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『PPN 製剤は感染しやすいからできるだけ使わないほうがいい？
製剤は感染しやすいからできるだけ使わないほうがいい？
それは、栄養を知らない素人の言うことですよ！
それは、栄養を知らない素人の言うことですよ！』
よ！』
5 月のゴールデンウィークが終わった、と気を緩めていたら、もう 5 月が終わりそう。ゼン先生の栄養管理講座、第 5
回はネットにオープンするのが遅れたので、もう第 6 回を書かなくてはならなくなってしまいました。そんな感じ。気持
ちも落ち着かなかったせいか、ブログも全然アップしてなくて、さぼったということになるのかな、という感じ。気合い
が抜けた生活をしていたわけではないけど、形として、そういうことになるのかな、という感じもします。仕事に追われ
ていると、そういう感じになるのかもしれません。でも、なかなか仕事を形にするのって、難しいですよね。
昨年の金沢での第 28 回静脈経腸栄養学会で発表した、脂肪乳剤を TPN ラインに側注の形で投与する、という仕事が、や
っと、論文として『静脈経腸栄養』に掲載されました。昨年の発表が 2 月 21 日で、論文として提出したのが 3 月。査読後、
校正を終えて提出して掲載が決定したのが 5 月末だから、1 年以上かかったことになります。この仕事、結構注目されて
いて、講演などで話すと、
『いつ、論文になるのですか？』とよく聞かれました。1 年という掲載までの期間はちょっと長
すぎますよね。お待たせしました、そんな感じです。でも、これは非常に大事な仕事だと思っていますので、日々の臨床
でこのデータを使ってください。
実は、私、今年で還暦です。隠す必要もないのですが、おじいさんです。実際、おじいさんなのですが。この 5 月、中
学校の同窓会がありました。愛媛県の伊方中学校卒業が昭和 45 年。45 年ぶりで会う人がほとんどで、なつかしい、でも、
誰が誰かがわかりにくい。当時は 1 クラス 45 人くらいで 4 クラスありました（現在は、町内の 2 つあった中学校を統合し
て、それでも 1 学年 1 クラスしかないとのこと。
）
。48 人も集まりました。45 年ぶりに会う人、わからない。誰？顔と名前
が一致しない。でも、誰かが中学校の卒業アルバムを持ってきてくれていて、それで少しずつ思い出して、顔と名前が一
致するようになった方が多かったのです。それでも思い出せなくて、何日か経過してから、
『そうだ、あいつだ！』とやっ
とわかったり。若い頃は都会へ出て生活していて、ある程度、歳とってから故郷の伊方町（原発で有名になっています）
へ戻り、みかんを作っている人が多いのに驚きました。故郷に戻ると、みかん農家になるしかないのかもしれません。原
子力発電所に勤めている人も、もちろん、います。いろいろ大変みたいです。実は、私、中学校時代『も』優等生で、生
徒会長だったのです。中学校 1 年生の 3 学期には生徒会副会長になり、その 1 年後には生徒会長になるという存在だった
のですが、すっかり忘れていました。ブラスバンドでトランぺッターで、なんて、信じてもらえないと思いますが。私の
家はその中学校から 5km 離れていて、徒歩での通学。1 時間以
上かけて、山道を歩いて通学したのです。集団登校でした。

↑この同窓会の写真が、愛媛新聞の同窓会欄？に掲載されたそう
です。私、真ん中あたりに座っているでしょう？そうなんですよ、
生徒会長だったから、ということです。ま、気楽に、気楽に、で
す。
↑来年の JSPEN のポスターです。紙面の都合で、ポスターをばら
していますが、右の図柄、覚えてください。このゼン先生の栄養
管理講座の紙面として、毎回、このポスターを出そうかな。

