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『CLABSI の定義を使うと、
カテーテル関連血流感染症は「ゼロ」にできる？
カテーテル関連血流感染症は「ゼロ」にできる？』
る？』
私事ですが、手術後 5 年が経過し、CT などの検査で再発や転移の所見がなかったので、5 年、生きることができたな、
という気持ちになることができました。高崎医療センターの小川くんが送ってくれていた、
「ダルマ」の右目を黒く塗るこ
とができました（小川くん、ありがとう。両目の入ったダルマが 5 個、あります）。私自身も患者ですが、患者さん達って、
こんな風に考えたり感じたりしながらがんばっているんだな、と思いながら、ダルマに目を入れました。患者にならない
と見えないことがいっぱいあります。うわべだけで「患者さんのため」といいながら、本当はそうは思っていない、そん
なふうになっていないか、そういうことを謙虚に考えてみることも必要なのではないでしょうか。自分が患者になったら、
心の底からそう思うことができます。
「患者さんのため」といってても本心ではないかも、なんて、常に反省しながら医療
を進めていくべきです。
そうそう、4 月１日から、所属が「大阪大学国際医工情報センター、栄養ディバイス未来医工学共同研究部門」に名称
が変更となりましたので、名刺、封筒などを作り直しました。古い名刺がまだ 50 枚くらい残っていたので、使い切ろうと
思っていたら、秘書の須見さんに叱られました。もったいない、ではないのですよ。せっかく新しい名刺を作ったのだか
ら、4 月１日からはそれを使わなくては、ということです。しかしね、必要な住所やメールアドレスはそのまま使えるの
ですよ・・・。今回の名刺は、前のとは少し違います。こっちの方が、デザインがいい、そんな感じがします。
3 月 27 日には、広島で「周術期の栄養管理を考える会」に出席。広島市民病院外科の二宮先生、井谷先生、NST の原野
先生、マツダ病院の赤木先生、呉共済病院の田原先生を始め、20 人くらいが集まってくれ、結構、ざっくばらんな話がで
きました。私は気楽に、１時間ほどしゃべりました。井谷先生には、福山市民病院におられた時にも 2 回も呼んでいただ
きましたし、今回も非常にいい司会をしていただきました。二宮基樹先生は、副院長になっておられますが、もう 20 年ほ
ど前になりますか、PPG（幽門輪温存胃切除術）の手術を見学させていただいて以来でした。当時、私は大阪府立病院で手

↑ うちの研究室の入口です。いろいろ置いています。今回は、ダルマの右
目を入れた、という意味で披露させていただきました。ダルマは、まず、
向かって右の左目に墨を入れ、目標が達成できたら向かって左の右目に墨
を入れるのが正しいのだそうです。名前入りのダルマ、高崎医療センター
の小川先生に特別に送っていただきました。おかげで、5 年生きられました
よ。ありがとうございます。

↑大阪大学国際医工情報センターの部屋ができまして、そのお披露目会で
す。そして、センター長だった澤教授が、医学部長になられましたので、
センター長も交代しました。右下の写真が八木センター長です。視覚系の
センシングデバイスなどの、ものすごく進んだ研究をしておられます。

↑広島での「周術期栄養管理を考える会」です。20 人くらいが集まって、
ざっくばらんな議論ができました。こういう企画って、いいですね。何百
人を前にして講演するのもいいですが、少ない人数で、きちんと議論がで
きる、これを、今後の活動の中で一つの形にするべきかもしれませんね。
右は、広島市民病院担当の、味の素製薬の MR、福島さんです。朝、大阪へ
戻る時に一緒に撮影したのです。井上先生、ちょっと、気楽すぎますよね。
しかし、この写真しかありません。研究会の時に、きちんとネクタイを締
めて写真を撮ればよかったな、と反省です。福島さん、がんばってくださ
い。

↑ 二宮基樹先生お薦めの、スタミナがつく台湾料理でした。何が入ってい
る？わかりません。スープまで力が出るのだそうです。井谷先生、田原先
生、原野先生、赤木先生をはじめ、みなさん、熱心に議論していただきま
した。いい座談会、研究会、ありがとうございました。次は、広島のお好
み焼き、小イワシの刺身、オコゼの唐揚げを食うぞ！
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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術三昧の生活を送っていたのですが、新しい術式を実施しておられる、ということで見学に行ったのです。その時のこと
をよく覚えておられ、私が見学に行ったことは非常にうれしかったのだ、と言っていただきました。丁度、胃癌学会の会
長を終えたばかりだったのです。今回の研究会では、臨床栄養に関する「試験」をやったのですが、参加されたみなさん、
試験をする？という雰囲気で驚いておられました。採点はしませんでした。自己採点されたのでしょうか。会食は、二宮
先生が「元気になる」というお墨付きの「台湾料理」のお店でした。
4 月 4 日と 5 日は、日本静脈経腸栄養学会の臨床栄養教育セミナー。3 月末で教育委員長の職は解雇されているはずなの
ですが、まだ新しい委員長が決まっていない、ということで、JSPEN の最後の仕事として 2 日間、びっちりと仕事をさせ
ていただきました。挨拶、司会、講義、でした。今回の講師陣は、私の最後の仕事だということを理解していただいてい
たのか、非常に気合の入った講義をしていただきました。私はいつもの通りでしたが。このセミナーでは講師に対する採
点や「ご意見」があります。いろいろ、きつい「ご意見」もいただくのです。私は、もう慣れていますが、傷つく方もお
られます。採点結果ですが、今回は、栗山先生に負けまし
た。負けた、という表現自体、間違いなのですが、なんと
なく、
そんな気持ちになるでしょう？平均点で 0.1 ですが、
2 位になってしまいました。ものすごく高いスコアなんで
すよ。栗山先生の「経腸栄養剤の種類と選択」はみんなが
興味のあるところで、私の「在宅栄養療法」には興味が薄
いんだ、などという負け惜しみ・・・言っても仕方ありま
せん。結果は結果ですから。松末先生の講義も高い点数で
した。私は、全員の講義を聞かせていただきましたが、非
常にためになりました。医師の中には、臨床栄養教育セミ
ナーはメディカルスタッフのためのもので、医師にはレベ
ルが低い、なんて言っている人もいるようですが、そんな
ことはありません。特に、今回の講師陣の講義を聞いてみ
てください。ハイレベルでしたよ。でも、今回で講師を降

