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『カテ感染はカテーテルを抜けばおしまいではない、
カテ感染はカテーテルを抜けばおしまいではない、
本気で診断しよう』
本気で診断しよう』
リーダーズが終わって、ちょっと気合が抜けたかな、と思う余裕はなく、いろいろ仕事をしていました。後片づけとい
うか、いろいろ、やることがあります。とりあえず早く終わらせたかったのは、うちの准教授の博さんが撮影した会場で
の写真を整理して、写っておられる方々に送ること。質問をしたり意見を言ったりした方々は、ほとんど名前を知ってい
ますが、撮影したビデオで再確認して、仕分けをします。全員が写っているわけではないのですが、可能な限り、という
感じ。そして、メールで送らせていただくのです。昨年の第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会の時の 3000 枚以上の写
真の仕分けを考えたら、楽なものです。でも、ふつうは、こういうことはしないでしょうね。時間もかかるし、目も疲れ
るし、長時間の作業だから腰にも負担がかかるし・・・。でも、やらなかったら、し残したことがある、と思ってしまっ
て落ち着かないのです。本当、損な性分です。
3 月 30 日には長岡京市の千春会病院へ。2 回目の講演ですので、知っている方が多く、ある意味、気楽に講演させてい
ただきました。気楽に、といっても、その分、プレッシャーはあるのですよ、もちろん。今回は、胃瘻の適応に関する話
をさせていただきました。本当は経腸栄養法そのものの話もしたかったのですが、時間がありませんでしたので、次回に、
ということにさせていただきました。司会は管理栄養士の
谷中さん。緊張していた、ということでしたが、おかげで
気持ちよくしゃべらせていただきました。ありがとうござ
いました。終わってからの夕方、京都の祇園へ食事に行き
ましたが、祇園に行ったのは、初めてだったかも。ちょう
ど桜の季節で、人通りが多く、特に外人さんが多かったな、
という印象でした。
4 月 12 日は、忙しい日でした。朝早くの新幹線で東京へ。
最初の仕事は厚生労働省保険局医療課へ。胃瘻に関する診
療報酬を担当しておられる方に、栄養管理の現状について、
いろいろ、話を聞いていただきました。胃瘻の適応、胃瘻
造設や抜去術の診療報酬、在宅での問題などについてです
が、現状がよくわかったと言っていただきました。胃瘻の
代わりに経鼻胃管や CV ポートが増えるというのは医学的

↑東京の、皇居のお堀です。きれいです。天気が良かったので
東京駅から厚生労働省まで歩きました。

に間違った選択で、その原因になっているのが診療報酬の
問題だと説明しましたが、次回の改訂ではいろいろ考慮す
る、と言っていただきました。次は、星薬科大学での今年
度最初の講義。亀井教授に講義室へ連れて行っていただき、
講義開始。最初の 75 分は「栄養管理の重要性について」
。
次の 75 分は「栄養アセスメント」
。講義を楽しんでくれて
いるのかな？そんな感じでした。必修科目ではないのに、
昨年の 120 人より多い、190 人の学生が受講しています。し
かし、190 人全員が、興味をもってくれるはずがないでしょ
う。数人でも、将来、「栄養って大事なんだな」、と思って
くれたらうれしい、そんな感じ。かなり静かに聞いてくれ

↑厚労省から有楽町駅まで歩きました。途中に日比谷公園を通り
ました。チューリップがきれいでした。東京は、よく歩かせてく
れます。地下鉄の駅も、よく歩かせてくれます。

ていました。ビデオを使うと、興味をもってくれますが、
そればかりではダメですから。残りの 10 回の講義、がんば
って興味ある内容にさせていただきます。夕方は、国立病
院機構埼玉病院へ講演に行きました。埼玉病院での講演は
初めてだと思っていたのですが、2 回目だとのこと。前回は
2013 年の秋、NST の講演会だったということでした。前回
は病院の外の別の建物で講演したということなので、今回
が 2 回目だとは思わなかったのでしょうか。でも、やばい
です。物忘れがひどい！講演の内容は PICC について。埼玉
病院には Nurse Practitioner が 4 人いて、今後、この 4 人が積
極的に PICC を挿入する、ということでした。適応を広げす
ぎないようにしてくださいよ。その夜は池袋に泊まりまし