↑打瀬舟の解説と、世界に 1 枚しかない、打瀬舟の写真。昭和初
期のものだそうです。井上千芳撮影です。

↑原子力発電所の PR センターの横、道の駅、きらら館の 2 階、
民族資料室にある『打瀬船』。これを作ったのは私の父で、この
地域の『打瀬船に関する文化』を発掘したのも私の父です。なん
といっても、その当時、海に浮かんでいる打瀬船の写真は、父の
写真しかないのですし、設計図もないのに、ここまで再現した器
用さ、能力はすごいことです。しかも、父は、船の事故で左腕を
切断しているので、片手でこれを作ったのです。偉大だ。是非、
見に行ってやってください。原子力発電所のある、伊方です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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毎日がハイキングみたいなものでした。
2 年後？3 年後？に、
再び同窓会をやろう、ということになり、生徒会長だった
のだから、ということで私が幹事を押し付けられました。
この忙しいのに、という感じですが、仕方ありません。
5 月 12 日には金沢大学で講演。金沢大学医学部附属病院
に行ったのは初めてでした。スポンサーが陽進堂で、味の
素製薬で販売されていた輸液が陽進堂に移ったのですが、
そういう体制になってから初めて講演したのではなかった
かな。もちろん、静脈栄養に関する内容。キット製品ばか
りになり、中身を知らずに投与しても、それなりに安全な
TPN が実施できるようになっていますが、本物の静脈栄養が
できなくなってしまっている、そんな私の危惧を理解して
くれている方が日本にどのくらいいるのでしょうか。過去
の研究成果を基に、製品化されて、使いやすくなっている
製剤。でも、現在の使い方は、使い勝手ばかりに注目が集
まっている、これでいいのか、という疑問を持つ人は、ほ
とんどいない、それが嘆かわしいと思っているのです。輸

↑愛媛県八幡浜市の道の駅、『みなっと』の『どーや市場』で食
べた海鮮丼。1500 円。他の海鮮丼って、容器が本当に丼でしょう？
だから、伸び伸びと食べられないのです。ご飯は少なめで、上の
海鮮が広々、伸び伸びと載ってます。だから、伸び伸びと食べら
れるんです。さざえ、えび、うに、いくら、はまち、たい、いっ
ぱいです。すごいでしょう？これで 1500 円。これは、お薦めで
す。普通、これだけの海鮮丼だと、3000 円くらいでは？是非、愛
媛、八幡浜へ行ってください。

液量が減るとビタミン投与量も微量元素投与量も減るけど、
『まあ、いいんじゃない。大きな問題は起こらないんだから』
。本当にそれでいいんでしょうか。先人の苦労は、こんな形
で報われていることになるのでしょうか。融通の利かない私の単なる意見なのでしょうか。その金沢での講演を終えて、
翌日は東京、星薬科大学の講義。小松空港へ行く途中、タクシーの運転手さんと意気投合？松井秀樹の館、松井ドームを
案内してもらいました。すごい建物でした。入口には幼い頃の松井秀樹がバットを持っている銅像がありました。
『性格が
いいから』ということでも人気があるとのこと。でも、高校時代の 5 番バッターだった方のその後の苦労をテレビでやっ
ていましたけど、本当、光と影、そんな感じでした。そのまま、安宅の関へ。義経、弁慶、富樫の 3 人の銅像をみたり、
実際にあった関所跡をみたり、神社へ行ったりしました。飛行機出発前の短い時間だったので、あわただしい観光でした
けど。次は、ゆっくり神主さんの説明が聞きたいと思います。
星薬科大学へは羽田から品川経由。ちょうどその日は関東で
地震があり、京急電車が遅れて大変でした。羽田から品川まで
1 時間もかかりました。最終的には品川から星薬科大学までタ
クシーで行って、講義に遅刻することはなかったのですけど。
講義は、第 1 回が栄養アセスメントでしたので、第 2 回は、経
腸栄養について、でした。

↑小松空港近くにある松井英樹野球ミュージアムです。すごいで
す。3 億円だとタクシーの運転手さんが言っていました。私は、
かつて、「松井の館」へ行ったことがあるのですが、その建物は
この松井ドームの裏手になっていました。入口にある少年の頃の
松井くん、似てますよ。しかし、すごいなあ。入館料はいくら？
知りません。落合博満記念館は、入館料だけで 2000 円でした。
松井くんは性格がいいそうだから、入館料は 1000 円くらいかな？
（と思って、ネットで調べると 300 円でした。松井くんは、やっ
ぱりいい人なんだ）

↑安宅の関です。右から冨樫、弁慶、義経です。これだけ苦労し
て平泉へ逃れた義経が、自殺するはずがないのです。義経北行伝
説にゆかりの地がものすごくたくさんあるし、龍飛岬には『義経
寺』もあるし、積丹半島あたりにまで義経伝説があるし、弁慶の
銅像があるし、平泉で自殺した、というのは、絶対におかしい。
モンゴルへ行ってジンギスカンになったのでしょう、きっと。そ
の時に相撲を伝えたんです。だから、モンゴルから来た、白鵬、
鶴竜、日馬富士、それに朝青龍という横綱が生まれているんです。
もともと、義経がモンゴルに相撲を伝えたから・・・と考えると、
横綱をずっとモンゴルの方々に占拠されていても、腹立たない？
日本人力士、がんばれ、としか言えないけど。