↑東京での臨床栄養教育セミナーです。250 人くらいだったでしょうか、受
講者は。みなさん、熱心に聞いておられました。講師全員の写真を撮ろうと、
最初は、がんばって撮っていたのですが、途中で、撮るのを忘れてしまいま
した。だから、最初の講師の松末先生と、次の大林先生の写真しかありませ
ん。全員、気合の入った講義でした。教育委員長の最後の仕事として、いい
仕事ができました、おかげさまで。ありがとうございました。

りられる方もいます。残念ですけどね。
4 月 7 日には、仕事で長野県上田市へ。どうやって上田へ行く？新幹線で東京経由？名古屋から中央線？金沢経由で北
陸新幹線？どの経路も、それほど時間は変わりません。いろいろ悩んだ結果、行きは東京経由、帰りは金沢経由というこ
とにしました。北陸新幹線に乗りました。その日は非常に寒い日で、翌朝は雪が降りました。上田城の桜が満開で、一番
いい日に上田へ行った、ことになります。上田で食べた「そば」のうまかったこと、多かったこと。次回は「中盛り」に
チャレンジしようと思いますが、食べきれないかも。調べてみると、普通のざるそばは 120g が標準だそうですが、この上
田の並盛りは、400g でした。
「食べた！」という充実感がありましたね。ちなみに、中盛りは 600g、大盛りは 1000g だそ
うです。大盛りは、無理でしょうね。
4 月 14 日には、星薬科大学での、今年最初の講義。今年の受講生は 120 人くらいに減っていました。人気がない？そう
いうことではなく、いろいろ、国家試験対策をしなくてはならないので、ということだそうです。私は、そういうことは

↑ 来年の大河ドラマの準備は着々と進行中のようです。すでに、いろいろ
と準備をしているようです。「真田丸」は信州上田が舞台ということで、
盛り上げようとしています。なんか、面白そうです。最近の大河ドラマは、
どれも不調のようですが、期待できるかも。若者に受ける内容にするので
はないですか？創作の部分が増えるのではないでしょうかね。詳しくは知
りませんが、真田幸村って、現在、ゲームで大人気なんだそうです。来年
の大河ドラマでの真田幸村は堺正人が演じるそうです。ミスキャストで
は？かつて、真田太平記というドラマがありましたが、真田幸村は草刈正
雄が演じました。どんな真田幸村を堺正人が演じるか、乞うご期待、でし
ょうか。

↑ 上田城の石垣です。このアスファルトの道の部分は、昔は川だったとのこ
と。この川をはさんで、関ヶ原の合戦の時に徳川秀忠を足止めしたのです。
真田氏の戦略に、徳川秀忠が翻弄されたのです。関ヶ原の合戦に間に合わな
かった、のです。本当は、秀忠の進退に関わる大問題です。しかし、家康が
関ヶ原の合戦で負けた時のために、秀忠が間に合わないようにした、という
説もあるそうです。とにかく、上田城は非常に雰囲気のいい城でした。
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考えず、栄養って大事なんだよ、という内容なので、気楽に、気楽に、でした。学生さん達に、静かに講義を聞いてもら
うのって、難しいと思います。でも、結構、静かに聞いてくれました。いい学生ばっかりなんだ、星薬科大学は。でも、
ごぞごぞ私を無視してしゃべっている学生もいました。そういう連中にも、栄養の重要性を教えてやりたいのですよ。

↑信州信濃の有名な信州そばの店、草笛です。だいたい、器に入っている
ざるそばって、異例ですよね。これだけの量のそばが、並盛りなのです。
満足する、量です。だいたい、普通、ざるそばを食べて、満足しています？
もっと食べたいと思いませんか？調べると、120g が標準なのだそうです。
ここの並盛りは 400g です。だから満足できるのでしょう。これの 1.5 倍
が中盛りで、2.5 倍が大盛りです。大盛りは、なんと、1kg です。うまい
蕎麦なのですが、いくらなんでも、普通の人は 1kg の蕎麦は食べられない
と思います。でも、中盛りにはチャレンジしてみたいな。

