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『経腸ラインの複数回使用が可能だと言えるデータを
論文にしました』
東京オリンピック 2020 が終わり，8 月 24 日からパラリ
ンピックが開催されています。気持ちよく応援，観戦でき
ない，このもどかしさ，なんとかして！そんな感じ。コロ
ナ陽性者が劇的に増え，毎日，20000 人を超えています。
全国的に増加していて，緊急事態宣言，まん延防止となっ
た都道府県がどんどん増えています。なぜ，全国一斉に緊
急事態宣言をしないのか。でも，緊急事態宣言って何の効
果もありませんね。ワクチンもいろいろ問題があり，ワク
チンを 2 回接種すればコロナ問題は解決するかも，との考

↑故郷の海です。黒島が見えています。この黒島，神様が「苦労
してここまで引っ張ってきた」ので「くろうしま⇒くろしま」と
なったという伝承があります。この海は宇和海です。

えは甘かったことがわかりました。もう 9 月です。秋はあ
っという間に過ぎ，インフルエンザの冬になります。コロ
ナとの鑑別が問題になります。その頃にはコロナが収まっ
ている？ワクチン接種後の抗体価も問題になっています。
本当，どうなるの，なんとかして！と叫びたい，これが正
直な気持ちです。現場の医療者が疲弊しているのは間違い
ありません。医療者に感謝？それは，自分たち一人ひとり
が感染しないように，感染対策をきちんと講じることです。
8 月の最初には昨年 7 月に亡くなった母の新盆のために
愛媛に帰省。墓の掃除をしました。汗だく！暑い，熱い日

↑帰省する時，峠を越えるとこの景色が見えます。戻ってきたな
あ，と実感する景色です。この日は私の誕生日でした。ふるさと
や，ああ故郷や，です。

でした。お寺で新盆をすませました。お坊さんに墓まで来
てもらったら，熱中症で倒れたのではないか，そんな日でした。無事，新盆をすませ，家・土地の処分もすませたので，
愛媛県西宇和郡伊方町豊之浦が遠くなりました。帰る所が無くなった，そんな感じもあります。
その後はお盆をはさんで雨，豪雨，の日々でした。梅雨は過ぎたのに，こんなに長く，大雨が降る？九州を中心に，大
阪も，兵庫も，そして滋賀でも，いつ，洪水が起こるかわからない，そんな感じの雨でした。毎年，毎年，かつて経験し
たことのない豪雨。地球温暖化の結果であることは間違いありません。今年もお盆休みはありませんでしたね。コロナと
豪雨のために。来年は・・・。
仕事は相変わらずでしたが，ウェビナーで 2 回講演しました。武田薬品工業の「短腸症候群の栄養管理－長期静脈栄養，

↑伊予サービスエリアのレストランです。感染予防対策をきち
んと講じています。でも，愛媛もコロナ陽性者が増えています。
↑上段は研究部門の横にある池です。大雨の翌日です。下の写真
にある，排水用の土管？が見えなくなっていました。池の水があ
ふれることはなかったのですが，大雨でした。これまで経験した
ことのない雨って，ものすごいんでしょうね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑8 月 17 日の武田薬品工業のウェブ講演会です。ウェブ配信の
専門家がやってくれたとのことです。パソコンの数が半端じゃ
ないでしょう？今回，新発売した，短腸症候群治療薬，テデュ
グルチド，商品名：レベスティブの発売記念講演会の一つのよ
うです。毎日，皮下注で投与するのですが，薬価は約 8 万円。
毎日投与する必要があるので，240 万円／月です。いつまで？
効果が出るまで？半年？１年？莫大な額になります。ほぼすべ
て保険診療でまかなわれます。

第９３回

↑久しぶりの伊丹空港，大阪国際空港です。さすがに閑散として
いました。空港はものすごく改装されていて，いろいろなお店，
レストランなどもありました。でも，どこにも立ち寄らず，でし
た。