↑勧進帳です。弁慶の銅像が、いやに子供っぽい体型ですが。関
所跡は、1100 年代の場所と同じだとのことでした。それにしても、
義経がジンギスカンになった？誰か、真実を教えて！

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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5 月 17 日は盛岡で栄養アセスメント研究会。私の仕事は 17 日の特別講演だったのですが、前日の教育セミナーを聞い
てみよう、ということで 16 日に盛岡入り。飛行機がものすごく揺れました。花巻空港に到着後、新渡戸稲造記念館へ。新
渡戸稲造は盛岡生まれなのですが、もともとは花巻出身だということで記念館があるのだそうです。盛岡へ着くと、ホテ
ルにチェックインして、まず、何をする？ちょっと遅めの昼メシとして『冷麺』を食べました。辛さは『普通』にしたの
ですが、ちょっと物足りないかな、という感じ。雨でしたが、新渡戸稲造の銅像を 2 つ見て、記念碑を見て、
『先人記念館』
へ。盛岡からはりっぱな方がたくさん出ているのですね。新渡戸稲造の部屋を見学、米内光正などの部屋を見学して金田
一京助の部屋へ。石川啄木の先輩で、深い交流があったことは知りませんでした。その後、金田一京助については、いろ
いろ勉強しました。研究会では当番世話人の加藤先生にいろいろお気遣いいただきました。岐阜大学の学長になられた森
脇先生とも、いろいろ話をすることができました。学長ですよ、すごい。翌日の特別講演はガイドラインについて。ま、
いつもの調子でしゃべりました。終わったら昼メシ。前日と同じ店の『冷麺』でしたが、
『ちょい辛』にしました。次は『中
辛』にトライしてみたいと思い
ます。温麺が意外とうまいと思
いました。このアセスメント研
究会、もともとは阪大の岡田正
先生が始められたのですが、来
年は櫻井先生、その次は福田先
生、次の次は田中先生が当番世
話人だとのこと。大勢で参加し
て、盛り上げてください。

↑栄養アセスメント研究会の懇親会の二次会の写真です。名前を知らない方も結構多くて。もとも
と恩師の岡田正先生が始められた研究会なのですが、私は、世話人でもなんでもありません。ま、
もともと、学会や研究会で人のお世話をするのに慣れてない私ですから。でも来年の JSPEN のお世
話はがんばりますよ。最初で最後のお世話かな？

↑栄養アセスメント研究会、会長の加藤先生です。開会の挨拶の
時と、懇親会の挨拶の時の表情がちょっと違いますね。よく見る
と、やっぱり開会の挨拶の時の方が表情が硬い。真ん中は、上が
ランチョンセミナーの、岐阜大学学長の森脇先生で、下は代表世
話人、大阪府立母子保健センター総長の福澤先生。

↑花巻空港の近くにある『花巻新渡戸記念館』。行ったのは 2 回
目ですが、今回は、結構ゆっくりと見ました。他には誰もいませ
んでしたし。係りの方が、盛岡の先人記念館などを教えてくれた
のです。だから、盛岡でも新渡戸稲造をたどる旅をしたのです。

↑花巻で新渡戸稲造について勉強して、盛岡で新渡戸稲造をたど
る観光をしようとしたのですが、盛岡には、偉い方がいっぱいい
たんだな、ということを知りました。もちろん、新渡戸稲造はす
ごいのですが。学生の時、『To become a “Bridge across the
Pacific”』なんて考えた、すごいことです。それにつけても、
バンクーバーで自転車で、新渡戸稲造公園にたどりつけなかった
ことが、今でも悔やまれます。

↑盛岡駅前の盛楼閣の冷麺。左が『普通』で右が『ちょい辛』。辛
さの違いがつゆの色でわかる？普通は、本当に普通でした。ちょい
辛も、ちょっと物足りない？次回は、中辛にチャレンジしよう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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5 月 22 日、木曜日には和歌山、海南医療センターへ。カテーテル管理についての講演をさせていただきました。海南医
療センターの喜田先生が私を呼んでくれたのです。聴衆が集まってくれるかな、と心配したのですが、会場はほぼ満席と
なり、安心してしゃべらせていただきました。喜田先生と一緒に食べた、和歌山の『鯛めし』はうまかった、お薦めです。
5 月 24 日、25 日は京都国際会館で JSPEN の臨床栄養セミナー。約 300 人だったかな、参加者は。今回は、司会として
講師陣の紹介もしました。異例のことです。また、今回は、講師陣に新しい方が加わりましたので、教育委員長として、
その方々の実力をみる？とう雰囲気で、丸々2 日間、私も受
講しました。みなさん、いい講義をしておられました。私
だけ異質？私の担当している在宅栄養療法のところは、専
門療法士の試験に出ない？ということで、かなり勝手なし
ゃべりをさせていただきました。しかし、点数や評価は非
常に厳しい。もう少し、気を使ってくれてもいいんじゃな
い？そんな感じ。その評価がトラウマになっている講師も
いますから。私だって『ギャグはいらない、時間通りに終
われ』
、
『採点は 1 点』なんていうこともありましたから。
私はこれらの評価に対する気持ちの落ち込みからは卒業で