↑ 上田城の「真田井戸」というのは非常に有名で、抜け穴があったそうで
す。真田家らしい、しかけ、ですよね。左は、真田の赤備え兜です。六文
銭も有名ですよ。大阪夏の陣で、徳川家康を追い詰めたとのことです。そ
れよりも、兄弟を、豊臣側、徳川側に分けた、その戦略がすごいですよね。
真田家として生き残るためには・・・ということなのですが。上田には初
めて行きましたが、また行きたいと思いました。いい町ですよ。

↑ 上田藩士、赤松小三郎は、あまり名前は知られていませんが、坂本龍馬
の発案だと言われている「上下両局の議政局」設置などの案は、実は、赤
松小三郎の方が先だった、ということです。戦術の本の翻訳などでももの
すごく功績があったとのこと。偉人は、いろんなところにいたんですよね。
歴史に埋もれている方が、まだまだおられるのでしょう。この石碑の文字
は、教え子の東郷平八郎の書だそうです。赤松小三郎が薩摩藩に殺害され
たこと、東郷平八郎が薩摩人だったこと、いろいろ、あるようです。

↑ もちろん、山極先生の名前は知っていましたが、上田の出身であることは
知りませんでした。ウサギの耳にコールタールを塗り続け、人工的に癌を発
生させることに成功したことは、あまりにも有名です。ノーベル賞候補にも
なったとのこと。当時は、やはり、業績というより、東洋の国の人だから、
などという偏見があって、ノーベル賞受賞とはならなかった、そんな感じだ
ったそうです。世界で最初に人工的に癌を発生させることに成功したのに、
寄生虫による人工癌を発生させたと評価されてデンマークのフィビゲルがノ
ーベル賞を受賞したとのこと。しかし、後年、フィビゲルの標本は癌ではな
かった、ということです。ということは、やはり、山極先生がノーベル賞を
もらうべきだったのでしょう。

名古屋での日本外科学会にも行きましたし、金沢での日本
泌尿器科学会にも行きました。2 月の神戸での静脈経腸栄養
学会学術集会と比較しながらだったのですが、コングレスバ
ッグでは、完全に負けました。いいコングレスバッグでした、
両学会とも。外科学会の参加費は 15000 円、泌尿器学会の参
加費は 20000 円でした。外科学会では、平田先生が司会のラ
ンチョンセミナーを一番前で聞きました。生体肝移植と感染
対策というテーマでしたが、経腸栄養が話題となりました。
さすが、名司会！私も、突然のコメントをさせていただきま
した。昼は、ランチョンセミナーだけでなく、天むすも配ら
れていました。有名店のサンドイッチも配られていました。
やはり、外科学会はリッチです。泌尿器科学会では、
「がん
化学療法施行時の PICC」について、15 分ほどしゃべらせて
いただきました。教育講演のセッションで、会場は立ち見も

↑ 泌尿器科学会のプログラムは、表紙もすばらしいものでした。買うと
4000 円です。右は、私が発表させていただいたシンポジウムの会場です。
入りきれないくらいの盛況ぶりでした。私の時は、こうではありませんで
した。真ん中は、名前ホルダーの紐？です。これも金沢らしいデザインで
した。これも高そう！この学会は、4 日間です。参加費は 20000 円。4 日間
だから、2 万円は必要ですよね。コングレスバッグもなかなか良かったし。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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でるくらいでした。私が最後の講師で、私の時にはガラガ
ラになるのではないかと心配したのですが、100 人以上は
聞いてくれたと思います。興味をもって聞いてくれる方も
いるんだなと、ほっとしながらしゃべりました。金沢とい
えば、前回、話題にした、金沢城の案内板の間違い。もち
ろん、その間違っていた案内板をチェックに行きましたが、
ちゃんと、直っていました。これって、北陸新幹線が開通
して、
「観光」と「おもてなし」に力を入れている金沢市に
とって、非常に大きな貢献をしたことになるのではないで
しょうか。お礼の一言くらいもらってもいいかもしれませ
んよね。案内板の間違いを見つけた！これは、すごいこと
ですよね。

↑金沢の尾山神社です。「前田利家」ではなく、「前田利家公」を祀って
います。呼び捨てにしてはいけません。
「前田利家公」です。
「お松さん」、
これもダメです。「お松の方」、なのです。真ん中は「前田利家公」の兜
です。きんきら金でした。