CV ポート管理のコツ－」と藤本製薬の「真夏の静脈栄養
Web セミナー：静脈栄養と微量元素－特にセレン－につい
て」でした。武田薬品の講演は 7 月にもあったのですが，
1 回目が 238 回線（昼間の講演），2 回目が 586 回線（19
時から）の視聴者数だったとのこと。藤本製薬の講演は 18
時からで，73 名でした。フェイスブックでもお知らせした
のですが，73 名か・・・少ないなあ，仕方ないけど。講演
テーマ（静脈栄養，微量元素，セレン）に興味がない？井
上善文の講演だから？と思ったのですが。ウェブ講演会は
毎日のように開催されるので，もう，飽きているのかもし
れませんね。
8 月 20 日には鹿児島県鹿屋市の池田病院に講演に行き

↑鹿児島空港は天候不順，厚い雲で覆われていました。伊丹空港
へ引き返すとのアナウンスには困ったのですが，2 回目のトライ
アルで無事，鹿児島空港に降り立つことができました。鹿児島の
上空を 3 回ほど旋回してくれました。

ました。久しぶりに飛行機に乗り，鹿児島観光もしました。鹿児島県は 8 月 20 日からまん延防止対策。大阪，兵庫は緊急
事態宣言中なので，鹿児島に行っていいのか，と悩んだのですが・・・行きました。正直，行きたかったし，池田病院の
田中くんが来てほしいというし・・・。非常に悩ましい状況でした。8 月 20 日の鹿児島の天気が悪く，鹿児島空港に着陸
できないので伊丹空港へ引き返すとのアナウンス。せめて福岡空港に着陸して欲しいと思ったのですが，2 回目のトライ
アルで無事，鹿児島空港へ着陸できました。本当は坊津の鑑真記念館へ行きたかったのです。しかし，坊津は南さつま市，
ずっと大雨だったので諦めました。その代わり，硫黄谷温泉の霧島ホテルへ行き，温泉に入りました。体育館みたいな広
い温泉で，いろいろ工夫されていて，いい温泉でした。坂本龍馬も入った温泉。坂本龍馬とお龍の新婚旅行の塩浸温泉に

↑鹿児島中央駅にある「若き薩摩の群像」です。左は近くへ行
って撮影しました。真ん中はホテルの部屋から撮影しました。
ホテルの近くを歩いていたら，
「西郷南洲翁宅地跡」を見つけま
した。公園になっていました。

↑桜島フェリーと，うどんです。かやくうどんにしたのですが，
いろいろ，入っていました。500 円なり。朝飯もしっかり食べたの
に，このうどんも食べてしまいました。さつま揚げが入っていま
した。野菜天で，いい味でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

2

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

第９３回

←↑鹿屋の池田病院での講演です。
「第 3 回大隅地区臨床栄養研
究会～地域で栄養を考えよう～」です。私は「経腸栄養の安全管
理」と題して，ENFit を中心に講演しました。厚生連の油田先生
はオンライン講演でした。鹿児島の油田先生がオンライン，大阪
大学の井上善文が現地で講演。

も立ち寄りました。翌日は桜島観光をしてから鹿屋の池田
病院へ。コロナ対応が完璧でした。参加者は少なくて残念
だったのですが，いつもの調子で講演しました。20 日の夜
は 250g の黒豚とんかつを食べ，21 日の昼には 230g の黒豚
とんかつを食べました。朝飯もしっかり食べたのに，桜島
フェリーで名物のうどんを食べました。その夜の会食の食
事も完食。田中くんはしゃぶしゃぶのお肉を残していまし
た。私，この年齢になって，これだけ食べられるというこ
とは元気なのでしょう。そうそう，8 月でまた一つ，歳を
とりました。何歳？ご想像におまかせします？

↑会場の感染対策は完璧。換気も十分，座席もゆったり。マスク，
手指消毒。展示してくれたクリニコとニプロはフェイスシールド
も着用。ニプロのシーエルファイン（次亜塩素酸水）も働かせて
いましたし。池田病院の院長，そして田中先生が写っています。