↑新渡戸稲造の記念碑。盛岡城跡にあります。でも、字がほとん
ど読めません。もっと大きくして！

きたつもりです。でも、多少、ズキッとすること
はありますので、お手柔らかに。
第 3 回目の星薬科大学での講義では、経腸栄養
剤（濃厚流動食）の試飲をしてもらいました。約
200 人の学生さん達に、CZ-Hi、へパスⅡ、レナ
ジーbit、エンジョイクリミールなどを飲んでも
らい、エンジョイゼリーを食べてもらいました。
『経腸栄養剤はまずい！』というイメージがある
のでしょうか、少しずつカップに注いで飲んでい
たようですが、結構、『これはうまい！』と言っ
てくれる学生さんもいて、『経腸栄養剤はまず
い！』という単純なイメージを払拭できたかな、
と思ったりしています。協力してくださった、ク
リニコさん、中島さん、ありがとうございました。

↑石川啄木と金田一京助が同じ中学校で、先輩後輩だったとのこと。知らな
かった。金田一京助は、いろんな辞書を作った方だと思っていたのですが、
アイヌ語の研究が主な仕事。辞書にいろいろ名前が載っていますが、名前を
貸しただけ、ということです。でも、すごい人であることは間違いありませ
ん。息子さんが金田一春彦で、孫が金田一秀穂。横溝正史の名探偵、金田一
耕助という名前は、金田一京助の名が元になっているとのことです。「金田」
と読み間違えられることが多い「金田一」姓を有名にしてくれた横溝に「千
金を積んでもいい」と感謝しているとのことです。石川啄木が金田一京助に
お金をもらったりしていたので、春彦は石川啄木を『石川五右衛門の弟か何
かと思っていた』とのことです。面白い逸話をたくさんもっておられます。

↑星薬科大学での臨床栄養の講義の際に行った、経腸栄養剤の試飲大会。恐る恐るいろんな流動食を試飲していました。
亀井教授は、エンジョイゼリーArgina のピーチ味はうまいと言っておられました。でも、高カロリーですので、気をつけ
ましょう、お互いに。
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：星薬科大学の臨床栄養の講義中に、経腸栄養剤
ゼン先生