第 2 回血管内留置カテーテル管理研究会 JAN-VIC については、今回の最後にもってきました。抄録集の最初に「血管内
留置カテーテル管理研究会の英語名は、
〔Japanese Association for Nutrition, Venous access, Infusion and Care〕と
しました。略称は〔JAN-VIC〕です。最初、〔Japanese Society for Venous access, Infusion and Care〕で〔JVAIC〕と
略そう、と考えたのですが、私としては、どうしても〔Nutrition〕という英語を入れたかったのです。その結果、JAN-VIC
という略称になったのです。カテーテルを挿入する目的の主なものが〔Nutrition〕、
〔栄養〕であること、日本の栄養管理
の領域では静脈栄養がおろそかになりがちである、その正しい考え方の普及のためにもこの研究会を立ち上げた、という
意図があるからです。今後、
〔JAV-VIC：ジャンビック〕という略称が、愛称となって広がっていくことを期待しています。
」
と書かせていただきました。4 月 11 日、大阪大学銀杏会館において、JAN-VIC の第 2 回研究会を開催しました。218 名も
参加してくれました。200 名分の弁当を準備したランチョンセミナー。弁当の数はぴったりだったようです。弁当も 2 種
類用意しました。大阪府立母子保健総合医療センター小児外科の曺英樹くんに講演してもらいました。小児における中心
静脈カテーテルの話って、ほとんど聞いたことがないでしょう？非常に苦労して管理していることが、よくわかりました。
大阪府立病院で一緒に勤務して以来、曺くんは私の弟子だなんて思っていたのですが、いつの間にか、超えられている？
かもしれません。それでいいのです。JAN-VIC は非常に盛り上がった研究会で、質疑応答がすごかった、一つ一つの発表
についてきちんと議論ができた、いつもの研究会ではモヤモヤがいっぱい残ってしまうのだけど今回は納得することがで
きた、などのうれしい感想をたくさんいただきました。徹底的に議論しよう、これがこの研究会の理念。発表者には厳し
いと思いますが、切磋琢磨して、本気の議論をして、本気の研究をしよう、それを発表しよう、という気持ちになれるの
ではないかと思っています。本当、厳しい質問が飛び交っていました。でも、これが本当の研究会だな、こういう本気の
研究会はなくなってしまっていたな、また参加するぞ、というコメントをいただきました。予定終了時刻をかなり超過し
たのです。司会の一人だった山中先生が「司会の不手際で予定時刻を超過して申し訳ありません」と言っておられました
が、そうではないのです。いい司会だったから、予定時刻を超過するような議論ができたのです、ということです。カテ
ーテル管理における、安全管理、感染管理、
栄養管理、この 3 つの領域がうまく噛み合う
と、本当に適切な管理ができるようになるは
ずなのです。バラバラで議論していては、本
物は生まれない、そう思います。終わってか
らは、銀杏会館にあるレストラン「ミネルバ」
での情報交換会。ここの料理は抜群にうまい
のです。厳しい意見交換を行った後は、うま
いものを食べながら仲良く話をする、これで
いいのではないでしょうかね。次回の第 3
回は、大阪大学コンベンションセンターで
12 月 19 日に開催しますので、お誘いあわせ
の上、ご参加ください。よろしくお願いしま
す。
↑上は JAN-VIC の世話人会。気楽に撮影しました。↓
↓下は、それぞれのセッションの司会とコ
メンテーター。かなり気合の入った司会をしていただきました。司会の方々も楽しそうでしょ
う？司会に笑顔が見られるのは、会が盛り上がった証拠でしょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑ 今回、発表していただいた方々です。かなりの数の質問に答えなくてはなら
なかったので、大変だったと思います。しかし、今後について、どういう研究
をすすめるべきか、それも見えてきたのではないかと思います。また、次回も、
お願いします。発表していただいた方々を紹介しますと（敬称略）、上左から
浜松医療センター：大菊正人、NTT 東日本札幌病院：三浦巧、鹿児島大学：加治
建、公立藤田総合病院：木暮道彦、神奈川県立がんセンター：尾形高士、呉医
療センター：山下芳典、高崎総合医療センター：村田美幸、増子記念病院：堀
田直樹、公立松任石川中央病院：嶋田由美子、旭川赤十字病院：宮崎寛康、NTT
東札幌病院：萩野貴志、金沢医科大学病院：杉田和義、東京女子医科大学附属
青山病院：上田佳子、東邦大学医療センター大橋病院：中山晴雄、立川綜合病
院：飯利孝雄、です。北里大学東病院の北島浩美さんの写真だけがないのです。
すみません。
↑質疑応答をしてくださった方々です。コメントもすごかったし、質問
の内容もすごかったし。「質問ありがとうございました」なんて言って
いる余裕はなかったはずです。「ありがとうございました」なんて、思
ってなかったのでは？そういう雰囲気が、本当の研究会ですよね。

↑しっかり議論をして、終わったら、懇親会で仲良く話をする、これが本来の研究会の姿でしょう。おまけに、この、銀杏会館のレストラン「ミネルバ」
の料理はうまい。だから、第 3 回の JAN-VIC にも来てください。12 月 19 日、大阪大学のコンベンションセンターで開催することに決まりました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：静脈経腸栄養学会学術集会が終わって、いろい
ゼン先生

