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『臨床栄養学は生命科学であって、生活科学ではない、だから静脈
栄養と経腸栄養に力を入れなくてはならない』
大晦日恒例の「紅白歌合戦」を見ながら、原稿を書き始めましたが・・・。知らない歌、歌手が多いのですが、「恒例」
ですから見なければなりません。石川さゆりの「津軽海峡冬景色」が一番よかったかなあ。なんせ、1977 年に発売になっ
た歌で、40 年が経ってもいい歌だと思うので。石川さゆりは偉いなあ。今年で還暦だとのこと。美空ひばりよりも息が長
い歌手になったんだからな。竜飛岬に歌碑があったのを思い出しました。
師走は確かにあっという間に過ぎ去りました。特に今年は、12 月 3 日から 9 日まで、インドへの講演旅行があったので、
速く過ぎたように思います。インドから帰国したら上旬が過ぎていたのですから。
11 月 30 日は恒例の IVH 研忘年
会。今回は高木先生が闘病生活か
ら復活して参加されました。例年
の最高齢の笠原先生は都合で参加
していただけなかったのですが、
IVH 研とは直接には関係ない島崎
先生に参加していただきました。
なぜ？私の第一外科の先輩で、剣
道部の先輩で、千里金蘭大学の学
長で今もお世話になっているから
です。もちろん、第一外科なので、
高木先生も金先生も山下先生も根
津先生も知っていますので。松末
先生、山田さんにも参加していた
だき、楽しい時間を過ごしました。

↑2017 年の IVH 研忘年会の写真です。にこにこした、非常にいい表情です。来年は、平均年
齢が 1 歳上がりますが、また、集まりましょう。

来年も集まりましょう、絶対に！
インドへの講演旅行は 2 回目。大体の雰囲気は理解して

インドでの旅程

いるし、ということであまり緊張しませんでした。伊丹空
港、成田空港、シンガポール空港経由でインド、チェンナ
イへ。ホテルは昨年と一緒の Hyatt Regency。エアコンが
効きすぎて寒い。外は 30℃。翌日、4 つの産科クリニック
を訪問しましたが、驚きの連続、というか、現代なの？と
いう感じ。日本の何十年前という感じ。アミノ酸液をもっ
ともよく使っているのが妊婦、ということで、産科クリニ
ックを訪問することになったのだそうです。相変わらずの
道路事情でしたが、これは驚きではありませんでした。翌
日は飛行機で Tiruchirappalli へ。町の名前が非常に長い
ので、Trichy と略されていました。トリッチーでの講演が
最初でしたが、産科医が大部分でした。ここでの講演後の
パーティーでは、右手で食事をする様子をこっそりビデオ
撮影しました。カレーライスを指で混ぜることを想像して
みてください。熱くてたまらないはずですが・・・。翌日
は約 2 時間半のドライブで Madurai へ。高速道路なのに逆
走する車はいるし、バイクはノーヘルメットで二人乗りで
走っているし、飽きないドライブでした。宿泊ホテルは、
南インドでもっとも有名なリゾートホテル。玄関からロビ
ーまでが 1 km くらいありました。豪華なホテルで、一人で
泊まるのはもったいないような感じ。昼飯に食べたカレー

↑インドでの写真です。上の写真の私の左の二人のインド人。イ
ンドには言語が 600 もあり、この二人は、自分の言語ではお互い
に理解できないので、英語で会話していました。下左はインドの
美人と、右は、ホテルに入った時に眉間につけられた赤い点。真
ん中は、インドの方との握手の写真です。彼は、手でカレーを食
べていたのです。その手、どこで洗ってきたの？という感じで、
あまり握手はしたくなかったのですけどね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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は、カレーらしいカレーでした。でも、何かは知りませ
んが、スパイシーな葉っぱがたくさん入っていたので、
これを除けながら食べました。食後のスイーツは甘すぎ
て、なんでも食べる、同行した味の素株式会社の細野く
んも、安重くんも、食べられないとのことでした。翌日
は飛行機を乗り継いで Vijayawada へ。ここでの講演は 100
人以上の参加者でした。翌朝は暗いうちにホテルを出て
Bangalore へ。ここは大都会でした。富裕層を対象とした
クリニックを訪問しました。大統領とも面識があるとい
う有名な医師でした。日曜日には、無償で薬を配るとい
うボランティアをしていることでも有名な方だとのこと
でした。何か、正しい医療をしている？そんな考えが湧
いてきましたが、その国の事情があるのですから、日本

