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『PICC の感染率：鎖骨下と上腕内側部の体表温の差はわずか 0.43℃』
新型コロナウイルスの第 3 波、大変なことになってきて
います。この話を話題にしたら、大変だ、大変だ、で終わ
りますし、情報がテレビと新聞からのものだけなので、ど
うしようもありません。信頼できるのは、何？専門家の意
見、マスコミ報道？わからない。感染の恐怖もある。予防
対策としてできることをきちんと実行して、解決するのを
待つしかない、ですね。
11 月、何もできませんでした、しませんでした。写真も
ない。本当に困った。千里金蘭大学食物栄養学科の臨床医
学の講義と、東宝塚さとう病院での診療だけ。それ以外は
ずっと研究室の中で過ごす毎日でした。デスクワーク、そ
れだけです。今、やるべき仕事は、3 月に出版する機関誌：
Medical Nutritionist of PEN Leaders に掲載する論文など
の執筆。次号は第 5 巻 1 号になりますが、今のところ、原
著が 3 編、症例報告が 2 編、
「私の栄養管理歴」が 2 編。私
が追加で執筆するので、十分な量の原稿にはなりますが、
もっともっと投稿して欲しい。しかし、コロナ禍で論文を
書く気にならない人が多いのでしょう。臨床研究も進んで
いないような感じ。私は、原著論文、短報、話題などを執
筆中。この年になってもまだがんばらなくてはなりません。
お手本？臨床の現場で有益な内容なので、読んでください。
千里金蘭大学食物栄養学科での講義、なんとか、なんと
か、やっています。無視されているのかな、と思うような
学生さんもいますが、目を輝かせて聞いてくれていると感

↑秋の大阪大学です。紅葉がきれいです。銀杏は黄色くなって
います。大阪大学のシンボルマークは銀杏です。ここに出す写
真がなくて、いろいろ周りを見回していると、阪大の紅葉がき
れいだ、と気づきました（銀杏は黄色くなるのに、これも紅
葉？）。この日は空も真っ青でした。日曜日の昼、散歩をしなが
ら写真を撮りました。

じる学生さんもいます。まあ、大学ですから、これが当然
なのでしょう。全員に理解してもらおうと思っていたので
すが、無理だし、そうはいかないことが当たり前。講義を
どう受け止めるかは、学生さん自身が決めること。こちら
はちゃんと教えたいと思うことを教えればいい、そう思う
ことができるようになったかな、そんな感じ。ちょっとし
たアンケートをとってみたら、臨床医学には興味がないと

↑宇和島のお祭りの「牛鬼」です。かなり大きいものです。高
さは 5～6m もあります。これで町を練り歩くのです。

↑千里金蘭大学の講義室は 7 階です。学生さん達に小テストを
してもらっている間に、私は窓の外を見ながら、写真を撮りま
した。さぼり、ではありません。きれいです。大阪市内が見え
ます。学内のキャンパスもきれいに整備されています。

↑宇和島水産高校の練習船：えひめ丸がハワイ沖で浮上してき
たアメリカ海軍の原子力潜水艦に沈没させられたのを覚えてお
られますか？2001 年のことです。教員 5 人と生徒 4 人が死亡し
ました。その石碑です。宇和島の市場の傍にありました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑10 年前の写真。左上は愛媛県松山市での講演の時です。坂の
上の雲の写真の前で、この帽子をかぶらされて写真を撮りまし
た。タクシーの運転手みたい、と言われました。右上は関西 PEG
栄養研究会です。曽和先生と馬場先生に挟まれています。下は
小倉の焼うどん発祥の店です。

第８４回

↑10 年前の写真。鹿児島 NST 研究会だったと思います。会場は
鹿児島大学でした。右は鹿児島大学医学部の開祖：William
Willis です。下は、その時、レンタカーで長崎鼻、日本最南端
の駅：西大山駅へ行ったのです。開聞岳は曇って見えませんで
した。

2 割の学生さんが正直に答えてくれました。本来の管理栄
養士の仕事は傷病者に対する栄養管理なので、医学的知識
もかなり必要なのですが、管理栄養士さんの仕事も多岐に
わたっています。傷病者に対する栄養管理にタッチしない
管理栄養士さんも多い。そういう管理栄養士を目指してい
る学生さんが臨床医学に興味がないのは当然でしょう。し
かし、私は、臨床医学に興味をもってもらおうという気合
を抜かずにがんばらなくてはなりません。いろいろ工夫も