小越先生：金沢だろう？兼六園だろう？忘れたな。
小越先生

ろ反省したりしながら過ごしていたんですが、外科学会と

ゼン先生：金沢城の案内板が間違っていた、という話です。

泌尿器科学会に行き、またまた、あれでよかったんだろう

小越先生：おお、そうだったな。現在地の位置が違ってい
小越先生

か、なんて、思ったりしているんですよ。

た、ということだったな。

小越先生：なんだ、すっきりしないやつだな。もう、終わ
小越先生

ゼン先生：そうなんです。ちゃんと、直っていました。証
ゼン先生

ったし、よかったっていう評価をもらって、喜んでいたじ

拠写真も撮ってきました。

ゃないか。

小越先生：そうか、それはよかったな。
小越先生

ゼン先生：そうなんですけどね。外科学会と泌尿器科学会
ゼン先生

ゼン先生：とにかく、金沢は北陸新幹線が開通して、盛り
ゼン先生

のコングレスバッグが非常に良くて、神戸でももっといい

上がっているんですよね。観光客は多いし・・・。
「お・

コングレスバッグにしておけばよかった、なんて思いまし

も・て・な・し」ですよ。

てね。

小越先生：観光客が増えたら、
案内板なんかも大事だよな。
小越先生

小越先生：バッグ？いいんじゃないか。
それは、ある意味、
小越先生

ゼン先生：そうです。金沢市長の対応が早かったんでしょ
ゼン先生

お金の問題に過ぎないんだろう？

う。しかし、お礼の一言があってもいいとは思いません

ゼン先生：確かに、お金の問題ですが。でも、結果として
ゼン先生

か？あんな間違い、簡単に気づくものではないと思います

みると、もっといいのにしたらよかったのに、と、ちょっ

が。

と後悔しているんですよ。

小越先生：お礼？そんなもの、ないだろう。
小越先生

小越先生：外科学会も泌尿器科学会も、ものすごく歴史が
小越先生

ゼン先生：いやあ、金沢の地方新聞くらいには、美談とし
ゼン先生

あるんだろう？それに、参加費も高いんじゃないか？

て掲載されてもいいんじゃないですか。
「3 月 7 日、大阪か

ゼン先生：外科学会は第
115 回、泌尿器科学会は第 103 回
ゼン先生

ら金沢大学に講演に来た大阪大学の井上氏が、暇だったの

です。歴史が違いますし、学会としての組織もきちんとし

で金沢城を観光した。前田利家公の銅像の写真を撮ろうと、

ていますよね。それから参加費は、外科学会は 15,000 円、

金沢城公園を歩いていたところ、案内板の現在地表示が間

泌尿器科学会は 20,000 円でした。ま、外科学会は 3 日間、

違っていることに気付いた。講演の中でその間違いについ

泌尿器科学会は 4 日間ですからね。

て話題にしたところ、司会の金沢大学の小川恵子准教授が

小越先生：そうすると、
静脈経腸栄養学会は 2 日間だから、

金沢市長にメールで連絡した。市長は、観光、おもてなし

参加費は高い、ということになるんじゃないか？

の金沢としては、非常に重要な案件だと判断。担当者に指

ゼン先生：懇親会費をなくして
12000 円にしたんですが、
ゼン先生

示して直ちに案内板を訂正させた。4 月 18 日、再び金沢城

それでも高い、ということになりますか。

公園を訪れた井上氏は、案内板が訂正されているのを見て、

小越先生：そうだろう。一日あたりで計算すると、どちら
小越先生

金沢市の対応の速さに感動した、ということであった。
」

も 1 日 5000 円なのに、静脈経腸栄養研究会の方は、昨年

ということで、どうですか？先生。

までだったら 1 日 7000 円ということになるだろう？今回

小越先生：大げさだなあ。
小越先生

は値下げしたけど。だったら、もっといいコングレスバッ

ゼン先生：でも、金沢の名物くらい、送ってくれてもいい
ゼン先生

グにできたはず、なんてことになる？

んじゃないですか？

ゼン先生：先生、やめましょう、この議論。それぞれの学
ゼン先生

小越先生：そういうことだったら、金沢の中田屋の「きん
小越先生

術集会に、それぞれの事情がある、ということでしょう？

つば」くらいは送ってもらってもいいかもしれないな。

小越先生：そうだよ。いろいろ事情があるんだよ。
小越先生

ゼン先生：でしょう？しかし、私が間違いを発見した、な
ゼン先生

ゼン先生：私は私なりに一生懸命にやりました。
ゼン先生

んて、金沢市長は知らないでしょうから。

小越先生：そうだろうな。それでいいんだよ。ところで、
小越先生
なぜ、泌尿器科学会に行ったんだ？
ゼン先生：抗がん剤投与時の投与ルートとしての PICC の有
用性、というシンポジウムでの発表を依頼されたんです。
小越先生：泌尿器科の領域に
PICC？まだまだ普及していな
小越先生
いだろう？
ゼン先生：そうなんですけど。興味がある方もいるだろう
ゼン先生
し、会長の金沢大学では実際に PICC を使って抗がん剤を
投与しているので、それが、私を泌尿器科学会に呼んだ理
由でしょう。
小越先生：なるほどな。
小越先生
ゼン先生：金沢では、前回の宿題が果たされているのをチ
ゼン先生
ェックしてきました。
小越先生：前回の宿題？
小越先生

↑金沢城の鯉喉櫓台の所にある案内板。前回、ここの現在地の表示が間違っ
ていたのを発見したとお知らせしましたが、それは、今回行ってみると、訂
正されていました。迅速な対応でした。しかし、私が発見したから迅速な対
応ができたのです。金沢大学の小川先生が市長に連絡しなければ、こうはな
らなかったのですが。ま、市長に連絡した小川先生の功績もりっぱですが、
発見した私の功績の方が上でしょう？

ゼン先生：あれ？先生、覚えておられないんですか？
ゼン先生
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：そうだな。いいことをした、ということでいい
小越先生

