良、鎌倉に次いで三番目の大佛と
認めてもいいかもしれません。

↑宮崎くんが撮ってくれた写真。後ろ姿や、私が写真を撮っているシ
ーンを撮ってくれていました。まあ、こんな写真もありかな？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ンは見られているんです。
小越先生：当然だな。そうすると第 4 版も当然そういう形で作
成するんだろうな。
ゼン先生：当然でしょう。1 からやり直すんだと思います。し
かも、2 万人の会員数を誇る学会ですし、それだけの人材、そ
して資金も持っているんですから、じっくり作らないといけな
いでしょう。
小越先生：資金と人材か。
ゼン先生：資金は大事です。論文を集めて解析するため、コン
センサスミーティングを開催するため、いろいろお金がかかり
ます。
小越先生：その通りだな。人材は当然だな。学会としての英知
を集めて作成するのがガイドラインだ。
ゼン先生：学会ですから、学術レベルが非常に大事、当然で
す。
小越先生：しかし、第 3 版をコピペして、形だけ整えて第 4 版
とする、という噂が聞こえてきているけど、本当だろうか。エ
ビデンスはどうでもいいから、とにかく第 4 版を出す、そんな
噂もあるが。
ゼン先生：それはデマでしょう。100 人や 200 人で構成されて
いる学会ではないんですから。2 万人もの会員がいる、社団法
人ですよ。そういうことをしては、社会的な影響も大きいと思
います。
小越先生：しかし、やるかもしれないぞ。
ゼン先生：そうですね。その可能性はあります。でも、そうす
ることは、第 3 版がすばらしいと認めてくれたことになります
し、今のあの学会にはガイドラインを作る能力がないことにな
ります。逆に考えると、非常に残念なことです。やはり、日本
の臨床栄養をリードする学会としては、きちんとした形でガイ
ドラインを作ってほしいものだと思います。学会としてのプラ
イドもあるはずです。コピペして作成したんじゃ、なんだ、こ
の学会は、学術的な仕事はできないのか、となりますよ。
小越先生：そうだな、オレもそうして欲しいと思う。学会名も
変わることだから、な。とにかく、日本静脈経腸栄養学会を立
ち上げた者としては、きちんとした形で、静脈経腸栄養ガイド
ライン第 4 版を作ってほしいと願っているよ。
ゼン先生：第 3 版を苦労して作った者としても、さらにレベル
アップしたものにしてほしいと思います。
小越先生：だよな。この話はここまでにしよう。ほかに話すネ
タはないのか？
ゼン先生：この 12 月から始まる、誤接続防止のための新しい
接続方式について解説しましょうか？
小越先生：ああ、その話か。大事な話だ。ENFit だろう？
ゼン先生：そうです。世界共通の動きです。とにかく誤接続が
絶対に起こらないようにするために接続部が 6 種類になるんで
す。まずは神経麻酔領域での NRFit の導入が始まっています。
経腸栄養は、この 12 月から導入が開始されることになってい
ます。
小越先生：12 月か。もうすぐだな。
ゼン先生：そうですね。企業が大慌てで準備しています。
小越先生：NRFit の導入はうまくいっているんだろうな。
ゼン先生：詳しいことは知りませんが、さまざまな細かい部品
が必要なのに、それがそろっていないから現場ではいろいろ問
題が発生しているようです。
小越先生：接続部を変えるだけじゃダメなんだな？

第７１回

ゼン先生：注射器の接続部も変更しなければなりませんから
ね。いろんなサイズの注射器も必要でしょう。麻酔薬を吸引す
る針、患者さんに用いる針、それもいろいろ必要ですから。苦
情だらけのようです。
小越先生：そうか。関連製品の接続部を全部新しくする必要が
あるんだから、大変だ。
ゼン先生：経腸栄養も同じような問題が起こるはずです。
小越先生：間違いないな。でも、まだピンと来ていない人が多
いんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。企業が必死でキャンペーンをやってい
ますが、医療者側は危機感というか、そういう雰囲気ではない
ようです。現在の規格の製品の供給が 2021 年の 12 月には止ま
る、ここが問題なんですけどね。