↑10 年前、仙台へ講演に行った時の写真。八木山動物公園にベ
ーブルース像がありました。右は冷やし中華発祥の店、龍亭の
冷やし中華です。

しているんですけどね。1 人でも、講義を楽しんでくれて
いたら、それでいい、そう思いながら講義をしています。
ほかに話題は？そうそう、散髪。これまでは家の近所の
高級散髪屋さんへ行っていたのですが、予約しないといけ
ないし、結構面倒。非常に上手だし、頭皮マッサージ、肩
もみ、などをしてくれるので快適だったのですが、6300 円。
以前、阪大第一外科に勤務していた時は、阪大病院内散髪
屋さんに行っていました。春先、久しぶりに阪大病院内散
髪屋さんへ行ったら、かなり高齢な理髪師さんが、なんか、
ふらふらしながら切ってくれました。あぶないなあ、落ち
着かない、そんな感じでした。ところが、阪大病院内理髪

↑10 年前の写真。石巻の石ノ森正太郎記念館です。東北大震災
の前です。この建物、再建されているのでしょうかねえ。

店がリニューアル。理容室こもれび。ここへ行くことにし
ました。電話で予約すると、だいたい空いていますので、
今から行きます、でカットしてもらえます。カットのみで
す。髭剃り、洗髪なし。私には必要ありません（お願いし
たらもちろん、してくれます）。とにかく、安い。高級散髪
屋さんに比べるとむちゃくちゃ安い。5 回ほど行けます。
もうこの年だから、あまり 髪型を気にす る必要もない
し・・・年をとるほど身だしなみには気を付けなくてはな
らないのはわかっているのですが・・・寝ぐせには気を付
けているつもりです。
来年の 3 月のリーダーズを開催すべきか、開催できるか、
で思案中。いろいろ意見もいただいています。ハイブリッ

↑10 年前の写真。横浜で開催された外科代謝栄養学会です。懇
親会はクルーズ船でのパーティでした。パーティ会場での記念
写真。いい雰囲気でしょう？外科代謝栄養学会も、こんな風に
いい雰囲気だったのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ドで開催するか・・・。アンケート調査を行ったところ、
「わ
からない」も多かったのですが、学術集会は開催しないほ
うがよいが 3.7%で、会場参加するが 27.7%、オンライン参
加するが 52.9%でした。どうするか、決めかねています。会
場参加する、と回答してくれた方々に演題発表についても
尋ねると、今のところ、開催できるだけの演題は集まりそ
うで、開催したらそれなりの議論はできるかもしれないと
判断しているのですが、コロナ禍であるし、今後、どうい
う流れになるかわからないし・・・と優柔不断な代表理事

↑10 年前の写真。津山での講演の時の写真。ホルモンうどん、
駅前の箕作阮甫の像です。優秀な蘭学者が津山からたくさん輩
出しました。ホルモンうどんは有名ですが、私は、あまり好き
ではありません。うどんは柔らかいのに、ホルモンは何度も噛
まなくてはなりません。そのギャップが、ちょっと、です。

です。すみません。しかし、万全の体制であってもクラス
ターが 起 こ らな い と い う 保証 も な い し 、万 一 起 こった
ら・・・と考えると決められません。それに、参加したい
けど参加できない方が大勢なのも気に入らないし・・・。
今回のゼン先生の栄養管理講座、本当、写真がなくて困
った、困った。ふと思いついて 10 年前、2010 年の写真を出
すことにしました。2010 年の写真集を見ると、すごい、こ
んなに全国を飛び回っていたのか、驚きでした。要するに、
私がどうこうというより、臨床栄養の領域が盛り上がって
いたのです。がんばって栄養管理をしようとしていた人が
全国にたくさんいたのです。学会も盛り上がっていました。