↑戸越銀座駅でおりて、商店街を歩き、星薬科大学へ行きます。
9 月 24 日のリーダーズの第 3 回を星薬科大学で開催しますので、
そのお知らせを兼ねて、写真を出させていただきます。次回は、
もっと、細かく道順を示す写真を出させていただきます。この商
店街の自転車屋さんを目印に右へ曲がっていたのですが、その自
転車屋さん、無くなっていました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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た。
4 月 13 日はいったん大学に戻りましたが、夜は、第 116 回日本外科学会の拡大プログラム委員会。会頭は、阪大の同級
生、第一外科の同期、現在は阪大医学部長になられている澤芳樹心臓血管外科学教授。りっぱな拡大プログラム委員会で
した。会費は 5000 円。最近は多くの学会の拡大プログラム委員会が会費制になっているようです（昨年の神戸での JSPEN
拡大プログラム委員会は会費制にして、いろいろ批判を浴びましたが）
。まずは、ベルリン在住のピアニストの演奏から始
まり、偉い方々のあいさつの後、辰巳琢郎氏によるワイン談義と、声楽家になっている娘さんとバリトンの声楽家の歌。
高尚な会でした。本当、外科学会の重鎮が集まっていますので、すごい会です。新潟の武藤輝一先生にお会いすることが
できました。翌日は、午前中には東宝塚さとう病院での外来と栄養回診をやり、終わってから学会場へ。企業展示会場へ
行ったのですが、ガラガラ。企業展示会場は 10 階で、訪問者が非常に少ない、と企業の方が嘆いていました。出店料も高
かったようです。午後 3 時からはワークショップ「中心静脈
カテーテルの安全管理」がありました。会場はガラガラだろ
う、と思っていたのですが、満席でした。新しい外科専門医
制度において、クレジットとなったため、でした。「内容に
興味がなくはないのだが、わざわざ参加しなくても・・・」
と思っておられた方が多かったようですが・・・。しかし、
義務的にでも参加すると、それなりに勉強になったはずです。
臨床栄養についても、こういうふうに、クレジットにする、
義務とする、などの方策が必要なのでしょうね、さびしいこ
とですが。内容としては、いい議論がなされたと思いますが、
レベルは高くないな、そんな感じでした。2 日目にはランチ
ョンセミナーで講演しました。『外科医にとっての栄養管理
の重要性―静脈栄養もできなくては』というタイトル。午前
中に大学でスライドを再構成しました。今回の外科学会のイ
メージキャラクターはブラックジャック。みんなブラックジ
ャックになりたい？でも、無理ですよ。手術をしただけで勝
手に元気になる？そんなわけはない。だからブラックジャッ

↑ワークショップ「中心静脈カテーテル管理における安全対策」で
す。司会は東京医科大学救急部の織田先生と、名古屋市立大学消化
器外科の竹山先生です。ほとんど織田先生が進行し、コメントをし
て進み、竹山先生はじっと聞いていて、最初と最後を締める、とい
う雰囲気でした。エコーガイド下の中心静脈穿刺、上腕 PICC と上
腕ポート、外頸静脈カットダウンでの CV ポート留置、CV ポートの
偏移、CV ポート感染に対する抗菌薬ロック、などが話題でした。
とにかく、満席でした。