↑ちょうど、高岡万葉まつりが開催されていました。万葉時代の装束
でお歌を歌うのです。踊りもありました。毎年、万葉集全 20 巻朗唱の
会が高岡城跡で開催され、踊りや歌を 1 年間練習してお披露目するの
だそうです。こういうお祭りがあること自体、知りませんでした。起源
は大伴家持です。

↑高岡城跡のりっぱな石碑がありました。その横にキリシタン大名の
高山右近の銅像がありました。右近は秀吉のバテレン追放令を拒否し
て追放されたのですが、加賀前田家に高禄で迎えられました。小田原
北条攻めなどでは前田利長の参謀的な存在として活躍。高岡城の縄張
りを行なったと伝えられています。
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：とりあえず、変換コネクタでも対応できるようにす
ている施設では、圧は大きく変わるはずです。現に、蟹江先生
るんだよな。
の論文では注入がより難しくなると記載されています。どのカ
ゼン先生：その変換コネクタでの対応もいつまでも、とはいき
テーテルチップを使ったかの記載はないのですが、最小口径は
ません。
4.0mm と記載されていました。
小越先生：やっぱり、医療者全員がこの問題を認識する必要が
小越先生：なるほど、その点にも注意する必要があるな。
あるということだ。
ゼン先生：そうです。だから丸山先生の論文を読んで、半固形
ゼン先生：それに、日本では粘度を有する経腸栄養剤が使われ
状流動食の注入には問題ないんだ、と思ってはダメなんです。
ているので、外国とは条件が違います。
しかも、その論文は日本静脈経腸栄養学会としての報告ですか
小越先生：本当だ。ENFit では接続部のオス・メスが反対にな
ら。
るだけじゃなく、口径も細くなるんだろう？
小越先生：それでも、加圧バッグを使えばなんとかなるんだろ
ゼン先生：そうです。カテーテルチップが ENFit になると、接
う？
続部の内径が細くなります。だから粘度を有する経腸栄養剤を
ゼン先生：そうですね。でも、用手注入はかなりしんどくなる
注入しにくくなるんです。
と思います。
小越先生：もちろん、それは大事なことだよ。しかし、実は、
小越先生：とにかく加圧バッグを使えば何とかなるんだった
オレもそう思って勉強したんだけど、丸山先生の論文では「市
ら、解決策はあるということだな。
販されている 7 種類の半固形化栄養剤をシリンジで注入する圧
ゼン先生：まあそうですね。解決策はありますが、もう一歩進
力測定を行った。注入圧は新コネクタで高い傾向があったが、
んだ解決策も考える必要があると思っています。
大きな差はなかった。比較的粘度の高い半固形化栄養剤 2 種類
小越先生：もう一歩進んだ解決策か。
で注入速度や PEG カテーテルの種類を変えて実験したが、同
ゼン先生：もう一つ、重大な問題があるんです。
様の結果だった。加圧バッグを用いた実験でも、両コネクタに
小越先生：重大な問題？
大きな差はなかった。」となっていたよ。だから半固形状流動
ゼン先生：患者側の接続部はオス型なんですが、ロック式で
食の注入圧の問題ではそれほど困らないんじゃないか？
す。差し込むだけの構造ではありません。オス側の接続部の周
ゼン先生：それは医歯薬出版の臨床栄養に掲載された論文です
りにネジがついているので、そこに漏れた経腸栄養剤が付着す
よね。
る、それが細菌の培地になる、という問題があるんです。
小越先生：そうだよ。2018 年の論文だ。
小越先生：細菌の培地？
ゼン先生：私も読みました。へええ、と思いました。
ゼン先生：そうです。もともと経腸栄養剤は細菌増殖の格好の
小越先生：だろう？
培地ですよね。
ゼン先生：実は Annals of Nutrition & Metabolism に英語の論文
小越先生：そうだよ。培養液みたいなもんだよ。
が掲載されていましてね。結果は同じなんですが、その機序と
ゼン先生：だから接続部の消毒が問題になるんです。
して、カテーテルチップの内径の一番細い部分が 2.7mm で、
小越先生：消毒？
ENFit では内径が 2.9mm だから、あまり差が出ないんだ、と解
ゼン先生：接続部に経腸栄養剤が、周囲というか、ロック部分
説されていました。
に漏れて付着します。付着してから時間が経過するのでこびり
小越先生：なるほど、そういうことか。
つく、そんな感じになります。
ゼン先生：ところがですね、私もごく最近気がついたんです
小越先生：なるほど、こびりついて硬くなるんだ。
が、カテーテルチップの注射器や経腸ラインを販売している会
ゼン先生：硬くくっついて離れなくなるのをこびりつくという
社は、ジェイ・エム・エスだけじゃないんです。丸山先生が実
んです。
験で使ったのは JMS の注射器です。実は、ニプロのカテーテ
小越先生：細かい指摘をするなよ。
ルチップの内径は 4.0mm、トップのは
4.5mm なんです。
小越先生：へええ、カテーテルチップとし