↑10 年前の写真。下関で開催された消化器外科学会の時の写真
です。高杉晋作と坂本龍馬の像です。客船でシンポジウムが開
催されました。

みんなが仲良しで、日本に正しい臨床栄養を普及させよう
と思っていました。学会で会うことが楽しくて、それも楽
しみに学会に参加していました。学会に参加するためには
発表しなければならない、そのためには研究もしなければ
ならない、と思ってがんばっていました。その雰囲気が今
はどこかへ行った？そんな感じもしています。でも、時代
遅れかもしれないけど、相変わらず、あの頃のままの気持
ちでがんばっている人は、リーダーズにはたくさんいます。
そんな気持ちの人はリーダーズに集まれ！

↑10 年前の写真。褥瘡学会のシンポジウム。私、非常に不機嫌
でした。褥瘡学会のガイドラインが気に入らなかったのです。
食事が食べられない患者さんの栄養管理をどうするか？静脈栄
養や経腸栄養を実施してもよい、推奨度 C でした。してもよい？
しなくてもいい？死ねというのか！と発言。その後、褥瘡学会
のガイドラインは改定されました。いい方に向かった？ではな
いように思いますが、褥瘡学会からクレームが来るかも。この
学会の後、褥瘡学会のほとんどのガイドライン作成委員（栄養
に関係した）は辞任されたそうです。この時の私の発言のため
に？

↑10 年前の写真。熊本での講演会。左は、夏目漱石の像との写
真です。等身大だそうで、夏目漱石よりも私のほうが背が高い。
右は宿泊ホテルから撮った熊本城です。現在、再建中ですね。
そして、岡村先生とのツーショット写真です。

↑10 年前の写真。田中誠くんが喜界島に勤務していた時、呼ん
でもらいました。いい雰囲気です。いい旅だったなあ。現在、
田中くんはもちろん、リーダーズの主要メンバーですし、片岡
くんも京都で薬剤師として活躍中。リーダーズに来てくれてい
ます。本当は喜界島の写真はたくさんあるのですが、今回はこ
れだけに制限しました。次号にも使おうかなあ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：今回もコロナで何もできなかった、そんな会話から