最近はフレーバーもよくなって、結構、飲めるという患者

の試飲をやってもらったんですよ。

さんも多いと聞いているぞ。

小越先生：そうか、それは面白い試みなんじゃないか？経
小越先生

ゼン先生：確かに、匂いの問題もずいぶん解決していると
ゼン先生

腸栄養剤って、実際に飲んでみたりしないと、講義を聞い

思いますよ。それから、グレープフルーツ味のエレンター

てもイメージがわかないだろう。

ルゼリーなんて、冷やして食べたことがありますが、デザ

ゼン先生：そうですよね。だから、クリニコの中島さんに
ゼン先生

ートとして、普通に食べられますよ。

お願いして、クリニコの製品を飲んでもらうことにしたん

小越先生：食べたことがあるのか？
小越先生

です。

ゼン先生：はい。前の病院の時、担当だった宅島くんとい
ゼン先生

小越先生：どうだった、学生さん達の反応は。
小越先生

う MR が冷やして持ってきてくれて、部下と一緒に試食し

ゼン先生：最初は、おどおど、という表現が合っているん
ゼン先生

ましたが、相当評価は高かったんです。

でしょう。カップにほんの数 mL 程度を入れて、恐る恐る

小越先生：それはよかった。
小越先生

飲んでました。最初に総合栄養食品の CZ-Hi を飲んでもら

ゼン先生：でも、昔は『まずい！』の代表みたいな感じで
ゼン先生

って、エンジョイクリミールのいろんな味、レナジーbit、

した。レモン汁を入れるとか、してましたね。そうそう、

へパスⅡへと移って、エンジョイ Argina のピーチ味を飲

醤油を垂らして飲んでいたおじいちゃんもいましたよ。今

んでもらいました。

でもよく覚えてます。

小越先生：どれが一番うまいって？
小越先生

小越先生：患者さんも苦労したんだ。でも、その頃に比べ
小越先生

ゼン先生：エンジョイ
Argina が一番評判がよかったです。
ゼン先生

ると、本当、これらの濃厚流動食の味はよくなったよ。

後味がいいんですよね。私も全種類飲みましたが、やっぱ

ゼン先生：今回、エンジョイゼリーの味について、いろい
ゼン先生

り、エンジョイクリミールも含めて、いわゆる濃厚流動食

ろ考えるところがあったんですが、やはり、若い人たちに

は、後味が残るんですよ。だからたくさんは飲めない、と

は、
『あずき味』は人気がないですね。いちご味やコーヒ

いうことになるんでしょうね。

ー味が人気がありました。

小越先生：そうかもな。確かに、濃厚流動食は甘いから。
小越先生

小越先生：オレだって『あずき味』より、コーヒー味の方
小越先生

たくさんは飲めない、オレもそう思うよ。

を選びたいなあ。

ゼン先生：でも、私は結構飲めますよ。学生の中にも、う
ゼン先生

ゼン先生：お年寄りには『あずき味』が人気があると思っ
ゼン先生

まい、うまいと言ってくれているのがいましたし。

てたんですが、クリニコの中島さんの話では『コーヒー味』

小越先生：別に君の味覚がおかしいというつもりはないけ
小越先生

が人気らしいです。最近、朝食だって『パンとコーヒー』

ど・・・。

という組み合わせの方が多いでしょう？

ゼン先生：エンジョイクリミールのバナナ味とコーンクリ
ゼン先生

小越先生：そうだな。
『あずき味』も嫌いではないけど、
小越先生

ーム味は、うまいですよ。おいしいと言って、持って帰っ

どっちかいうと『洋風』だな、オレは。

た女性もいますから。

ゼン先生：私は、どの味でもいけます。
ゼン先生

小越先生：ほう、女性にも。
小越先生

小越先生：君は味覚がおかしいんじゃないか？
小越先生

ゼン先生：いや、本当にうまいんだと思いますよ。125mL
ゼン先生

ゼン先生：そんなことはないですよ。なんでも食べる、い
ゼン先生

を、ストローで一気に飲んでま
したから。
小越先生：それは本当にうまい
小越先生
から飲めるんだろうな。
ゼン先生：経腸栄養剤はまずい、
ゼン先生
というイメージは、この学生さ
ん達にとっては払拭できたよう
に思います。でも、その経腸栄
養剤がまずい！というイメージ
はどこから来たのでしょうね。
小越先生：エレンタールか？
小越先生
ゼン先生：いやあ、本当かどう
ゼン先生
かはわかりませんが、先生が開
発された、エレンタールが、ま
ずい！というイメージを作った
のかもしれませんよ。
小越先生：そうかもな。でも、
小越先生

↑私も全種類、試飲しました。エンジョイクリミールは、確かにうまい。バナナ味、コーンスー
プ味は、濃厚流動食はうまくない、というイメージを完全に払拭していますよ。さすが、森永！
もちろん、他社のも相当うまくなっています。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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い子です。