↑外科学会は、大阪大学の澤教授が会頭なので、適塾の緒方洪庵、
手塚治虫（阪大医学部卒）のブラックジャック、そして大阪が生
んだ歴史小説家、司馬遼太郎がイメージキャラクターでした。コ
ングレスバッグは大したことない、と思ったのですが、表にブラ
ックジャックが描かれていたし、中にブラックジャックのシール
やバッジが入っていました。一番上の写真は、左から澤会頭、西
尾阪大総長、もうおなじみになっている川島阪大名誉教授です。
その下は、拡大プログラム委員会でのピアニスト、辰巳親子、桂
文枝、です。さすがに桂文枝の講演は、うまかったと感心しまし
た。りっぱな外科学会学術集会で、参加人数は過去最高の 15,500
人だったということです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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クにはなれないから、手術周辺の管理も一生懸命やらなくては、という内容にしました。外科医にとっても、栄養管理は
重要なのです。それに気づかない、自覚していない外科医が多くなってしまっている、大変なことです。司会は根津先生
でしたので、気楽にやりましたが、それなりに有意義な内容にすることができたのではないでしょうか。この日のランチ
ョンセミナーで最も狭い会場だったのですが、チケットは一番先に売り切れたそうです。栄養に興味がある方が多い？の
かもしれませんが、阪大関連の友人や後輩が多勢、聞きに来てくれていたからかもしれません。3 日目の午前中にはディ
ベート『化学療法施行時の栄養管理：経腸栄養か静脈栄養か』でした。彩の国東大宮総合医療センターの坂本院長と司会
をしました。成人病センターの宮田先生が経腸栄養、大阪市立総合医療センターの西口先生が静脈栄養、それぞれの立場
を主張していただきました。結論は、もちろん経腸栄養が優先的に選択されるべきではあるが、静脈栄養の実施を躊躇す
る必要はない、そんな感じだったと思っています。
4 月 21 日はさとう病院で CV ポート留置。東京から来られた患者さんに留置しました。22 日には消化器病学会のために
東京へ。企業展示に参加している企業は少ないし、ここを訪れる方は少ないし。静脈栄養や経腸栄養に関する展示は全く
ありませんでした。私は消化器病専門医更新のために参加したのです。ポストグラデュエイトセミナーも受講しました。
しかし、このセミナーはプログラムが過密。情報満載で、60 歳を超えた外科医の頭には、なかなか知識として定着してく
れませんでしたね。なんせ、15 人の講師が 20 分ずつ、これでもか、これでもか、という勢いでいろいろ教えてくれるの
ですから。もっとゆっくり、頭に入るように講義をしてほしかったな、そんな感じ。金曜日の夜は三ツ星マークの和食店
で夕食をとったのですが、4 つのテーブルのうちの 3 つは中国の方が占拠しておられました。すごいです。そのうち、日
本は中国の方に占拠されるのでは？もちろん、ホテルも、外国の方でいっぱいでした。それから、セミナーの昼休みに東
京都庁へ行き、展望台に上りました。すごいですね、土曜日でも、展望台は運営されていました。もちろん、ここにも外
国の方が多勢いました。

↑外科学会の企業展示会場です。大阪国際会議場の 10 階と 3 階が展示会場でしたが、あまり人がいなかった、という感じ。
特に、大阪国際会議場は、エレベータとエスカレータでの移動なので、それが影響しているのかもしれません。桂文枝の特
別講演後は、エスカレータでの移動だったのですが、1 階まで降りるのに、並んで待たされる、という状況でした。確かに、
あの状態だったら、移動を制限しなかったら、事故が起こったかもしれない、そんな気がしました。そうそう、展示会場に
はロボットも展示されていました。話しかけると、ちゃんと、返事をしてくれます。写真を撮ろうと思ったのですが、ちょ
っと「気持ち悪い？」ので、やめました。

↑第 102 回消化器病学会に出席してきました。これが抄録集の表紙
なのですが、ちょっと生々し過ぎるのではないか？なんて感じまし
た。むずかしいものですね、こういう図や写真は。消化器病学のレ
ベルが高くなりすぎて、基本的な栄養管理なんて、ということにな
ってしまっているのでは？と思いました。消化器病の基本は、栄養
管理だと思うのですけどね。

↑第 102 回消化器病学会、ポストグラデュエイトコースのプログ
ラムです。20 分ずつの講義が 15 題です。本当に、すごいむずかし
い内容がこれだけの時間続くと、理解することが不可能だ、と思
ってしまいました。聴講者は、確か、1000 人でした。教育活動っ
て、本当にむずかしいですね。