んて、確か、それは大阪の風土病なんじゃないか、なんて

んじゃないか？

いう議論もあったなあ。

ゼン先生：そうですね。
ゼン先生

ゼン先生：岡田先生は、どう答えたんですか？
ゼン先生

小越先生：ところで、
君にとっての 4 月の一大イベントは、

小越先生：覚えていないけど、相当怒っていたように思う
小越先生

第 2 回の JAN-VIC だったんじゃないか？金沢のきんつばと

よ。なんと言っても、座長が質問ありませんか？といった

いう話題よりも。

ら、一番に手を挙げて質問しなければならない、という雰

ゼン先生：そうです、もちろんです。大成功だったと思っ
ゼン先生

囲気だったから、検討会で手を挙げる訓練までしたもんだ

ています。

よ。

小越先生：そうか。それはよかった。参加者数はどのくら
小越先生

ゼン先生：へええ、すごいですね。
ゼン先生

いだったんだ？

小越先生：そのくらい、学会や研究会で発表することは、
小越先生

ゼン先生：218
名ですよ。200 人を超えました。
ゼン先生

重大なことだったんだよ。もちろん、今もそうなんだけど、

小越先生：そうか、それはよかったなあ。
小越先生

その点が甘くなっていると、俺もいつも思っていたよ。

ゼン先生：ありがとうございます。昨年の
8 月の第 1 回は
ゼン先生

ゼン先生：でしょう？発表が終わったら拍手して、質問が
ゼン先生

台風にたたられて、予定参加者数を下回ったんですが、今

来たら「質問ありがとうございます」なんていう雰囲気は

回は、天気は上々で、本当によかったです。

なかったでしょう？

小越先生：演題を発表して、それについて議論する、とい
小越先生

小越先生：当たり前だよ。拍手？ありえない。そのセッシ
小越先生

うことにしたんだったな。

ョンが終わった時に座長が挨拶したら、その時は拍手もあ

ゼン先生：そうなんです。神戸での日本静脈経腸栄養学会
ゼン先生

ったけどな。
「質問ありがとうございます」？そんな雰囲

学術集会と、同じく神戸での日本環境感染学会学術集会で

気は絶対にない。
「何か文句ある？」
「質問？誰に対しての

発表した、カテーテル関連の演題の演者に、発表してくれ

質問だ？」みたいな雰囲気だったよ。

ませんか？というお願いのメールを送って、発表してもら

ゼン先生：そうですよね。
「誰に質問しているんだ？オレは
ゼン先生

ったんです。

イノウエだぞ」という雰囲気で質問に答えてましたけ

小越先生：そうか、そういうことか。
小越先生

ど・・・。

ゼン先生：準備期間が短かったので、演題募集をかけて待
ゼン先生

小越先生：そうだよ、それが質問に対する姿勢だよ。
小越先生

っていたのでは、演題は集まらなかったと思います。

ゼン先生：うれしいなあ、そうですよね、先生。こういう
ゼン先生

小越先生：そうだな、俺もそう思う。
小越先生

と、
「キツイ」とか「毒舌」とか、言われるんですけど、

ゼン先生：どうだった？内容は。質問やコメントで、結構
ゼン先生

そうではないですよね。

大変でした。議論沸騰という、私が望んでいた研究会スタ

小越先生：そうではないけど、君のは確かに「きつい」
「毒
小越先生

イルでした。

舌」なんて、言われても仕方がないかも、な。

小越先生：議論沸騰？今時、そんなに議論ができる研究会
小越先生

ゼン先生：今回の
JAN-VIC では、そういう質問とコメント
ゼン先生

なんてないだろう。今のほとんどの研究会や学会は時間に

の応酬が、本当にすごかったんです。松末先生は、先生と

追われていて、議論する時間なんてないだろう。

同じようなことを言っておられました。

ゼン先生：本当、そうですよね。でも、この研究会では、
ゼン先生

小越先生：だろうな。松末先生も、そこで育った方なんだ
小越先生

そちらに重きをおいていたので、いい議論ができました。

からな。

小越先生：昔の静脈経腸栄養研究会や外科代謝栄養学会は
小越先生

ゼン先生：第
3 回は 12 月 19 日に阪大のコンベンションセ
ゼン先生

いつも議論沸騰だったよ。

ンターで開催することにしました。

ゼン先生：そうでしたね。気合入れて準備して、質問に対
ゼン先生

小越先生：そうか、12
月か。台風はもう来ないだろうな。
小越先生

する受け答えも相当準備しました。

ゼン先生：来ないでしょう、12
月ですから。
ゼン先生

小越先生：きつい質問やコメントが多かったし、
ある意味、
小越先生

小越先生：そうだな。いろいろな話題で研究会が盛り上が
小越先生

戦場だったな。

ったんだろうけど、何か、問題はなかったのか？

ゼン先生：壇上絶句、という用語を教えてもらいました。
ゼン先生

ゼン先生：研究会としては、発表した人達が、ちょっと、
ゼン先生

コメントや質問が厳しすぎて、答えることができなくて、

攻められすぎ？だったようです。

壇上でフリーズしてしまう、という意味でしたね。

小越先生：それは、今後も考えておかなくてはならないだ
小越先生

小越先生：当時は、千葉大学第二外科と大阪大学第一外科
小越先生

ろうな。あまり攻めすぎると、発表すること自体がいやに

の闘いでな。俺は千葉大学で、岡田先生の阪大と競ってい

なってくるからな。

たんだ。

ゼン先生：そうですね、確かに。そこは、しっかり考えて
ゼン先生

ゼン先生：はい、聞いてます。
ゼン先生

おく必要があると思っています。でも、建設的な内容の質

小越先生：静脈経腸栄養研究会は春の陣、外科代謝栄養学
小越先生

問も結構ありましたから。

会は夏の陣と称してな。抄録集が届いたら、阪大の演題を

小越先生：そうだな。大事なことだ。
小越先生

念入りに読んで、質問の準備をするんだよ。検討会で集ま
って、粗探し的部分もあったけどな。亜鉛欠乏症の発生な
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：今回は、安全管理、感染対策、栄養管理、とい
ゼン先生