小越先生：ほらまたコロナに戻った。

始めるのか？

ゼン先生：すみません。この調査で非常に興味深かったのは、昔

ゼン先生：確かに困っています。こんな生活がいつまで続くの

は一列ずつ食べていたけど、今は、トウモロコシ自体の品種改

だろう、そんな不安の中での生活ですから、気持ちも明るくは

良で柔らかくなったので、一列ずつ食べるのが難しくなってい

なりません。

るというコメントです。

小越先生：そうだな。状況は違うけど、高杉晋作の辞世の句、

小越先生：なるほど。

面白きこともなき世を面白く・・・の心境だな。

ゼン先生：山梨のトウモロコシ農家の方の発言に加えて、北海

ゼン先生：本当にそうです。その句に野村望東尼が「すみなすも

道の倉先生も、同じように、柔らかく甘い品種になって一列ず

のは心なりけり」と続けた・・・。

つ食べにくくなったと言っています。私もそう思います。私、

小越先生：結局のところ、自分の心持ち一つ、という意味だな。

高校も下宿していたんですが、夏休みに家に帰ると、近くの畑

ゼン先生：まさしくその心境です。

に自分でトウモロコシを採りに行って、七輪で焼いて食べてい

小越先生：相田みつをの名言にも同じようなのがあるだろう？

ました。焦げ目が全体につくように、回しながら焼いていたの

ゼン先生：あります、あります。「しあわせはいつも自分の心が

を思い出します。一粒一粒が結構、硬かったと思います。

決める」です。

小越先生：なるほど、君にはそういう思い出もあるんだな。

小越先生：君はその名言を書いた扇子を持っていたんじゃない

ゼン先生：そうなんです。ばあちゃんが近くの畑でトウモロコ

か？

シを育てていてくれたんです。そうそう「ばあちゃん」ではな

ゼン先生：持っています。川崎病院にいた時は、扇子で扇ぎなが

くて「ばあば」と呼んでいました。

ら回診したり病棟でスタッフとしゃべったりしていました。で

小越先生：ばあば？君が「ばあば」？笑うな。いつ頃まで「ば

も、この原稿を書きながら気づいたんですが、今年は扇子を持

あば」だったんだ？

ち歩かなかったんですよね。

ゼン先生：笑うかなあ。先生、失礼ですよ。大人になっても「ば

小越先生：コロナのためだろう？

あば」と言っていました！！

ゼン先生：そうかもしれません。換気、換気、ですが、なんとな
く、自分に扇子の風を当てることになるし、まわりにもその風
を広げることになるかもしれないような感じがしていましたか
ら。
小越先生：咳をすると飛沫が飛ぶ、それを扇子が広げることに
なる、か？
ゼン先生：そうです。
小越先生：話がずれて、また、コロナの話題に移ったじゃない
か。
ゼン先生：そうなんです。別の話題で話をしようとしても、どう
してもコロナの話題になるんです。困ったもんです。
小越先生：コロナとは全く関係ない話をしよう。
ゼン先生：そうですね。トウモロコシの食べ方の研究は、前回、

↑相田みつをの扇子です。しあわせはいつもじぶんのこころがきめ
る。あなたのこころがきれいだからなんでもきれいに見えるんだな
あ。いいなあ。こんな気持ちで生きていかなくては、そう思います。

取り上げました。
小越先生：そうだったな。北国の人のほうが一列ずつ丁寧に食
べる人が多い。関西の人はむしゃむしゃ食べる、が結論だった
な。
ゼン先生：そう単純に結論したくはないのですが、そういう傾
向はありました。結局、個人個人だと思います。
小越先生：ハハハ、それじゃあ調査をした意味がないじゃない
か。
ゼン先生：こういう話題で盛り上がったら、コロナで落ち込ん
だ気持ちを少しは立て直すことができるんじゃないでしょうか。

↑実家の片づけに愛媛県伊方町に帰ることが多くなっているので
すが、近くの温泉へ行きます。亀が池温泉という、非常に好きな温
泉があります。そこの休憩所に飾ってありました。
「雨ニモマケズ、
風ニモマケズ、コロナ二モ負ケズ」です。こんな田舎にもコロナの
影響は及んでいるのです。
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：君が「ばあば」？笑うぞ、笑うよ。ハハハハハハハ。