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、
外科学会は、やっぱりすごかったですね。
ゼン先生

ゼン先生：今回の診療報酬改定で、栄養食事指導料が改定
ゼン先生

小越先生：どういう意味だ？
小越先生

になったのですが、NST 活動に対する逆風になるかもしれ

ゼン先生：拡大プログラム委員会なんて、偉い方がたくさ
ゼン先生

ません。管理栄養士を NST の専従にするより、栄養食事指

ん集まっていて、なんか、私は場違いと思ってしまいまし

導料をとるために働いてもらう方が有利だということに

た。そんな感じとしか言いようがないのですが。

なりましたから。

小越先生：確かに偉い人がたくさん集まっているけど、
な。
小越先生

小越先生：どういう意味？
小越先生

君も呼ばれたんだろう？

ゼン先生：栄養食事指導料の対象制限がなくなって、指導
ゼン先生

ゼン先生：そうですけど。私は外科学会の代議員でもない
ゼン先生

料が 260 点になったんです。

し、講座の教授でもないし。要するに、私は会頭の澤教授

小越先生：へええ、いいんじゃないか？
小越先生

の同門で、同級生だから、ということで出席させてもらっ

ゼン先生：だから、経営者としては、管理栄養士を専従に
ゼン先生

ただけですから。

して、4 人で NST 回診を行って点数を取るよりも、管理栄

小越先生：そんなに謙遜することはないだろう。
小越先生

養士にしっかり栄養食事指導をさせたら、そっちの方が点

ゼン先生：確かにそうなんでしょうけど、なんとなく臆す
ゼン先生

数がいいんですよね。

る、そんな感じもありました。

小越先生：なるほど。でも、それは、経口摂取の指導なん
小越先生

小越先生：そうか。ま、いいんじゃないか。ところで学会
小越先生

だろう？

の中身はどうだったんだ？

ゼン先生：そうなんです。だから、NST
は静脈栄養と経腸
ゼン先生

ゼン先生：外科全般なので、どう評価したらいいのかはわ
ゼン先生

栄養の管理をしっかりとやる、ということにすれば、NST

かりませんが。企画もかなり練られていたようです。プロ

加算もとれるんですよ。

グラム委員会を開催し、その分野の教授が集まっていまし

小越先生：NST
が本来の活動内容を実施すれば、栄養食事
小越先生

たから。

指導料と NST 加算の両方の加算がとれるということにな

小越先生：君もプログラム委員だったんだろう？
小越先生

るのか？

ゼン先生：そうです。
代謝、栄養の部分ですけどね。でも、
ゼン先生

ゼン先生：そうです。この診療報酬改定を追い風にすれば
ゼン先生

今回の学会で、外科の中では代謝・栄養という分野は非常

いいんだと思っています。NST が静脈栄養と経腸栄養をし

に小さくなってしまっているな、と感じました。

っかりやればいいんです。厚労省もそれを考えてくれてい

小越先生：そうか？
小越先生

る、そう思いたいんですけどね。

ゼン先生：ワークショップで『中心静脈カテーテルの安全
ゼン先生

小越先生：とにかく、日本の医療は、診療報酬改定にもの
小越先生

管理』
、ディベートで『化学療法施行時は静脈栄養か経腸

すごく左右されるからな。

栄養か』と、一般演題で少々、というプログラムだけでし

ゼン先生：本当にそうです。正しい医療とは何か、もっと
ゼン先生

たから。

考えてほしいのですが、最重要ポイントは医療内容ではな

小越先生：君はランチョンセミナーで栄養の話をしたんじ
小越先生

く、経済的な問題ですからね。

ゃないか？

小越先生：本当にそうだ。
小越先生

ゼン先生：そうなんですが。あれは、ランチョンセミナー
ゼン先生

ゼン先生：気になっているのは、栄養管理実施加算なんで
ゼン先生

に栄養関連のものが何もなかったから、お願いして、やら

すが。平成 24 年の改定でそれが入院基本料の算定基準に

せてもらったんです。
小越先生：なんだ、そうなのか。
小越先生
ゼン先生：そうなんです、すみません。それに、展示会場
ゼン先生
だって、静脈栄養や経腸栄養に関する展示は何もありませ
んでした。展示会場では、PICC が展示されていただけで
す。
小越先生：経腸栄養剤や濃厚流動食は？
小越先生
ゼン先生：何もありませんでした。
ゼン先生
小越先生：そうなのか。企業も、外科医が栄養管理に対し
小越先生
て興味を失っている、と思っているんだろうか？
ゼン先生：そうだと思います。企業は、そういう流れを読
ゼン先生
むのに真剣ですし、敏感ですから。本当、さびしい限りで
す。今後、どうなるんでしょうね、この領域。
小越先生：それほど悲観的にならなくてもいいんじゃない
小越先生
か？
ゼン先生：いやあ、考えれば考えるほど、悲観的にならざ
ゼン先生
るをえない、そんな感じです。
小越先生：具体的にはどこが？
小越先生