脈栄養の感染対策について、いろいろ言っている、という

小越先生：まあ、あんな田舎で育ったら、都会で食べるも
小越先生

ことなんです。

のはなんでもうまいだろう。

小越先生：PPN
製剤は、感染しやすいから使うな？それっ
小越先生

ゼン先生：先生、それは、ちょっとばかり田舎者をばかに
ゼン先生

て、おかしいんじゃないか？

しているような感じがしますが。

ゼン先生：おかしいと思います。PPN
なんて、やらなくて
ゼン先生

小越先生：田舎者？その表現が間違ってるんじゃないか？
小越先生

もいいんじゃないか？栄養管理として意味があるのか？

ゼン先生：あ、先生に先に言われましたか。確かにそうで
ゼン先生

という話にもなっています。

す。私は田舎者ではなくて、地方出身者ですから。

小越先生：PPN
は、栄養管理をするためにやるんだろう？
小越先生

小越先生：ところで、学生さんへの講義だけど、経腸栄養
小越先生

ゼン先生：もちろんです。エビデンスとしてどうなんだ？
ゼン先生

剤の試飲もいいけど、静脈カテーテルや輸液ラインも実物

なんて話にもなってます。

を見せてやると、実感が湧くんじゃないか？

小越先生：むずかしいよな、PPN
の有効性をどこまで示す
小越先生

ゼン先生：そうですよね。実際にカテーテルを挿入するの
ゼン先生

か。3 日や 4 日なら、単なる電解質輸液でもいいんじゃな

はビデオで見せるしかないんですが、点滴セットをつない

いか、ということなんだ。

だり、輸液を滴下させたりすると、興味も湧きますよね。

ゼン先生：そうです。そこで、きちんとしたアウトカムを
ゼン先生

それ、いいアイデアですね。ありがとうございます。いた

示せ、ということですが、確かにむずかしい。

だきます。

小越先生：そういう理由で感染の方が問題だから
PPN 輸液
小越先生

小越先生：その点滴だけど、最近、PPN
製剤は感染しやす
小越先生

は使うな、ということになるのか？

いから、できるだけ使わないほうがいい、なんていう話が

ゼン先生：ICT
が、PPN 輸液の採用を取り消した、なんてい
ゼン先生

あるらしいな。

うことになった病院もあるようです。

ゼン先生：あるんですよ。そこが問題で、いろいろ活動は
ゼン先生

小越先生：それはひどい話だなあ。
小越先生

していますが、院内で ICT の方が NST より力がある施設が

ゼン先生：私としては、なぜ感染する？ということで議論
ゼン先生

多くて、苦労しています。

しているんです。

小越先生：そうらしいな。ま、感染対策の方が
NST 加算よ
小越先生

小越先生：PPN
輸液そのものが感染しやすいからだろう？
小越先生

りも、費用対効果がいいからな。

ゼン先生：先生、その言い方は、素人同然ですよ。失礼な
ゼン先生

ゼン先生：それもありますね。確かに、今、使われている
ゼン先生

言い方ですが。すみません。

『ビタミン B1・糖・電解質・アミノ酸液』や『アミノ酸・

小越先生：まあ、
君の失礼には、もう慣れてるけど。でも、
小越先生

ビタミン B1 加総合電解質液』って、優秀な PPN 製剤なんで

なぜ素人同然なんだ？

すが、使い方によっては感染する、それは現実なんですよ

ゼン先生：先生、なぜ
PPN でカテーテル感染症が発生する
ゼン先生

ね。

んですか？一つ一つ原因について考えたことがおありで

小越先生：そのややこしい名称はやめて、商品名で話をし
小越先生

すか？

てくれないか。ビーフリード、アミグランド、パレセーフ

小越先生：おいおい、そう責めるなよ。現場を離れてるん
小越先生

という製品なんだろう？

だから。

ゼン先生：確かに、ややこしい名称ですよね。でも、どの
ゼン先生

ゼン先生：あ、そうですね。すみません。まずですね、輸
ゼン先生

商品名を使っても、えこひいきしていると言われかねませ

液そのものがどれだけ汚染しているのか、ということなん

んので PPN 製剤としますが、いいです？

です。なぜ、輸液そのものが汚染するか、なんです。

小越先生：大人の対応だな。もちろん、いいよ。
小越先生

小越先生：要するに、
輸液そのものが汚染する原因は、PPN
小越先生

ゼン先生：昔の『みんなの栄養管理講座』でも取り上げま
ゼン先生

輸液に、いろんな薬剤を混注するからだな。

したが、確かに、日本の PPN 製剤って優秀です。静脈炎対

ゼン先生：そうです。
それも安易に。TPN 輸液と同じです。
ゼン先生

策もきちんとしています。pH も浸透圧にも配慮しているだ

日本の方々って、なんでも混注してしまう『クセ』がある

けでなく、滴定酸度の問題も相当解決していますから。で

んです。昔、科学技術庁の仕事で、師匠の武澤教授と一緒

も、それが、逆に、細菌で汚染すると急速に増殖する、と

に調査したことがあるんですが、TPN 輸液に 10 種類以上の

いう問題を生み出したことになるんですよね。

薬剤を混注している施設もありましたから。

小越先生：でもな、アミノ酸を加えた輸液は細菌が増殖し
小越先生

小越先生：確かに、そういう傾向というか、
『クセ？』あ
小越先生

やすいということは、もう、ずいぶん昔からわかっていて、

ると思う。

だから、ま、TPN でもそうだけど、感染対策をやりながら

ゼン先生：でも、実は、PPN
輸液そのものはほとんど感染
ゼン先生

静脈栄養をやってきたという歴史があるんだから、な。

していないんです。ま、混注をどこまでやるかが問題です

ゼン先生：でも、感染対策の連中が静脈栄養における感染
ゼン先生

が。ある PPN の感染に関する調査で、血液培養陽性患者に

に興味を持ちだしたのは、かなり最近のことだと思います

おいて、輸液に接続した輸液セットの、滴下筒の部分には

よ。だから、静脈栄養についての知識が乏しいくせに、静

細菌が検出されなかった、ということが報告されています。

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：滴下筒で細菌が検出されなかったということは、
小越先生