↑会場ではニプロとクリニコが展示。枠内はオンライン講演の
油田先生。赤枠はニプロが発売した「LUFKA：感染対策用高機能
レスピレータマスク」です。N95 マスクの代わりになるそうで
す。詳細はニプロに問い合わせてください。

↑池田病院の NST です。田中くんが赴任してから，活発に活動し
ています。管理栄養士さんの数も増えているとのこと。院長の池
田先生が栄養管理に積極的なので，NST が伸び伸び活動できてい
るのです。この講演を院長も看護部長も聞きに来てくれていまし
た。コロナ対応で忙しいのに，ありがとうございます。

↑左は，鹿児島市内の黒豚とんかつ，250g です。右は鹿屋市の
黒豚とんかつ，230g です。2 日で 480g のとんかつを食べてしま
いました。油田先生にこの話をすると，次に鹿児島に来る時は
JA 直営の華連のとんかつを食べなさい，とのことでした。

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：夏の甲子園，高校野球も終わりました。今回は雨で試

ナ陽性者数が激増し，7 月 29 日には全国で 1 万人を超えました。

合が延期になったり，コロナ陽性者が出て出場できなくなった

8 月 13 日には 2 万人を超え，19 日には 2 万 5000 人を超えまし

り，大変でした。春の選抜の優勝校がコロナのために県大会に

た。

出場できなかったんです。

小越先生：すごい数字だなあ。毎日 1 万人を超えると，病院で

小越先生：東海大相模高校だろう？

対応できるはずがない。

ゼン先生：そうです。石川県の星稜高校も県大会出場を辞退し

ゼン先生：医療者は大変です。コロナ以外の医療にも相当なし

ました。甲子園では，宮崎商業は試合をしに宮崎から出てきた

わ寄せがきています。

のに，コロナ陽性者が出て，試合できずに帰っていきました。

小越先生：そりゃそうだろう。本当に，医療者に休息を，と言

本当にかわいそう。残念でした。

いたい。

小越先生：何と言っていいかわからないが，とにかく，コロナ

ゼン先生：それなのに，8 月 24 日から始まったパラリンピック，

を早く終息させないと，こういう悲劇はいくらでも起こる。今

学校連携観戦チケットによる子供たちの観戦があったんです。

回は近畿勢が強かったらしいな。

小越先生：それは問題だとオレは思っているんだよ。なぜ，こ

ゼン先生：出場した近畿 6 県の代表の 5 校がベスト 8 に残りま

んな感染状況で，若年者の感染が問題になっているのに，観戦

した。

させるのか，理解できない。

小越先生：6 校のうちの 5 校？

ゼン先生：そうですよね。テレビ観戦させればいいんですよ。

ゼン先生：そうなんです。優勝候補だった大阪府代表の大阪桐

小越先生：本当だ。オリンピック委員会？政府？東京都？誰か，

蔭高校以外の 5 校でした。

そんなばかなことは止めさせてくれよ。

小越先生：へええ。

ゼン先生：困ったことです。

ゼン先生：その大阪桐蔭を破ったのが滋賀県代表の近江高校だ

小越先生：医療者がさらに忙しくなる，間違いない。

ったので，近畿はどうしても 5 校になりますよね。

ゼン先生：医療者は，夏休み，お盆休みもとれなかったでしょ

小越先生：そうだな。
ゼン先生：準決勝に残ったのは近畿勢の 4 校で，決勝を戦った
のも近畿勢。しかも，奈良の智弁学園と和歌山の智弁和歌山の
兄弟校。優勝したのは智弁和歌山でした。
小越先生：近畿勢はそりゃあ強かったのだろうけど，雨で何日
も延期になったんだろう？その間，遠くから来ていた学校は練
習できなかった，その影響があるんじゃないか？
ゼン先生：よくわかりませんが，近畿勢は自分の学校へ戻って