て販売されていても、サイズが違うのか。
知らなかった。
ゼン先生：私も知りませんでした。どの会社
のカテーテルチップも、サイズなどは規定
されていて、同じだと思っていました。違
うんです。JMS の経腸ラインとシリンジの
カテーテルチップ、同じ会社の製品なのに
内径が違っていました。結構規定が緩いん
ですね。知りませんでした。
↑宮崎くんのお嬢さんが、NHK 合唱コンクールの東海北陸ブロックの代表として出場したの
小越先生：へええ、だな。
です。台風 19 号一過の 10 月 14 日です。テレビで放映されました。全国の代表 8 校の一つ
ゼン先生：とにかく丸山先生の報告では JMS
なので、すごいことです。宮崎くんが、見たらすぐに私の娘だとわかりますから、と言って
のカテーテルチップから ENFit に変更して
いたのですが、わかりませんでした。会ったことがないのですから。後日、宮崎くんに教え
も、半固形を注入する時の圧は変わらない
てもらいました。録画していたので 2 回目に確認できました。お父さんに似ている？似て
ません。非常にかわいい、素敵な女性です。この写真でどこに立っている？宮崎くんにあま
という結果ですが、それよりも内径が太い
り似ていない、かわいい、素敵な女性を探してください。
ニプロとトップのカテーテルチップを使っ
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：すみません。その付着した経腸栄養剤を取り除いて
消毒しないと、細菌が増殖します。感染します。そこが問題で
す。
小越先生：へええ、そういう問題もあるのか。
ゼン先生：これは結構重大な問題です。非常に消毒しにくい構
造です。はっきりいうと消毒できません。
小越先生：患者側だから、きちんと消毒できるようにしないと
いけないだろう。経腸カテーテルが留置されている間、ずっと
使うんだからな。
ゼン先生：胃瘻のボタンタイプのものは延長チューブを取り外
すようになっているのでなんとかなりますが、経鼻カテーテル
や胃瘻のチューブ型、空腸瘻などが問題です。
小越先生：なるほど。外国ではどう対応しているんだ？
ゼン先生： 歯間ブラシみたいな小さなブラシで洗うんです。
繰り返し洗うんです。横に水を入れた容器を置いて、何回も洗
うんです。そういうビデオがあります。
小越先生：歯間ブラシで洗うのか。めんどくさいぞ、それは。
ゼン先生：ブラシが 2 本、3 本の製品も出ています。
小越先生：そんな面倒な方法、直接管理する看護師さんが嫌が
るだろう。
ゼン先生：そうです。間違いありません。手間もかかる、時間
もかかる、完全に消毒できる保証もない、そういう状況です。
小越先生：それを解決しないと経腸栄養に伴う感染症、特に細
菌性腸炎の発生率が非常に高くなるな。
ゼン先生：その通りです。
小越先生：歯間ブラシで繰り返し洗う？拭う？それじゃあダメ
だな、オレはそう思う。
ゼン先生：各社、いろいろ考えているとは思います。
小越先生：この 12 月にあわてて導入したら、感染が頻発して
大変なことになるんじゃないのか？
ゼン先生：間違いなくなります。解決策がないんです。
小越先生：そんな状態で ENFit を導入してはいけない、そうい
うことだ。
ゼン先生：私もそう思います。導入しなければならない、これ
は国として決めたので動かせません。しかし、この感染問題を
解決しなければ、誤接続が予防できても、新たな問題が起きま
す。
小越先生：どうするんだ？
ゼン先生：一応、2 年の猶予があります。だから、切り替えの
最終期限はわかっているので、感染対策を考える、新しい器具
を開発する、それができるまで待つべきだと思います。それが
今考えられる、一時的ですが、解決策ということになります
ね。
小越先生：企業はあせっているんだろう？
ゼン先生：もちろんです。新しい生産ラインを作っているので
すから。2 年後には、現在のカテーテルチップを作れなくなり
ます。だから、できるだけ早く、ENFit に変更しなければなら
ないし、企業としても早くやりたい、当然のことです。
小越先生：しかし、君は待つべきだと思っている。
ゼン先生：そうです。待つべきです。解決策が出てくるまで。
それと、ENFit が導入されたら管理もややこしくなるし、手間
がかかるので、経腸栄養はできるだけやらないほうがいい、そ
ういう考え方が出てくるような気がします。
小越先生：確かに、そういう心配はあるな。
ゼン先生：静脈栄養法のほうが管理が楽、そうなると思いま
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す。
小越先生：そうか、何十年か前と同じだ。診療報酬も静脈栄養
のほうがいいからな。
ゼン先生：やはり、医学的にどうすべきかを考えてもらう必要
があります。
小越先生：そのためには臨床栄養学のレベルアップが必要だと
いうことだな。勉強、勉強だ。