ゼン先生：その点は、感染管理の専門家の方々の方が詳し
ゼン先生

輸液バッグ内は汚染していなかった、ということだな。

いんですが、特に、PPN の汚染として問題になっているの

ゼン先生：そのとおりです。でも、発熱して抜去したカテ
ゼン先生

がセレウス菌なんです。芽胞がなかなか死ななくて、タオ

ーテルには細菌が付着していた、三方活栓からは細菌が検

ルやシーツにたくさんくっついているということです。

出された、ということです。

小越先生：そうだろう？そうじゃないかと思ってたよ。
小越先生

小越先生：それは、どういう解釈になるんだ？
小越先生

ゼン先生：特に、タオルは問題で、病棟で使われているタ
ゼン先生

ゼン先生：輸液、というか、輸液バッグ内の輸液は汚染し
ゼン先生

オル清拭車では、温度管理が不十分だと、清拭タオルの菌

ていないが、輸液ラインの途中からが汚染している、とい

量がかなり多いことが報告されています（井沢義雄、伊藤

う意味でしょう。

誠．Bacillus cereus による偽アウトブレイクと清拭タオ

小越先生：輸液ラインの管理が悪いっていうことなんだ。
小越先生

ルの管理について．日臨微生物学雑誌 15(2):82-89,2005）。

ゼン先生：そのとおりです。その論文に書かれていたのは、

小越先生：なるほど、タオルも問題なんだ。
小越先生

TPN の輸液ラインって、めったに接続をはずすなんてこと

ゼン先生：あまり気にしてはいなかったんですが、やはり、

はしませんよね。

細菌の種類によっていろいろ対応を考えなくてはならな

小越先生：ほとんどしないんじゃないか？
小越先生

い、ということです。

ゼン先生：ところが、末梢静脈の輸液ラインって、結構、
ゼン先生

小越先生：そういう意味では、ちょっと、気になっている
小越先生

安易にはずすんですよ。着替えの時なんか、三方活栓の部

んだが、CDC って、クロルヘキシジンでの消毒を推奨して

分で結構安易に輸液ラインをはずして袖の部分を通した

いるけど、あれって、セレウス菌にも有効なのか？

りするんです。輸液バッグが大きくて袖の部分を通らない

ゼン先生：そこは問題で、セレウス菌の芽胞は、アルコー
ゼン先生

から、輸液ラインを一旦外す、ということになるんですが。

ルでもクロルヘキシジンでも死なないんだそうです。

小越先生：なるほど。確かに、そういうことはむかーしか
小越先生

小越先生：そしたら、どうしたらいいんだ？
小越先生

らやっていたな。

ゼン先生：もともと、環境に広く存在するセレウス菌は毒
ゼン先生

ゼン先生：電解質輸液なら、感染しにくいからそういう安
ゼン先生

性が弱いため、通常では除菌する必要がないということな

易な操作でも問題は起こらないのでいいんですが、PPN 輸

んですが、セレウス菌は芽胞産生菌であるために熱やアル

液と電解質輸液とでは、やはり、管理方法を変えないとい

コールには抵抗性となるんです。ですから、除菌する場合

けないんです。

は、清拭によって物理的に取り除くか、殺菌するには高圧

小越先生：そういう安易な輸液ラインの管理が、PPN
の感
小越先生

蒸気滅菌（オートクレーブ： 121℃ 20 分間；135℃ 10 分

染率を高めている、ということなんだ。

間、など）などの特殊な処置が必要なんだそうです。

ゼン先生：はい。実際、安易に輸液ラインを外さないよう
ゼン先生

小越先生：なるほどな。芽胞を形成していないセレウス菌
小越先生

にする、という方針を打ち出したら、感染率が劇的に低下

そのものに対しては消毒は可能なんだろう？

したという報告がありますから（麻生恭代、ほか．Bacillus

ゼン先生：そこも問題で、クロルヘキシジンはダメだとい
ゼン先生

cereus 血流感染における輸液製剤と環境因子の検討．環境

うことです。エタノールもダメだそうです。ポビドンヨー

感染誌 27:81-90,2012）
。

ドの方が有効だという報告はあります（橋本浩司、ほか．

小越先生：なるほど。輸液が悪いんじゃなくて、管理が悪
小越先生

消毒部位消毒におけるポビドンヨードの有効性について．

いから感染する、ということなんだな。

日本輸血学会雑誌 45 巻 1 号 20-25,1999）
。

ゼン先生：そのとおりです。非常に大事なポイントです。
ゼン先生

小越先生：そうなのか。ということは、対策としては、セ
小越先生

TPN ラインでも同じですが、輸液ライン同士、輸液ライン

レウス菌が入らないような管理をすることが重要だ、とい

とカテーテルの接続操作時に汚染する、というのは、ずっ

うことなんだな。

と言っているんですが、なかなかピンとこないんでしょう