↑霧島ホテルは坂本龍馬ゆかりの地，です。おなじみの坂本龍馬の写
真，見慣れた坂本龍馬像，がありました。見慣れた，おなじみの写真
なのに，写真を撮らずにはおれませんでした。

練習していたんじゃないでしょうか。練習できたかできなかっ
たか，その差が今回の成績に影響した，そうかもしれませんね。
小越先生：そうなんじゃないか？前も主張したけど，そろそろ，
甲子園大会もドーム球場でやるべきなんじゃないか？熱中症で
足がつった選手もいたし，雨で延期延期になったら困るし。
ゼン先生：そうですよ。昔に比べると夏の気温は高い。日なたの
暑さは半端じゃないので，私も大賛成です。
小越先生：万全の体制で野球をやらせてやりたいよな。
ゼン先生：本当，そう思います。とにかく，甲子園大会，楽しま
せてもらいました。
小越先生：そうして夏が去った。
ゼン先生：そうなんですが，オリンピックが始まってからコロ

↑霧島ホテルに，龍馬が持っていた拳銃が展示されていました。右下
は，私が持っている，文鎮とキーホルダーです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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う。私は，申し訳ないと思いながら，母の新盆のために愛媛へ

ゼン先生：タイトルは経腸栄養の安全管理でしたが，感染対策

帰省しましたし，鹿児島，鹿屋の池田病院へ講演に行きました。

と ENFit が主な内容でした。

なんか，複雑な心境なんです。

小越先生：経腸栄養の感染対策？もう特別な対策は不要だよ。

小越先生：行きたい，でも，行っていいのか，大阪・兵庫から

経腸栄養剤は RTH 製剤，経腸ラインは単回使用だから使い捨

コロナを持っていくことにならないか，だろう？

て。毎回，滅菌状態の新品を使うんだから，これこそが感染対

ゼン先生：そうなんです。自分は感染していないと思っていま

策だ。解決済！

すが・・・。それに，現場でコロナ陽性患者の治療をしている

ゼン先生：うううううん。先生にこんな発言をされるとは思っ

のではないので，その方々に申し訳ないという気持ちもありま

ていませんでした。

すから。

小越先生：オレ，何か，間違ったことを言ったか？

小越先生：一日も早く，自由に動けるようになって欲しいが，

ゼン先生：いえ，すばらしく正しい発言でした。

まだまだ，だろうな。

小越先生：だろう？でも，何か，言いたそうだな。

ゼン先生：6 月，7 月でワクチン接種がかなり進んだので，9 月

ゼン先生：本当にそれでいいんでしょうか。なんでも使い捨て。

頃にはかなり状況は改善するだろうと思っていました。でも，

どんどんプラスチックごみが増えます。

オリンピックが始まってから状況は一転。収束について考える

小越先生：いくら世界的にプラスチックごみが問題になってい

ことすらできなくなっています。

るからといっても，医療の，しかも，経腸栄養の容器や投与経

小越先生：これだけの数の陽性者が出たら，先なんて見えない。

路のプラスチックごみなんて，微々たるもんだろう。

ゼン先生：菅総理は「明かりははっきりと見え始めています」と

ゼン先生：数値としては知りませんが，微々たるもんだから，そ

明言しましたよ。

れでいい，としていいんでしょうか。

小越先生：残念だが，彼はダメだ。国民の声は聴こえない，耳

小越先生：洗って繰り返し使えというのか？感染の問題もある

は悪いんだな。コロナが収束するという明かりは見える，目は
いいんだな。
ゼン先生：すごい皮肉ですよ，それは。
小越先生：的を射た発言だろう？
ゼン先生：その通りです。
小越先生：まあ，菅総理だけではない。日本には本当の政治家
はいない。コロナ問題でそれが暴露されてしまった，オレはそ
う思っている。
ゼン先生：私もそう思います。心ある日本人の大部分が同じよ
うに考えていますよ。
小越先生：だろうな。
ゼン先生：でも，私も，ワクチンやら，陽性者数が減ったので，