↑インドの産科クリニックです。患者の大部分は貧困層だとのこ
とです。医療としては相当遅れていると思いました。器具も古い。

人の私が理解しようとすること自体が無理なのだと思い
ました。この街が、今回の最後の講演だったのですが、
準備が悪い。飛行機の出発時刻の関係で 20 時 15 分には
ホテルを出発しなければならなかったので、講演会は 19
時半に開始することにしていました。しかし、19 時に会
場に入ると、まだ、設営中。参加者は集まっていたのに。
結局、講演を開始できるようになったのは 20 時。15 分で
講演ができるはずがない。私の講演は止めよう、という
ことを提案したのですが、とにかく、何でもいいからし
ゃべってくれ、ということで、日本から来ました、とい
う挨拶だけで、ごめんなさい、飛行機に間に合わないの

↑富裕層用のクリニックです。設備が全く違います。清潔な雰囲気で
すし、広いし。医師は、白衣は着ず、スーツ姿でした。

で、ということになりました。こんな講演会は二度とし
たくない、と思いました。でも、これがインド、だとい
うこと。水と食べ物に気を付けて、無事、帰国しました。
細野君、安重くん、本当にありがとう。来年？また相談
しましょう。

↑富裕層のためのクリニックに飾られていた写真。日曜日には、貧困
層の 1000 人くらいに、無償で薬を「与えてやる」のだそうです。こ
の医師は、このボランティア的な活動で、非常に有名になっているの
です。でも、何か、どこか、おかしいと私は思いました。この医師は
むちゃくちゃ裕福な生活を送っておられます。

↑講演の最初には、かならず花束贈呈があります。左がタブレ
ット社の専属医師で、私の前に講演しました。真ん中は座長で
す。産科医です。私はアミノ酸輸液の必要性について講演しま
したが、たぶん、ご理解いただけていないと思います。
↑今回は、女性が多いと思います。ほとんどが産科医です。妊婦の栄
養障害に対してアミノ酸輸液を投与している、ということです。アミ
ノ酸輸液だけではダメです、グルコースも脂肪も投与する必要がある
のですが、そこまでの考えはないようです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ったのに、終わる頃にはかなりの参加者になっていました。下の
写真の連中は、講演が終わる頃にやってきて、その後は宴会にな
っていました。こういう土地柄なのだそうです。
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↑最後の日の講演会場。19 時半が開始時刻でしたが、上の写真は
19 時半の状況。まだ準備が半分もできていません。準備が整ったの
は 20 時。私は 20 時 15 分にはここを出発しなければならなかった
のです。講演なんてできるはずがありません。こんにちは、だけで
終わりました。

帰国後は、そのまま東京に。翌 12 月 10 日はエキスパー
トナース 2017 のセミナー。インドとの時差は 3 時間半で
したので、大きな時差ぼけはなかったのですが、少々疲れ
はありましたかねえ。東京での食事は感動！久しぶりにう
まい食事をした、そんな感じ。とにかくインドでは、私の
感覚では、うまい、とか、まずい、とかではなくて、食べ
ることができる、できない、という感じでしたから。セミ
ナーは、いつものようにがんばったつもりです。栗山先生
は、レベルアップして、時間調整もできていました。
12 月 16 日は第 6 回血管内留置カテーテル管理研究会。
参加者数は 190 人。演題数は 22 題も集まりました。大き
な学会でも、カテーテル管理に関する演題は、これほどは
集まりません。なぜ、もっと多くの方が参加しないのだろ
う、と思いながらでしたが、非常にいい議論ができたと思
います。10 社が企業展示、企業プレゼンに協力してくれ

↑照林社のエキスパートナースセミナー。栗山先生が講演中。ハン
ズオンセミナーは、ニプロは経腸栄養バッグの使い方と CV ポートへ
の針刺しの実践、クリニコは試飲会。楽しそうにしておられました
よ、参加者は。こういう、臨床栄養に関するオーソドックスなセミ
ナーは、最近、人気がないのだそうです。でも、病棟では大事な医
療技術です。マスターしていると思っておられるのでしょうか。参
加者は、非常に熱心でした。それに応えるためにも、もっともっと
私自身も勉強しなければなりません。

ました。展示会場にも非常に多くの方が集まり、企業の方
は非常によかったと言ってくれました。今回、心配させら
れたのは函館の目黒くん。飛行機が遅れたため、自分の発

↑シンポジウムⅠ：PICC の現状と問題点。厳しい質問と議論でした。
私が微笑しているのは、飯塚くんにちょっと意地悪な質問をしたか
らです。それに対する正確な回答が、後日、飯塚くんからメールで
来ました。熱心な、いい後期研修医ですよ。ここで発表した症例、
ちゃんと論文にしなさいよ。