↑3 月 26 日に開催されたリーダーズの最後のセッション、食道が
ん症例についての症例検討です。埼玉医大の佐藤先生が症例を提
示されました。集中砲火を浴びた、という感じもありましたが、
非常にいい議論が交わされたと思います。結論は出ないかもしれ
ないが、みんなで考えよう、という趣旨にかなったセッションに
していただけたと思います。（実は、手違いで前回の記事に、こ
の写真を出せなかったのです。すみません。非常に盛り上がった
セッションでした。今後、このセッションはさまざまな症例を提
示して議論する、目玉にしようと思っています。乞うご期待！）
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第２９回
組み込まれたのですが、きちんとした栄養管理計画書が、

ゼン先生：すぐに抜くかどうかは、主治医の経験にもより
ゼン先生

あまり書かれなくなっているそうですよ。

ますし、病態にもよります。安定した状態で TPN を実施し

小越先生：ちょこちょこっと最低限の記載をするだけ、と
小越先生

ていて、急に熱が出たら、まずはカテーテル感染を疑いま

いうことだな。

すよね。

ゼン先生：そうです。NST
加算だって、きちんと静脈栄養
ゼン先生

小越先生：そうだな。そういう場合は、オレは躊躇なくカ
小越先生

や経腸栄養を駆使した栄養管理をやって加算を取得して

テーテルを抜去していた。

いる施設って、どのくらいあるんでしょうね。実態は不明

ゼン先生：そうですよね。私もそうでした。その時、カテ
ゼン先生

ですが。

ーテルの先端培養を出していましたか？

小越先生：実態は不明か。でも、NST
加算をとっている施
小越先生

小越先生：オレは出していたぞ。カテーテル感染と診断し
小越先生

設はたくさんあるんだろう？

ていいのか、原因菌は何なのか、確認したかったからな。

ゼン先生：そうらしいのですが、中身は、不明ということ
ゼン先生

ゼン先生：そうですよね。確かに、原因がカテーテルであ
ゼン先生

なんじゃないでしょうか。

るかを確認することと、原因菌を知って、その後に抗菌薬

小越先生：NST
はいい、すばらしい、たくさんの施設が NST
小越先生

治療をするべきかを判断するために、ですね。

活動をしている、そんな話ばかりだからな。

小越先生：しかし、カテーテルを抜いて熱が下がったら、
小越先生

ゼン先生：それが真実なのか、そこが問題ですね。本音が
ゼン先生

それでカテーテルに原因がある感染だったと言えるだろ

発表されていないから、ちゃんと前へ進めないんですよね。

う？

小越先生：その通りだ。特に、NST
活動については、うま
小越先生

ゼン先生：そうです。だから、先端培養なんていらない、
ゼン先生

くいっていない、という発表はほとんどないな。

という考え方もあります。

ゼン先生：そうなんですよ。ないんですよ。うちはがんば
ゼン先生

小越先生：それから、カテーテル感染だったとしても、先
小越先生

っている、そんな話ばかりですよ。

端培養の陽性率が低い、という問題もある。

小越先生：確かにそうだ。真実はどうなんだ、そういう話
小越先生

ゼン先生：確かにそうなんです。でも、いろいろ文献を調
ゼン先生

をきちんとしなければならないよな。

べてみると、先端培養の方法もいろいろで、とりあえずや

ゼン先生：次のリーダーズでは、
『本音で語る NST 活動；
ゼン先生

っている、という施設がけっこうあるようです。

うちはうまくいっていません！』なんていうテーマも面白

小越先生：Maki の半定量的培養という方法をどの施設でも

いかもしれませんね。

やっているんじゃないか？

小越先生：面白いけど、発表してくれる施設があるか、だ
小越先生