小越先生：それに対して、CRBSI
というのは、
「疑わしきは
小越先生

う 3 つの領域からの発表でしたので、それぞれの分野間の

罰する」
、ということになるのか。

考え方の違いなんかも浮き彫りになりました。

ゼン先生：そういうことになりますね。
ゼン先生

小越先生：どういう意味だ？
小越先生

小越先生：そのあたりの判断基準が不明瞭なのは、重大な
小越先生

ゼン先生：私だけが疑問に思っているのかもしれないんで
ゼン先生

問題だな。

すが。環境感染学会で発表された方々のカテーテル感染に

ゼン先生：そう思っています。私が、これは問題だな、と
ゼン先生

ついての考え方が、私は、おかしいのではないか、と思っ

思いだしたのは、感染管理専門看護師さん達の発表で、

ているんです。

CLABSI が、この期間は「ゼロ」だった、という内容のもの

小越先生：カテーテル感染？catheter-related
小越先生

が非常に多いことに気づいたからなんですよ。1 年間で

bloodstream infection の CRBSI か？

CLABSI は 1 件しか発生していない、なんていう発表がある

ゼン先生：感染対策の方々は、CLABSI
という用語を使って
ゼン先生

んです。ICU や救急病棟でですよ。

いるんです。

小越先生：すごいな、そこまで低率にするほど感染対策が
小越先生

小越先生：CLABSI？それは、何の略なんだ？
小越先生

講じられて成功しているということなのか。

ゼン先生：central line associated bloodstream infection

ゼン先生：そのデータをまともに受け止めると、そうなん
ゼン先生

です。日本語では、中心ライン関連血流感染です。

ですよ。へええ、1 年間、カテーテル感染は「1 例」なの

小越先生：中心静脈ラインではないのか？
小越先生

ですか、ということになります。

ゼン先生：中心ラインです。それから CLABSI を『クラブシ』

小越先生：確かに、それは、おかしいな。1
年間で「ゼロ」、
小越先生

と呼んでいる方が結構いて、ものすごく違和感があったん

「1 件」あり得ないだろう。

です。

ゼン先生：先生もそう思われるでしょう？
ゼン先生

小越先生：
小越先生 『クラブシ』と呼ぶのか。へええ、知らなかっ

小越先生：思う。TPN
を施行すると感染するからやらない
小越先生

た。ところで、クラブシは CRBSI とどう違うんだ？

方がいい、なんていう傾向があるのに、CLABSI の発生件数

ゼン先生：もともとはサーベイランス用の基準なんですが、

が 1 年間で「ゼロ」とか「1 件」なんて、あり得ないだろ

診断基準として使われているようです。とにかく、血液培

う。

養が重要なんですよね。

ゼン先生：でも、
「ゼロ」や「1 件」なんですよ。だから、
ゼン先生

小越先生：へええ、そうなのか。CRBSI
は、カテーテルを
小越先生

CLABSI を診断に使うのはおかしい、そもそも CLABSI の定

抜去して、先端培養や臨床症状の推移などで診断するんだ

義はおかしい、そう思っているんです。

ったよ、な。

小越先生：なるほどな、わかるよ、君の考え方は。
小越先生

ゼン先生：そうです。ちょっと違うのは、CLABSI
は、発症
ゼン先生

ゼン先生：本来、CLABSI
は、CRBSI より発生頻度は高くな
ゼン先生

前 48 時間以内に中心ラインを留置されていた患者におけ

るのが当然だと思うんですよ。でも、低いんです。いわゆ

る原発性の血流感染を指す、ということになっている点で

るアンダーカウントしているから、CLABSI 発生頻度は「ゼ

す。

ロ」なんですよね。

小越先生：ここでも「中心ライン」か。確かに、俺も違和
小越先生

小越先生：ということは、きちんと感染対策が講じられて
小越先生

感があるよ。

いるから、それでいい、もう、新たな対策は必要ではない、

ゼン先生：ま、これも同じなんですが、他の部位に感染巣
ゼン先生

なんていうことになるよ。

がない、他の部位の感染と関係ない、というところが問題

ゼン先生：そうなんです。だから、JAN-VIC
でも、本当に、
ゼン先生

になるんです。

カテーテル感染はないんですか？この CLABSI 発生頻度に

小越先生：なるほど。CRBSI
でもそうだったな。
小越先生

納得しておられるんですか？なんて、きつい発言をしたん

ゼン先生：血流感染ですから、他の部位の感染との関係は、

です。

非常に重要です。しかも、CLABSI の定義では、皮膚常在菌

小越先生：わかるぞ、その気持ち。やっぱり、カテーテル
小越先生

が 1 回しかカウントされなければ除外することになってい

感染の定義をきちんとして、その上で検討する必要がある

るんです。2 回採取して 1 回だけなら、採血時の汚染の可

な。

能性がある、ということになって、カテーテル感染であっ

ゼン先生：大事なことは、日本環境感染学会としてサーベ
ゼン先生

ても、除外される可能性があるんです。

イランス事業をやっているんですが、その内容がこの