↑シンポジウムⅡ：カテーテル管理の工夫です。ここも議論沸騰
でした。質問者は、だぶっているので省略していますが、もっと
たくさんの方がマイクの前に立ちました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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表の直前に会場に着いて、ぎりぎり間に合ったのでした。飯塚くんの情報で遅れることがわかっていたので、あらかじめ
発表の順番を変えていたこと、議論が盛り上がって出番の時刻が遅くなったことで、間に合ったのでした。
それからの 2 週間は、リーダーズの機関誌：Medical Nutritionist of PEN Leaders に投稿してくれた方たちの論文の
編集。自分の論文も書かなくてはならないのに、という感じでしたが、せっかく論文を書こうとしてくれた方たちのため
に、私ができることをする、そんな思いです。第 2 巻第 1 号も、充実した内容になることは間違いありません。

↑ランチョンセミナーです。座長はいません。なぜ？「恒例」の紹介にも意味がないからです。

「ゼン先生の栄養管理講座Ⅰ」を出版しました。第 1 回から 40 回までをまとめました。多くの方の写真も出ていますの
で、興味のある方は購入していただくとうれしいです。アマゾンで買えます。それから、医歯薬出版の、雑誌「臨床栄養」
で連載していた「今さら聞けないシリーズ」を 48 回で終えまして、「Medical Nutritionist 養成講座」として新たなスタ
ートを切りました。これも、静脈栄養と経腸栄養に関するいろいろなネタについての連載なので、ご愛顧のほど、よろし
くお願いします。

↑2017 年 12 月 20 日に「ゼン先生の栄養管理講座Ⅰ」を出版しました。大阪の出版社、フジメディカル出版からです。第 1
回から 40 回までをまとめました。A4 で、340 ページ、3500 円＋税、です。「買ってください」なんて直接的な言い方はよ
くないので、「よろしくお願いします」です。右は表紙の写真を、ちょっと大きくしたりしてアレンジしてみました。特に、
真ん中の 4 人で写っている写真は、誰なのかわからないと思いますので。高木先生、金先生、根津先生と私の 4 人で、かつ
ての IVH 研です。真ん中の写真はリーダーズの様子で、栄養寺、与那国島、ドクターコトーです。岡田先生、小越先生、Dudrick
先生の写真と、私の大事な患者さん、絵里さんの写真です。