ゼン先生：いやあ、ちゃんとやっている施設は少ないよう
ゼン先生

な。

ですよ。それに、半定量的培養法は、実は、カテーテルの

ゼン先生：確かに、そうですね。ちょっと考えます。それ
ゼン先生

外表面だけの培養なので、カテーテルの内腔に関しては、

はそうと、最近は、カテーテル感染の問題にもいろいろ危

ある意味、無視しているということになるんですよね。そ

惧している部分があるんですよ。

ういう意味では、Cleri の方法というか、内腔の微生物も検

小越先生：CLABSI
と CRBSI の問題か？
小越先生

出できる方法をやらないといけないと思います。

ゼン先生：それもそうなんですが。いろいろ勉強してみる
ゼン先生

小越先生：どうやるんだ？
小越先生

と、本気でカテーテル感染を診断する気がないんじゃない

ゼン先生：私は培養方法の専門家ではないんですが、
『カテ
ゼン先生

か、という風に思うようになりましてね。

ーテル先端に 10mL の液体培地を注ぎ、
55,000Hz で 1 分間、

小越先生：本気で診断する気がない？それはゆゆしき問題
小越先生

超音波をかける。その後 15 秒間ボルテックスをかけて、

だよ。

そのうちの 0.1mL を 9.9mL の生理食塩水に混和して 100µL

ゼン先生：でも、たぶん、そうだと思います。そういう傾
ゼン先生

を血液寒天培地に摂取する。
』という方法が最も検出率が

向があると思います。とにかく、カテーテル感染はカテー

高くなる、ということです。とにかく、カテーテル内腔の

テルを抜けばおしまい、そう思っている人が大部分ですか
ら。
小越先生：抜けばおしまい？確かに、そんなケースが多い
小越先生
とは思うけど。
ゼン先生：診断手順を考えてみると、いろいろ見えてきま
ゼン先生
す。
小越先生：オレはむずかしいことはわからないけど・
・・。
小越先生
ゼン先生：まず、発熱してカテーテル感染を疑ったら、血
ゼン先生
液培養を提出しますね。その結果が待てない場合や、それ
から血液培養を提出していない場合も、抗菌薬を投与する
か、カテーテルを抜くか、決めなくてはなりません。
小越先生：そうだな。
小越先生

↑東京都庁です。初めて行きました。北展望室へ行きました。南
もあります。相当なお金がかかっているのだな、と思いました。
東京はお金持ちですからね。だから、舛添知事は、優雅な生活を
送れるのでしょうね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第２９回
微生物も検出できる、という方法をやらないといけないと

ゼン先生：その通りです。しかも、治療としては、もう抗
ゼン先生

思うんですよね。

菌薬を投与しなくてもいいケースが多いし、投与するにし

小越先生：確かに、内腔の微生物もチェックしないといけ
小越先生

ても予防的です。MRSA やカンジダなんかの場合は、きち

ないし、それをやると、検出率が高くなるんだな。

んと抗菌薬を投与しなければならない、と思っている人は

ゼン先生：そうだということです。でも、論文を読むと、
ゼン先生

多いと思うんですけどね。

そこまでやっている施設はほとんどない、ということです。

小越先生：なるほど。そうすると、君が言っている、DTP
小越先生

小越先生：手間がかかるようだし、そこまでやる意義がな
小越先生

や超音波を用いたカテーテル先端培養なんてやる必要は

い、時間がない、金もかかるし、ということなんだろうな。

ないだろう、ということになってしまうんだな。

ゼン先生：確かにそう思います。でも、そこまでやると、
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。それに、カテーテル感染は血
ゼン先生