ゼン先生：そうですね。輸液ラインをはずしたり、安易に
ゼン先生

か。教育の問題かもしれませんが。

側注したりすると、そこからセレウス菌が入るんですよ。

小越先生：ま、教育というか、認識しているか、どうかだ
小越先生

特に、シーツやタオルに付着しているセレウス菌が、とい

ろうな。

うことです。

ゼン先生：輸液ライン同士の接続は、輸液を満たす前に接
ゼン先生

小越先生：なるほど。逆にいえば、ちゃんと感染対策をし
小越先生

続してしまうように指導しているつもりなんですが。輸液

ておけば PPN はそれほど感染しない、とも言えるんだろ

ラインを安易にはずすと、再接続する時に汚染する、それ

う？

って、当たり前のことなんですよね。それをやめたら、感

ゼン先生：そうなんですよね。だから、ICT
が PPN 輸液が
ゼン先生

染率が下がるのも、いわば当たり前なんですよ。

悪いと言ってますけど、本末転倒です。PPN 輸液が悪いん

小越先生：それに関連して問題なんじゃないかな、と思っ
小越先生

じゃないんですよ、管理が悪いんです。そういう指導もで

たりするんだけど、な。ベッドのシーツ交換とか、タオル

きていないくせに、それを棚に上げて、PPN 輸液のせいに

で清拭したりすることって、感染には関係ないのか？

する、PPN 輸液は使うなと指導する、その結果、有効な栄

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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養管理ができなくなる、由々しき問題です。あ、だんだん

ゼン先生：してます、あちこちで。でも、実際にそうなん
ゼン先生：してます、あちこちで。でも、実際にそうなん

腹が立ってきた。

ですよ。だから、PPN をやることが問題なのではなくて、

小越先生：そういうことだったら、
『PPN 輸液が悪いんじゃ
小越先生

管理方法がまずいことの方が問題だ、と強調する必要があ

ない、あんたの管理方法が悪いんだよ！』なんて、また、

るんです。栄養管理の専門家としては。

そんなきつい表現で講演してるんじゃないだろうな？い

小越先生：なるほど。きつい表現かもしれないけど、そこ
小越先生：なるほど。きつい表現かもしれないけど、そこ

や、してるな、君のことだから。

まで言わないとダメなのか、オレもそんな気がするな。

↑インターネットで、「静脈炎」として検索をかけると、私の写
真がこんなに出てきます。勝手にダウンロードできます。上、真
ん中の写真は、とある雑誌に掲載されていました。私の写真なの
に、別の方が使っていました。特に左上の写真はよく使われてい
るようです、私以外の方々に。でも、末梢静脈の静脈炎の写真と
私以外の方々に。でも、末梢静脈の静脈炎の写真と
しては、最高にいい、ですよね。でも、赤い○と矢印は消せませ
ん。勝手に使われないように、すべての写真に私のサインをして
おかなければならないな。

↑PPN の感染対策の講演で使っているスライド。安易に輸液ライ
ンをはずすことが、PPN に関連した感染の重要な原因。中心静脈の
輸液ラインは、そう安易に輸液ラインをはずさないでしょう？輸
液ラインをはずすと、そこから感染するリスクがあるのです。特
に PPN 製剤を投与している場合は、要注意です。この写真は、PPN
製剤を投与している場合は、要注意です。この写真は、
輸液バッグが袖を通らないので、輸液ラインをはずして、輸液バ
ッグを袖を通して、再接続しているシーンです。

【今回のまとめ】
1. 星薬科大学の学生さん、多分、「経腸栄養剤はおいしくない！」という先入観を払拭でき
たと思います。特にクリニコの製品は味がいい？
2. 何のために PPN をやる？栄養管理を実施するためです。そもそも、
をやる？栄養管理を実施するためです。そもそも、PPN
PPN って何の略語か、言
えますか？
3. PPN 輸液は感染しやすいから使わないように、という考え方自体がおかしい。
4. PPN 輸液にはできるだけ薬剤を混注しない、輸液ラインを安易にはずさない、シーツ交換時
などの
などの汚染を考える、消毒剤としてはポビドンヨードの方が有効、末梢静脈カテーテルは
96 時間以上留置しない、これらを守って PPN を実施してみてください。
を実施してみてください。

5. 「PPN 輸液が悪いのではない、あなたの管理方法に問題があるのです」、という意見に、耳
を傾けてみてください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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