ょう、そう言いたいんです。神経麻酔分野が NRFit でエヌアー

ゼン先生：お言葉ですが、言語生活調査というのがあって、「祖

ルフィットなので、なんとなくイーエヌフィットでいいような

父」「祖母」の意味で「じいじ」「ばあば」と言うことがあると

感じになっていたんですが。

回答した人は 24%だったそうです。4 分の 1 の人です。

小越先生：そうか。確かにイーエヌフィットよりも言いやすい。

小越先生：へええ、そんな調査があるのか。そんなに多くの人

短いから。いいんじゃないか、エンフィットで。

が「じいじ」「ばあば」と呼んでいるのか。驚きだ。

ゼン先生：ありがとうございます。それじゃあ、そのようにさせ

ゼン先生：実は、先生も「じいじ」「ばあば」と呼んでいたんで

ていただきます。

はありませんか？

小越先生：おいおい、君とオレだけで決めていいのか？

小越先生：ははは、忘れた。それにしても、そんな調査もある

ゼン先生：いいんじゃないですか。誰かが発信しなければなら

んだなあ。君がやっている「トウモロコシの食べ方」に近いん

ないんです。CONUT の読み方だって、「コナット」から「コニ

じゃないか？

ュート」に代えようと、宮田先生と相談して決めたんですが、

ゼン先生：そうかもしれません。私は、ちゃんと、論文にしまし

今は「コニュート」が標準になってきています。もちろん、こ

た。

れが正しい発音なんですが。

小越先生：論文？あれは論文ではないだろう。
「ちょっと一服」

小越先生：そうか、まあいいよ。そうしよう。エンフィットだ

にしているけど、あれは論文ではないぞ。

な。

ゼン先生：まあ・・・そうですね。医学中央雑誌を検索しました

ゼン先生：ありがとうございます。エンフィットを普及させま

が、リストアップはされていませんでした。

す。

小越先生：だろうな。しかし、非常に興味深い内容になってい

小越先生：学術的な会話のネタって、今回はこれだけか？

るから、読んで欲しいとオレは思っている。

ゼン先生：世の中がコロナ以外には興味がないような雰囲気に

ゼン先生：ありがとうございます。もう次の調査を開始してい

なっていて、研究もされていないのではないかと思ったりもし

て、その時に、トウモロコシの食べ方の論文の PDF を送ったん

ます。私はちまちまと仕事しています。

です。喜んでくれた人や感心してくれた人がいました。こんな

小越先生：そうか。どんな「ちまちま仕事」をやっているんだ？

のをここまで掘り下げて論文にする？と言ってきた方もいます。

ゼン先生：本当に先生には「ちまちま仕事」と言われるかもしれ

小越先生：いい話だと思う。ところで、次の調査って何なんだ？

ませんが、前額部、頸部、鎖骨下部、上腕内側部、前腕内側部

ゼン先生：「足のユビ、開きますか？」です。

の体表温を測定して比較しました。

小越先生：またとてつもない調査だな。どういう意図があるん

小越先生：体表温の測定？なんだ？何のための仕事なんだ？

だ？

ゼン先生：どうせ、ちまちま仕事だと言われると思いますが・・・。

ゼン先生：この話は次の機会にしましょう。これを話しだすと、

小越先生：ちまちま仕事かどうかは、君の説明を聞いてからに

こればかりになりますから。

するから、早く説明しなさい。

小越先生：それじゃあ、次の学術的な話にしよう。

ゼン先生：わかりました。PICC についてです。

ゼン先生：前回、言い忘れたことがあるんですが、その話でいい

小越先生：そうか。PICC か。PICC の何についてのちまちま仕

ですか。

事なんだ？

小越先生：いいよ。大事な話なんだろう？

ゼン先生：PICC って、CICC よりカテーテル感染の発生率が低

ゼン先生：はい。前回のテーマの ENFit の読み方です。

いと言われています。

小越先生：イーエヌフィットだろう？

小越先生：そうだな。販売している会社も、そういう理由で PICC

ゼン先生：そう発音していたんですが、外国ではエンフィット

を導入したほうがいい、と説明しているな。

と呼んでいます。だから、これからはエンフィットと呼びまし

ゼン先生：そうなんです。しかし、なぜ？です。

↑新しい接続部。神経麻酔分野は NRFit で、エヌアールフィットです。黄色です。経腸栄養分野は、ENFit で、エンフィットと読みます。紫色で
す。
「イーエヌフィット」ではなくて「エンフィット」と呼びましょう。
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：頸部や胸部よりも腕のほうが体温が低いから、カテ