小越先生：それはおかしいんじゃないか？
小越先生

CLABSI で、非常に発生率が低いんですよ。ということは、

ゼン先生：でも、定義でそうなっているんですから、仕方
ゼン先生

これから発表する人たちは、自分たちの施設は、日本の標

ありません。だから、感染率がきわめて低くなるんです。

準的な発生率とされている CLABSI の頻度よりも低くなく

小越先生：要するに、明らかにカテーテルに関連したもの
小越先生

てはいけない、ということで、自分達で血流感染をアンダ

だけをカテーテル感染とする、ということなんだな？

ーカウントして、標準的な発生率とほぼ同じか、低い、と

ゼン先生：そうです。聞いたところでは「疑わしきは罰せ
ゼン先生

いうことにしているんじゃないかと思うんですよ。

ず」というのが医療関連感染サーベイランスの定義なんだ

小越先生：なるほど、そうかもしれないな。
小越先生

そうです。
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
・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第１７回
ゼン先生：こういう風に判断すると、悪意をもってみてい
ゼン先生

ル関連血流感染症の予防対策を講じることはできないと

る、と言われるかもしれませんが、とにかく、カテーテル

思いますので。

感染の発生率がこんなに低い数値になっていることが、私

小越先生：やれよ、きちんと議論しなさいよ。そのために
小越先生

にはどうしても納得できないんですよ。だから、きちんと

JAN-VIC を立ち上げたんだからな。第 2 回に参加してくれ

議論したいんです。ここを解決しないと、本当のカテーテ

た連中も、そう思っているぞ。

中心ライン関連血流感染（CLABSI）サーベイランス
）サーベイランス
中心ライン関連血流感染（
判定基準
検査で確認された血流感染（LCBI:laboratory confirmed bloodstream infection）
基準 1
・患者の 1 回以上の血液培養から認定された病原体が確認される
・血液培養から検出した微生物は他の部位の感染に関係がない
基準 2
・患者が以下の徴候や症状を少なくとも 1 つ有している：
38℃以上の発熱、悪寒戦慄、低血圧
・徴候や症状や陽性の検査の結果が他の部位の感染に関係がない
・一般の皮膚汚染菌（類ジフテリア〔Corynebacterium 属〕、バシラス属〔B.anthracis は除く〕、
Propionibacterium 属、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌〔S.epidermidis を含む〕、viridans 群連鎖球菌、
Aerococcus 属、ミクロコッカス属）が別々の機会に採取された 2 回以上の血液培養から培

養される。
基準 1 において「認定された病原体」には、一般の皮膚汚染菌と考えられる微生物を含まない。認
定された病原体の例として黄色ブドウ球菌、腸球菌、大腸菌、Pseudomonas 属、カンジダなどがある。
↑一般の皮膚汚染菌が 1 回の血液培養からしか検出されなかった場合は、血液培養陽性とは判断されない。認定された病原体の
例になっていない微生物が 1 回の血液培養からしか検出されなかった場合は、CLABSI から除外されることになる、他の部位の感
染に関係がないと言い切れない場合も CLABSI から除外される・・・などの方法で、感染率を非常に低いものに「操作できる」
ことになるのではないでしょうか？こんなことを言うと、叱られますか？

【今回のまとめ】
1. 第 2 回 JANJAN-VIC を大阪大学銀杏会館で開催しました。218
を大阪大学銀杏会館で開催しました。218 名の参加者で、非常に有意義な研究
会でした。参加していただいたみなさん、本当にありがとうございました。
2. 特に、発表していただいたみなさん、本当にありがとうございました。厳しい質問やコメント
がありましたが、今後の臨床や研究に活かしてください。
3. どう考えても、
どう考えても、CLABSI
CLABSI の発生頻度が低すぎます。1
の発生頻度が低すぎます。1 年間の発生件数が「ゼロ」や「1
年間の発生件数が「ゼロ」や「1 件」なん
て、ありえないと思います。そんなに発生率が低いのだったら、カテーテル感染予防対策なん
て、もう完成している、ということになりますよ。
4. やはり、
やはり、CLABSI
CLABSI の定義自体に問題があるように思います。そのために、間違った方向へ進ん
でいるのではないかと危惧しています。
5. 第 3 回 JANJAN-VIC は 12 月 19 日に大阪大学コンベンションセンターで開催します。きちんと議論
をして、特に感染対策を正しい方向にもっていくためにも、大勢の方に集まっていただきたい
と思います。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。
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