臨床経過と血液培養結果、先端培養結果で、かなり高い診

流感染なんだから、カテーテル先端培養なんて必要ない、

断率になると思うんですよね。もちろん、CRBSI ですよ。

血液培養の結果で使う抗菌薬が決まるんだから、という考

小越先生：まあな、同感だ。
小越先生

え方もあります。

ゼン先生：それから、
カテーテルを抜去するか、しないか、
ゼン先生

小越先生：だけど、それだったら、カテーテルに原因があ
小越先生

という問題なんですが。

るのか、わからないんじゃないか？

小越先生：確かに、カテーテルを抜いてみたら、熱も下が
小越先生

ゼン先生：でも、カテーテルに原因があろうがなかろうが、

らない、他の感染源があることがわかった、というケース

血流感染なんだから、ある意味、どうでもいい、というこ

は多いんだろう？

とになってしまいます。

ゼン先生：そうなんです。抜かなくてもいいのに、抜いて
ゼン先生

小越先生：そういう場合、カテーテルはどうするんだ？
小越先生

しまった。もう 1 回入れるのがめんどくさいし、トラブル

ゼン先生：血流感染の場合、異物があると感染源になるし、

が起こる可能性もあるし、ということなんです。

感染が持続するから、とにかく、カテーテルは抜くんです

小越先生：だから、カテーテルを抜かずに診断し、抜くか
小越先生

よ。

どうかを判断したい、ということになるんだな。

小越先生：でも、
カテーテルの先端培養を出さなかったら、
小越先生

ゼン先生：そうです。だから、血液培養だけで判断できる
ゼン先生

カテーテルに原因があるかどうか、わからないんじゃない

じゃないか、ということになっているんですよね。

か？

小越先生：そりゃあ、そうだろう。
小越先生

ゼン先生：もちろん、そうなんですが。カテーテルに原因
ゼン先生

ゼン先生：その発想から
CLABSI で診断する、ということ
ゼン先生

があってもなくても、抗菌薬を投与するんだ、だから、繰

になっていると思うんです。

り返しますが、カテーテルに原因があろうがなかろうが、

小越先生：そうか、そういうことか。
小越先生

治療は一緒だ、ということです。カテーテルって、抜くか、

ゼン先生：でも、CLABSI
という基準では、カテーテルに
ゼン先生

抜かないか、それだけなんですよ。

原因があるのかがわからないので、抜くか、抜かないのか、

小越先生：ふううん、そうなのか。何か、わかったようで
小越先生

という判断はできにくいんです。そういう意味で、カテー

わからないけどな。

テルからの逆血培養と末梢静脈採血の培養との関連で、カ

ゼン先生：カテーテルを抜かずに、抗菌薬で治療してみる、

テーテルに原因があるのかを判断しよう、という考え方が

という方針も採用されることがあるんですよ。

あるんです。

小越先生：エタノールロックや抗菌薬ロックという方法だ
小越先生

小越先生：知ってるよ。逆血培養の菌量が末梢静脈採血の
小越先生

ろう？

3 倍以上だったら CRBSI とする、いう考え方だろう？

ゼン先生：そういう方法もありますが、単純に、抗菌薬の
ゼン先生

ゼン先生：そうです。
もう一つが DTP で、differential time to
ゼン先生

全身投与で、という考え方もあります。それで治療ができ

positivity です。

なかったら、その時にカテーテルを抜けばいい、というこ

小越先生：ああ、あれな。カテーテルからの逆血培養の陽
小越先生

とです。

性判定時間が直接穿刺採血の陽性判定よりも 2 時間早い場

小越先生：いろいろな考え方がありすぎて、どうすればい
小越先生

合に CRBSI とする、という方法だな。

いのか、わからないな。

ゼン先生：
ゼン先生 そうです。そういう場合に CRBSI を強く疑って、
カテーテルを抜去する。そうして、きちんと先端培養を行
って、臨床経過をみて CRBSI であるかを判断する、とい
うことです。
小越先生：確かに、
そこまでやると、診断率も高くなるな。
小越先生
ゼン先生：そう思うんですよ。でも、そこまでやるか？や
ゼン先生
る必要があるのか？と考える人が多いんだと思います。
小越先生：要するに、そこまでやらなくっても、カテーテ
小越先生
ルを抜いて、熱が下がれば、それでおしまい、ということ
になるんだから、ということだな。

↑東京タワー、スカイツリーも見えるのですが、小さくしか見え
ませんでした。だから、案内板の写真を撮りました。高いビルが
多いから、東京タワーはあまり目立たなくなりましたね。スカイ
ツリーは、この日は靄がかかっていて、あまり見えませんでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第２９回
ゼン先生：そうですよね。まずは、長期留置用の
CV ポー
ゼン先生