↑ENFit の患者側接続部をどうやって消毒するか？これが極めて重要
です。半固形状流動食を注入するのに ENFit のほうが力が必要ですが、
丸山先生の実験ではあまり差がない。そのメカニズムは内径に差がな
いこと。でも、丸山先生が実験で使った JMS のカテーテルチップは、
ニプロのカテーテルチップよりも内径が小さいのです。ニプロのカテ
ーテルチップを使ったら実験結果は違ったものになったはずです。ニ
プロのカテーテルチップを使っている施設で ENFit に変更すると、半
固形状流動食を投与する時には強い力が必要になるはずです。でも、
それよりも患者側、オス側の消毒をどうするか、これを解決しなけれ
ばなりません。

↑発売して 2 か月がたちました。多くの方に読んでいただいている
ようです。医療関係以外の方からは最初の医学的説明の部分は難し
いけど、それを超えたら感動物語だ、という感想が聞こえてきてい
ます。買って、読んでください。写真は阪大病院の本屋さんです。
お願いしてこの本を置いてもらいました。『置いてください』とお
願いしたら、こんなにたくさん、置いてくれました。よかったら、
みなさんの病院などの売店に置いてください。よろしくお願いしま
す。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

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

第７１回

【今回のまとめ】
1. 忙しいけど、もっと勉強しなければならないと思います。仕事としてだけではなく、臨床栄養学という学
問を勉強しないと、この領域のレベルアップはありえません。
2. 特に静脈栄養と経腸栄養の管理レベルは、便利な製品の普及とともに低下していると思います。その現状
を認めて、リスタートする必要があるはずです。
3. この 12 月から導入が始まる、経腸栄養関連の新しい誤接続防止システム、ENFit にもっと関心を持ちまし
ょう。非常に大事なことです。
4. ENFit になると、やはり半固形状流動食注入に伴う抵抗は強くなります。現在使われているカテーテルチ
ップの内径は、販売している企業によって異なります。一つの実験結果だけで判断してはいけません。
5. ENFit ではオス側の消毒が問題です。現状では解決策はありません。だから、解決策ができるまで ENFit
の導入は待つべきだと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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