↑左の写真は貴重ですね。昭和 43 年の NHK 大河ドラマ「竜馬がゆ
く」の北大路欣也氏と浅丘ルリ子さんです。私も高千穂の峰に上り
たいと思っているのですが・・・。

7 月には明かりが見え始めたかも，と思ったのです。甘い予想
でした。12 月 4 日に予定している血管内留置カテーテル管理研
究会は楽々開催できる，なんて思ったんです。大丈夫だ，いけ
る，と思っていたんですが，今，悩んでいます。
小越先生：そうだな。今の感染者数を考えると，開催自体，難
しいかもしれないな。
ゼン先生：いろいろ考えてみます。
小越先生：ところで，鹿屋の大隅地区臨床栄養研究会では何を
しゃべったんだ？

↑もちろん，温泉で写真を撮影することはできません。特に，この
温泉は混浴なので。ホテルの入口にあった写真を撮影しました。い
い温泉でした。温度もちょうどいいし，露天風呂もあるし，いろい
ろ趣向を凝らした温泉もあるし。ホテルに近づくと硫黄の匂いがし
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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し，手間も人件費もかかる。費用の問題は販売会社に安く納入

小越先生：なるほど。それで？

させればいいことだ。

ゼン先生：どうせ，というつもりはないんですが，経腸栄養のカ

ゼン先生：確かにそうなんですが。私は，複数回使用できるもの

テーテル自体を無菌にすることは不可能です。だから，無菌性

は複数回使用すればいいと思います。

については，洗浄・消毒した程度でいいだろう，と主張したい

小越先生：しかし，添付文書には再使用禁止と記載されている

んです。

ぞ。

小越先生：滅菌状態のもののほうがいいんだろうけど，単回使

ゼン先生：それはわかっています。

用にする必要はない，ということだな。

小越先生：それに，平成 29 年に厚労省から「単回使用医療機器

ゼン先生：そうです。そういう考え方があってもいいと思って

は単回使用にしなさい」という通達も出ている。

います。

ゼン先生：その通達は，ペースメーカーなどの手術室で使う医

小越先生：感染症の専門家はどう反応するだろうな。

療機器のことであって，経腸容器や経腸ラインのことではあり

ゼン先生：どうでしょうね。洗浄・消毒は徹底できない，手抜き

ません。条文を読むと明らかです。それを，感染の連中や企業

もあるし，不十分なこともある。だから，単回使用のほうがい

が拡大解釈して，経腸容器や経腸ラインも単回使用にしなさい

いんだ，と言うでしょう。

と厚労省が言っている，としたんです。

小越先生：そうだろうな。それに，現場の看護師さん達が，単

小越先生：へええ，そうなのか。まあ，添付文書には再使用禁

回使用はいいことだらけなんだから，洗浄・消毒して複数回使

止と記載されているんだから，感染の人たちや企業がそう解釈

うことを受け入れないだろう。

しても，問題はないと思うけど。

ゼン先生：そうかもしれません。企業も，単回使用のほうが利益

ゼン先生：今回，再使用してもいい，と主張できる新しいデータ

も上がるんですからね。単回使用はいいことだらけですから。

を出したんです。
小越先生：どんなデータなんだ？
ゼン先生：うちの研究部門では既に， 草津総合病院で 1 日，洗
浄・消毒して使用した経腸ラインを，洗浄・消毒して経腸栄養
剤を流した時，経腸栄養剤は RTH 製剤ですが，新品の経腸ライ
ンと同じ細菌汚染率だったことは証明しています。
小越先生：そのデータは知っている。何回も話は聞いているか
ら。
ゼン先生：今回，東宝塚さとう病院で 5 日間，福井県立病院で 1
週間，洗浄・消毒しながら使った経腸栄養ラインをニプロの研
究所に送ってもらい，再度，洗浄・消毒して，RTH 製剤の経腸

↑ホテルの周りの杉もすごかった。いい景色でした。玄関近くに右
の記念碑がありました。慶応 2 年というと，1866 年です。坂本龍馬
はここへ来て，1 年半後に暗殺されたんですよね。