剣に予防対策を講じる気にならない、気合が入らない、と

トや Hickman/Broviac catheter と、いわゆる短期留置用カテ

いうことです。

ーテルは、区別する必要がありますね。長期用は、確かに、

小越先生：大変な問題だな、実は。
小越先生

いろいろ考えておくべき内容があります。

ゼン先生：そう思います。カテーテル感染のために、複雑
ゼン先生

小越先生：そのあたりは君の得意分野だから、新しい診断
小越先生

な病態になって苦労している患者さんはたくさんいます

手順も考えたらいいよ。でも、短期留置用カテーテルに関

よ。直接の死因にはなっていなくても、カテーテル感染に

しては、いろいろと意見もあるだろうから、悩むな。

引き続いて病状が重症化して亡くなる、という患者さんは

ゼン先生：そうなんです。問題は、本気でカテーテル感染
ゼン先生

たくさんいるんです。でも、カテーテル感染なんて、と最

だという診断をやる気があるのか、だと思います。

初から思っているから、きちんと対応しない、ということ

小越先生：本気で、か。当然、そうなんじゃないか？
小越先生

です。

ゼン先生：いやあ、そうじゃないと思いますよ。
「カテーテ
ゼン先生

小越先生：根本的な考え方は、カテーテル感染は抜けば治
小越先生

ルを抜けば熱が下がる、それで治療は終了する、念のため

る、治らない場合は非常に稀で、そういう場合も抗菌薬投

に抗菌薬を投与すればいい」
、という考え方と、
「血流感染

与でなんとかなる、という考え方だよな。

なんだから、カテーテルに原因があるかどうかは、重要な

ゼン先生：そうですね。だけど、きちんと診断する、その
ゼン先生

問題ではない、適切な抗菌薬をガイドラインに従ってきち

ためにやるべきことはきちんとやる、そういう考え方にな

んと投与すればいい」という考え方に分かれるんだと思い

らないと、カテーテル感染は絶対になくなりませんよね。

ます。

小越先生：そうだな。根本的な考え方の問題か。そこに行
小越先生

小越先生：なるほど、そういう考え方の違いが、ガイドラ
小越先生

きつくのか。なんとかならないのかな。

インを作成しにくい要因なのかもしれないな。

ゼン先生：とにかく、地道に、カテーテル感染の重要性に
ゼン先生

ゼン先生：そう思います。
こういう状況だから、診断手順、
ゼン先生

ついて、啓発し続けなければなりませんね。この問題につ

定義を明確にすることができないんですよ。こうすればい

いて、興味をもっている方を一人でも増やす、それが大事

い、こうすれば、診断ももっともっと明確になる、という

だと思います。

ことが、今の医療レベルならば可能なんですけどね。

小越先生：それが、血管内留置カテーテル管理研究会の役
小越先生

小越先生：そうか、そういうことが問題なんだ。そこまで
小越先生

割だし、君のなすべきことだよ、オレはそう思っているよ。

やって診断しても、治療には直結しないじゃないか、とい
う考え方もあるということだな。
ゼン先生：そうです。でも、そこまでやらないと、カテー
ゼン先生
テル感染の実態はつかめないし、実態がつかめないから真

【今回のまとめ】
1. 日本外科学会、日本消化器病学会に参加してきましたが、なんとなく、栄養管理に関する関心
自体がうすくなってきているのではないでしょうか。
2. NST の活動内容としては、もっと、静脈栄養と経腸栄養を駆使した栄養管理にしなければな
らないのでは？
3. カテーテル感染を疑ったら、カテーテル逆血培養、末梢血培養、
カテーテル感染を疑ったら、カテーテル逆血培養、末梢血培養、DTP、を含めた血液培養をき
、を含めた血液培養をき
ちんとやりましょう。
4. カテーテル感染を疑ってカテーテルを抜去する場合は、カテーテル内腔の培養もできるような
Cleri の方法で検査しましょう
5. カテーテル感染をもっと重要視し、明確に診断し、正確な発生率を評価し、その結果としてカ
テーテル予防対策を講じる、そうしなければならないと思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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