れだけのデータから「PICC のほうが鎖骨下穿刺などよりも感染

ーテル挿入部に細菌が少ないからだ、と言われているんじゃな

率が低いのは、腕の体温が前胸部などよりも低いから、腕の微

いか？

生物の数が前胸部よりも少ないから」とまことしやかに考えら

ゼン先生：そうなんです。細菌の数については、Ryder MA の論

れていることです。

文です。

小越先生：これだけのデータから、PICC のほうが感染率が低い

小越先生：日本の PICC の論文を調べると、どの論文も、この

理由とするのは難しいんじゃないか？

Ryder の論文を引用している。鎖骨下部の皮膚よりも腕の細菌

ゼン先生：そう思います。

数が少ない、だろ？

小越先生：それで、君はどう対応しているんだ？

ゼン先生：そうです。しかし、Ryder の論文は Noble WC のデー

ゼン先生：体温の違いが理由のはずがない。大事なのは皮膚で

タを引用しているんです。さらに、Noble は Sommerville DA の

はなくて輸液ラインの管理だ、とずっと主張しています。

論文を引用しています。結局、Sommerville のデータを根拠とし

小越先生：ずっと主張している・・・それは hub 仮説だな。輸

ています。

液ラインとカテーテルの接続部の管理が大事だ、だな。

小越先生：孫引き、孫引きになっているんだな。

ゼン先生：そうです。I-system を開発した時からずっとこれを主

ゼン先生：そうです。本当は、Sommerville の論文では、とする

張しています。

べきです。論文をちゃんと読んでいないんでしょう。

小越先生：アメリカの人達は皮膚からの感染を重視する skin 仮

小越先生：確かに、他人が書いたものをうまく使って論文を書

説だったな。

いている、そんな感じだ。その Sommerville の論文は、いつ頃の

ゼン先生：その通りです。カテーテル挿入部の微生物がカテー

ものなんだ？

テル外表面に沿って皮下を進んで静脈内に入って感染する、と

ゼン先生：掲載されたのは 1973 年です。

いう意味です。

小越先生：1973 年？今から 50 年ほど前のデータじゃないか。

小越先生：だから皮膚の細菌数が問題だと言っているんだな。

ゼン先生：古い論文は信用できない、そうではないんですが、確

ゼン先生：そうです。skin 仮説で説明すると、カテーテル挿入部

かに古い。方法としても古すぎる、そんな感じはします。しか

皮膚と静脈までの距離が問題で、この距離が短いほうが感染し

も、Sommerville の論文では、鎖骨下領域（subclavicular area）と

やすい、となります。皮下トンネルを作成することの意義と関

前腕（Forearm）は測定していますが、上腕内側のデータはあり

連します。

ません。腋窩の下縁（Lower margin of axilla）のデータはありま

小越先生：皮膚穿刺部から鎖骨下静脈までの距離、内頸静脈ま

すが、これは、上腕内側とは違います。腋窩と上腕内側は、清

での距離のほうが、PICC での静脈までの距離のほうが短いな。

潔度から考えて一般的に違いますから。

PICC のほうが穿刺部から静脈までの距離は近いな、確かに。

小越先生：その通りだ。ということは、鎖骨下部と上腕内側部

ゼン先生：もちろんそうです。だから、PICC のほうが感染しや

を比較したデータではないのか？

すい、となります。しかし、皮膚の微生物が少ないから PICC の

ゼン先生：違うんです。鎖骨下部と前腕との比較なのに、鎖骨下

ほうが感染率が低い、と説明されているんです。

穿刺と上腕内側の比較として、こじつけている、そ
んな感じもします。
小越先生：体温はどうなんだ？
ゼン先生：体温は Noble の論文ですが、1981 年のデ
ータで、Clothed trunk と Clothed arm の比較です。服
を着た状態での体幹と腕、と訳すのだと思います。
環境温が 25℃の時、Clothed trunk は 34℃、Clothed
arm は 31℃というデータです。
小越先生：そのデータって、信頼できるのか？
ゼン先生：わかりません。どうやって測定したのか、
という疑問もあります。3 度も違うのか？とも思い
ます。
小越先生：そうだな。これも 40 年前のデータだよ。
ゼン先生：そうなんです。でも、大事なことは、こ

↑私の「ちまちま仕事」です。前額部、頸部、鎖骨下部、上腕内側部、前腕内側部の体
表温を測定しました。有意差はあったのですが、どこも、ほとんど差がない、と言って
いいと思います。0.43℃の差で、存在する微生物の数が違うなんて、考えられません。
だから、PICC は感染しにくいと単純に思ってもらっては困ります。
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：筋は通っているが、皮膚の微生物の数が問題だな。