栄養剤を流して，24 時間後まで細菌が検出されなかったことを
確認したんです。
小越先生：へええ，そんな検討をしたのか。
ゼン先生：これは大事なデータです。それから，以前，胃瘻カテ
ーテルや経鼻カテーテルの接続部は汚染しているんだから，と
いう話もしましたよね。
小越先生：したな。そのデータも集めているという話だったな。
ゼン先生：そうなんです。市立芦屋病院外科の野呂先生に胃瘻
カテーテルと経鼻カテーテルの接続部の細菌培養検査をしても
らったんです。1 本は空腸瘻カテーテルでしたが，25 本中 24 本
でかなり大量の細菌が検出されました。

↑霧島ホテルと鹿児島空港の間にこの塩浸温泉があります。ここへ
来たのはもう 4 回目じゃなかったかな？ここの温泉にも入ることは
できるのですが，まだ，入ったことはありません。なんか，銭湯み
たいな感じです。この公園は NHK 大河ドラマ「龍馬伝」の時に整備
されたのです。その時は観光客も多かったのですが・・・。

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：それでも複数回使用できますよ，と主張するのか？

ゼン先生：出るとしたら，減圧用の経鼻胃管を経腸栄養用には

ゼン先生：します。プラスチックごみ問題について，やはり，可

使えないことでしょうか。減圧用は L-Fit ですが，経腸栄養用は

能な限り努力するべきだと思います。それに，コロナ対応でど

ENFit ですからね。

れほどプラスチックごみが増えているか。感染防御のために単

小越先生：文句は出ていないんだな？

回使用ばかりです。医療関係だけでなく，不織布製のマスクも

ゼン先生：出ていないようです。国として決めて動いているん

プラスチックですから，莫大な量のプラスチックごみになって

ですから，文句を言ってもダメですよ。

います。

小越先生：しかし，そういう理不尽なことを言う医者はいっぱ

小越先生：なるほど。その上，もったいないの気持ちだな。

いいる。そうなると看護師さんが困るだろう。

ゼン先生：そうです。賛同者は少ないかもしれませんが・・・。

ゼン先生：そうですね。文句があるなら厚労省に言ってくださ

小越先生：孟子の言葉『自反而縮。雖千万人。吾往矣。〔自（み
ずか）ら（かえり）みて縮（なお）くんば、千万人と雖（いえ
ど）も吾往（ゆ）かん。〕』の心境か？
ゼン先生：そんな大それた気持ちではありませんけど。
小越先生：まあ，データを揃えているから，賛同する人も出て
くると思うよ。
ゼン先生：でも，楽なほうを選びますから・・・。
小越先生：まあいいだろう。ENFit についてはどうなんだ？何か
問題はあるのか？
ゼン先生：ENFit は国の政策として導入しなければならないんで

↑鹿屋へ行く途中に桜島観光。湯之平展望所へ行きました。いい景色
でした。売店は閉まっていました。ここも 3 回目かな？左は溶岩の携
帯ストラップです。結構重いのです。どう使おうか，思案中です。

すから，導入する時期だけの問題だと思います。
小越先生：どのくらいの施設が導入しているのか，わかってい
るのか？
ゼン先生：この 6 月にリーダーズと JANVIC の会員や関係者を
対象に調査したんですが，約 4 割の回収率で，169 施設から回
答が得られました。導入している施設が 52.1%でした。
小越先生：その程度なのか。まあ，2022 年の 11 月まで，となっ
ているからな。
ゼン先生：そうですね。東宝塚さとう病院では ENFit に切り替
えていますが，ほとんど問題は起こっていません。
小越先生：まあそうだろう。
ゼン先生：経腸カテーテルと接続する時，L-Fit では患者側を下

↑溶岩，溶岩。
「わが胸の熱き思ひにくらぶれば煙はうすし桜島山。
平野國臣」この写真を撮りたかったのです。この日は残念ながら桜
島の頂上は見えませんでした。

にして，シリンジや経腸ラインを上方向から接続するんですが，
ENFit では逆にしないと患者側の接続部に経腸栄養剤が溜まる
ことがあるんです。だから，ENFit に変更してから，患者側を上
にして接続している？と看護師さんに聞くと，ちゃんとやって
います，と答えてくれました。
小越先生：そうか。癖にすればいいんだな，そのやり方を。
ゼン先生：そうです。
小越先生：看護師さんはちゃんとできるようになっていても，
ドクターから文句は出ていないのか？

↑鹿児島空港の近くにある西郷公園の西郷隆盛像です。子供をその
まま大きくしたような像です。コロナのためか，閉園でした。玄関
が乱れていたから，もう，本当に閉園になっているかもしれません。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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い！と言うしかないですね。

いので，じっくり聞いてみます。

小越先生：確かに，そうだな。

小越先生：そうだな。それからでも遅くはないな。

ゼン先生：在宅関係ではトラブルがあるようです。

ゼン先生：そうそう，リーダーズと JANVIC の会員へのアンケ

小越先生：在宅のドクターが「そんな変更のことなんて，聞い

ートで，ENFit の接続部が汚れたらどうする？という調査もし

ていない！」と言うんだろう。

たんです。

ゼン先生：その通りです。この切替の情報が広くは行きわたっ

小越先生：それは面白い調査だな。結果はどうだったんだ？

ていないんです。もう切替が始まって 1 年以上になるし，通達

ゼン先生：カップなどに水を入れて接続部を浸して洗う，が一

が出てからは 3 年以上になるんですけど。

番多かったんです。綿棒を用いる，JMS の EN スワブを用いる，

小越先生：しかしな，変換コネクタを使えば，何も問題は起こ

PDN のブラシや歯間ブラシを用いる，という施設もありました。

らないだろう？

小越先生：なるほど。決定的なものはない，ということだな。

ゼン先生：その変換コネクタのコストをどこが負担するかでも

ゼン先生：そうですね。決定的なものとなるかはわかりません

めるんです。

が，今，接続部を洗浄する器具を開発しています。

小越先生：変換コネクタって，高くても 300 円くらいだろう？

小越先生：そうか。どんな器具なんだ？

100 円？

ゼン先生：口では説明しにくいので，次号で写真を使って説明

ゼン先生：そうなんですが，それでももめるんです。まあ，2022

させていただきます。

年の 11 月で切替が終わるし，変換コネクタも生産しなくなるの

小越先生：そうか。次号までのお楽しみか。

で，この問題は解決すると思います。
小越先生：しかし，例のミキサー食の問題はどう解決
するんだ？
ゼン先生：どう解決するんでしょう。私自身は，適応範
囲を決めて L-Fit を残せばいいと思っています。実際，
減圧用ということで L-Fit は残るんですから。
小越先生：最終的には厚労省が決めるんだから，静観
するしかないか。
ゼン先生：そうですね。今度，9 月に開催される PEG・
在宅医療学会でシンポジウムかなんかで議論するらし

【今回のまとめ】
1. コロナ陽性者数が減りません。全国に広がっています。減る要素がありません。医療者は大変です。
2. コロナ対応で感染対策の物品が単回使用なので，プラスチックごみが激増しています。これもこれから重
大な問題になるはずです。
3. 経鼻カテーテル，胃瘻カテーテルの接続部は汚染していること，調査結果を論文にしました。5 日間，7 日
間，洗浄・消毒して使用した経腸ラインは，安全に使用可能であることを論文にしました。
4. 経腸ラインは，単回使用にしなくても，きちんと洗浄・消毒して複数回使用できます。医療としてもプラ
スチックごみ問題を考えるべきではないでしょうか・
5. そろそろ ENFit に切り替えるほうがいいと思います。2022 年の 11 月まで猶予はありますが。接続部の洗
浄器具を開発しています。
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