ゼン先生：私も同感です。

ゼン先生：今回、頸部と鎖骨下部と上腕内側部の皮膚温を計っ

小越先生：君はちまちま仕事としてそれを実施した。論文を書

てみました。本当は、それぞれの部位の微生物の数を測定する

いた、なんだ。

べきなんですが、この仕事は実は、ものすごく大変なんです。

ゼン先生：はい。少なくとも、鎖骨下部よりも上腕内側部のほう

小越先生：そうだろうな。微生物の数を測定するのは大変だよ。

が体表温が低いから、存在する微生物の数も少ない、だから、

いろいろ条件も揃える必要があるし。

感染率に差がある、とは言えない、そういっていいと思うんで

ゼン先生：そこで第一段階として、体表温を測定しました。体表

す。

温の測定は簡単です。赤外線の非接触型体温計が普及していま

小越先生：なるほど。

すから。

ゼン先生：実際に微生物の数を測定していないんだから、そん

小越先生：そうだな。Noble 達は、
どうやって測定したんだろう。

なことは言えないだろう、という人もいると思います。

ゼン先生：どういう方法で測定したのでしょうか。この体温計

小越先生：まあそうだろうな。

だったら、本当、簡単に測定できます。健常人 91 人にお願いし

ゼン先生：でも、体表温の差は 0.43℃しかない、それはここで

て、前額部、頸部、鎖骨下部、上腕内側部、前腕内側部を測定

証明できたと思います。

しました。

小越先生：それは言っていいはずだ。ちまちま仕事とは言わな

小越先生：そうか。頸部は内頸静脈穿刺、鎖骨下部は鎖骨下穿

くていいんじゃないか？体表温に差があるから微生物数が違う、

刺、上腕内側部は上腕 PICC を想定してのことだな。

その説明は正しくない、といえるデータなんだから。

ゼン先生：前額部は、いわゆる発熱がないことを前提条件とし

ゼン先生：そうですよね。

たという意味ですし、前腕部は、いわゆる対照です。

小越先生：昔のデータを引っ張り出して、理由付けする。デー

小越先生：結果はどうだったんだ？

タとしては間違ってはいないけど、時代が変わっているんだか

ゼン先生：頸部、鎖骨下部と上腕内側部の間には有意差があり

ら、確認する仕事も必要だ。だから「ちまちま仕事」と卑下す

ました。頸部と鎖骨下部のほうが上腕内側部より体表温が高か

る必要はないぞ。

ったんです。

ゼン先生：ありがとうございます。短報として論文を書きまし

小越先生：へええ、そうなのか。君がそう表現しているという

た。

ことは、有意差があるんだな。

小越先生：大事な仕事だ。しかしな、そうすると、PICC でも感

ゼン先生：はい。有意差がありました。

染率は CICC と同程度、ということになるな。

小越先生：そしたら、体表温が違うから頸部や鎖骨下部のほう

ゼン先生：管理方法によって決まる、となります。しかし、使用

が上腕内側部より微生物が繁殖しやすい、と言えるんじゃない

する輸液を考えないと、逆に、PICC のほうが CICC よりも感染

か？

率が高くなる、それも知っておく必要があります。

ゼン先生：有意差はありましたが、鎖骨下部と上腕内側部の平

小越先生：どういう意味なんだ？

均値の差は 0.43℃でした。

ゼン先生：PICC が中心静脈カテーテルであることをちゃんと理

小越先生：0.43℃だって？たったそれだけ？それは差があると

解して管理してくれたらいいんですが、PICC は末梢静脈カテー

言っていいのか？統計学的には有意差があるが、現実問題とし

テルに近い、末梢静脈カテーテルと同じような感じで管理して

ては、この差が要因となって鎖骨下部のほうが上腕内側よりも

もいい、そんな考えで管理すると、感染率が高くなります。

微生物が多い、とは言えないだろう。

小越先生：PICC が中心静脈カテーテルであることは、みんな、

ゼン先生：そのはずです。いろいろ文献も調べたんですが、そも

理解しているんじゃないか？

そも、前額部、頸部、鎖骨下部、上腕内側部、前腕内側部の体

ゼン先生：そうでしょうか。鎖骨下静脈穿刺や内頸静脈穿刺で

表温を測定した、そんな検討はされていないんです。

挿入するカテーテルを、従来の CVC と呼んだりしますし、PICC

小越先生：そうなのか。Noble が体表温に差がある、という報告

と CVC の比較、なんてことも言います。そういう表現をするこ

をしてはいるが、誰も確かめなかったのか？

と自体、本質はわかっていないんじゃないかと思うことがあり

ゼン先生：そうなんでしょうね。誰も確かめようともしなかっ

ます。

たようです。

小越先生：CICC という用語を使っている人はわかっているんだ

小越先生：なんか、残念だな。やっぱりこういう問題について

ろう？

は、確認もして欲しいものだ。40 年、50 年前の検討結果しかな

ゼン先生：そうですね。リーダーズや JANVIC に参加してくれ

いんだから。

ている人たちは理解していると思います。ちゃんと CICC とい
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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う用語を使ってくれていますから。

小越先生：なるほど、納得したよ。単純に「PICC は CICC より

小越先生：リーダーズや JANVIC がいい教育の場になっている

も感染しにくい」と考える、それは間違いだと認識すべきだな。

んだな。
ゼン先生：うれしいことです。参加者がこの考え方を広げてく
れています。正しいことは広がります。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：やっぱり、PICC は中心静脈カテーテルなんだから、
PPN 輸液を投与してはいけない、これを徹底しなければなりま
せん。
小越先生：しかしな、よく考えると、ソリタやソルデムなんか、
末梢静脈から投与しなさいとか、中心静脈から投与しなさい、
なんていう制約はないだろう？なぜ、PPN 輸液は中心静脈カテ
ーテルから投与してはいけないんだ？
ゼン先生：添付文書の用法・用量のところに「末梢静脈内に点滴
静注する」と記載されています。TPN 輸液の場合は「経中心静
脈栄養」と記載されていますから、中心静脈内に投与すること
が明確になっています。
小越先生：しかしな、別に、PPN 輸液を中心静脈カテーテルを

↑愛媛のサービスエリアにあるトイレの壁に貼ってありました。愛
媛弁で「3 密せんけん（しません）
」
「密閉：換気しとるけん」
「密接：
はなれとくけん」
「密集：集まらんけん」と、愛媛のご当地キャラク
タの「みきゃん」が言っています。咳エチケット、3 密を避けまし
ょう、です。

介して投与しても問題はないだろう？
ゼン先生：組成としては問題ありません。逆に TPN 輸液を末梢
静脈カテーテルから投与すると、末梢静脈が静脈炎を起こした
り閉塞したりするという問題はありますが。
小越先生：だろう？それじゃあ、なぜ「末梢静脈内に点滴静注
する」と記載されているのだろう。
ゼン先生：それは、大塚製薬工場の中山さんに聞いて確認しま
した。「末梢から投与する PPN 輸液製剤を想定して製剤設計さ
れたものであって、PPN 輸液として必要な安全性試験（特に血
管痛及び静脈炎に関連する局所刺激性試験が必須）、効力薬理
試験、臨床試験などを実施し、製造販売承認申請をしました。
その結果としてビーフリード等の添付文書の効能効果及び用法
用量が承認されていいます。つまり末梢静脈から投与すること

↑愛媛の今治から広島の尾道までつなぐ「しまなみ海道」です。非
常にいい景色です。自転車で走っているサイクリストがたくさんい
ました。

が承認用件となっています。」ということです。
小越先生：なるほど、末梢静脈から投与する輸液として開発し
て承認された。だから、末梢静脈からしか投与してはいけない
んだな。
ゼン先生：そうです。PPN 輸液を PICC から投与すると適応外使
用となって、保険査定されます。
小越先生：そうか、わかった。その上、PPN 輸液は汚染すると
微生物の増殖が速い、だから PICC から投与するとカテーテル
感染が起こりやすい。だから、PICC から PPN 輸液を投与して
はいけない、ということだ。
ゼン先生：大事なことです。単純に PICC は CICC に比べると感

↑今治から尾道まで、しまなみ海道は快適でした。しかし、高速道
路の「松山道」と高速道路の「しまなみ海道」の入口までは高速道
路ではありませんでした。地道でした。この間を高速道路にしない
と、
「しまなみ海道」を通る車は増えないんじゃないでしょうか。私
は、いつもは鳴門、淡路島経由です。しまなみ海道は景色も非常に
いいので、是非、通ってください。

染しにくい、なんていう考えで管理してはいけないってことで
す。肝に銘じて、と言いたいんです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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【今回のまとめ】
1. コロナ、コロナとなっていますが、いつもの臨床栄養ももちろん大事です。学術的な研究など、立ち止ま
ってはいけません。こんな時だからこそ、じっくり構えて勉強して、論文を書いてください。リーダーズ
の機関誌：Medical Nutritionist of PEN Leaders への投稿をお待ちしています。（これは、前回と同じ
です）
2. 経腸ラインの新しい接続方式、ENFit の読み方は「エンフィット」にしましょう。
3. 頸部、鎖骨下部と上腕内側部の体表温の差はわずか 0.43℃です。この差が皮膚上の微生物の数に影響する
とは考えられません。ちまちま仕事ですが、もうすぐ論文（短報）として発表します。
4. PICC は CICC よりも感染しにくいと単純に考えるのは間違いです。カテーテル感染のリスクは同じです。
PPN 輸液を PICC から投与すると、CICC よりも感染リスクが高くなります。
5. 汚染すると微生物の増殖が TPN 輸液よりも速い、その PPN 輸液の性質をきちんと理解して使うようにしま
しょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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