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：この原稿、紅白歌合戦を見ながら書き始めたんです

小越先生：ははは、高所恐怖症だからな、君は。

けどね。

ゼン先生：それはそうなんですが、あんな所で歌わなくてもい

小越先生：紅白歌合戦？知らない歌ばかりだろう？

いと思います。それから、安室奈美恵が特別枠で出て歌ってい

ゼン先生：確かに。数えてみると、45 曲中、聴いたことがあっ

ました。よく知らないので、感動もしなかったんですが、すご

たのが 11 曲で、知っている、歌えるという歌は 4 曲でした。

いことだったそうです。

知らない歌手ばかりだったし。

小越先生：へええ、安室奈美恵か。

小越先生：だろう？そんな状況なのに、なぜ、見るんだ？

ゼン先生：AKB48 が 3 曲歌ったんです。私、実は「365 日の紙飛

ゼン先生：そうですよね。恒例ですから、でしょうか。

行機」という歌が好きなので、これはうれしかったんですよね。

小越先生：恒例？いろいろな恒例を打ち破ろうとしている君が、

小越先生：へええ、君が AKB48 の歌が好き？年甲斐もなく、と

紅白歌合戦は恒例だから見るのか？

言いたいところだけど、いいと思うよ。

ゼン先生：はあ、まあ、そう真剣に考えることでもないでしょ

ゼン先生：でも、やっぱり、石川さゆりの「津軽海峡冬景色」

う。他に見るものもありませんから。

が一番、落ち着いてみることができました。

小越先生：そういえば、そうかもしれないが。何か、面白いの

小越先生：そうだろう、そうだろう。そのくらいだな、紅白歌

はあったか？

合戦の話は。

ゼン先生：30 日に、レコード大賞の番組がありまして、何気な

ゼン先生：そうですね。

く見ていたんですが、荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」を

小越先生：ところで、またインドに行ったんだって？

高校生が踊るのがありましてね。これは面白い。すごい。紅白

ゼン先生：はい。2 回目ですから、1 回目ほどの驚きはありませ

歌合戦には出ないのか？なんて思っていたんですよ。

んでしたが、無事、病気にもならずに帰国できました。

小越先生：へええ、高校生の踊りか。

小越先生：食べ物と水に注意しながら・・・だな。

ゼン先生：踊り？先生、盆踊りじゃないんですから。

ゼン先生：もちろんです。絶対に生水は飲まない。シャワーの

小越先生：じゃあ何といえばいいんだ？

時も息を止める。目に入るのもいやだから目をつぶる。トイレ

ゼン先生：ダンスでしょう。なんか、パフォーマンスというの

の携帯ウォシュレットの水も煮沸したものを使う。食事は、生

かもしれませんが。

野菜は食べない。うさんくさそうな料理は食べない、などの注

小越先生：要するに、ダンスだな。それが紅白に出る？出ない？

意ですかね。

ということだな。

小越先生：「うさんくさそうな料理」って、作った人に悪いだ

ゼン先生：そうなんです。実は、紅白歌合戦に出たんです。荻

ろう。

野目洋子のバックダンスではなく、郷ひろみのバックダンスで。

ゼン先生：その通りです。でも、インドの人と私は身体が違う

小越先生：よかったじゃないか。その高校生の踊りが見れたん

んですから、「作った人に悪い」なんて、言ってられません。

だろう？

小越先生： なるほど、という感じはするけどな。

ゼン先生：まあそうなんですが。でも、やっぱり、ダンシング

ゼン先生：でも、同行した、味の素の細野くんは、すごかった

ヒーローのバックダンスじゃないとピタッとこないな、と思い

ですよ。インドの人と同じものをガツガツ食べていました。

ました。郷ひろみ？ちょっとずるいかな、なんて思いました。

小越先生：へええ、そんなやつと一緒に行ったのか？

小越先生：なるほど。そういう見方もあるな。ほかには？

ゼン先生：はい。学生の頃、インドに 1 ヶ月ほど行ったことが

ゼン先生：演歌歌手が 1 曲、歌っている間にけん玉をやって、

あって、ガンジス河でバタフライで泳いだって言っていました

124 人でしたか、全員が成功すると、ギネス記録になるという

から。

企画があったんですよ。

小越先生：ははは、それはすごいな。

小越先生：へええ。それで？成功したのか？

ゼン先生：たくましい青年ですよ。昨年と同じく、シンガポー

ゼン先生：123 人は成功、たった一人が失敗、でした。20 人目

ル在住の安重くんも一緒だったんですが。二人のおかげで、い

くらいの男が失敗しましたね。

い旅になりました。

小越先生：その失敗したやつは、かわいそうだな。
ゼン先生：まあそうですね。一番簡単な技ですからね。僕
でもあれは失敗しないと思います。
小越先生：緊張したんだろう、かわいそうに。それだけか？
ゼン先生：高橋真梨子の、for you、っていう歌はよかった
んですが、やせ過ぎですよ。明らかに栄養障害に見えまし
た。でも、声はすごく出ているのは、やっぱり、プロだと
思いました。
小越先生：なるほど。臨床栄養の専門家的見方だな。
ゼン先生：パフュームとかいう、3 人の女性がビルの屋上で
踊りながら歌っていたんですが、落ちそうで、ドキドキし
ていました。

↑インドの本格的カレー。カレーライスでした。唐辛子が見えます。わか
らない葉っぱがたくさん入っていました。これを除けながら食べましたが、
カレーらしいカレーだったと思います。右にはナンもあります。私はカレ
ーライスを食べました。右の写真はデザートのスイーツ。さすがの細野く
んも、ちょっとしかお食べになられませんでした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：そうか、それはよかったな。

小越先生：なるほど、そうなるだろう。しかし、PICC は感染率

ゼン先生：インドの話ばかりしていると、2018 年の最初の原稿

が低いんじゃないか？

が、インドだけになってしまいますから、話題を変えましょう。

ゼン先生：きちんとしたデータがあるわけではないんですよ。

12 月の、というか、昨年の大事な仕事だった、第 6 回の血管内

噂です。というか、販売業者たちがそういう噂を、真実である

留置カテーテル管理研究会：JAN-VIC の話にしましょう。

かのように広めているだけです。PICC は感染しにくいから、

小越先生：そうだな。その通りだ。12 月 16 日だったな。参加

PICC を導入すると感染率が低下します、という説明をするんで

者は何人だったんだ？

すよ。低くなるというのは噂に過ぎないんですよ。

ゼン先生：最終的には 190 人でした。
小越先生：なんだ、200 人を超えなかったのか。
ゼン先生：そうなんですよ。ものすごい演題数だし、中身もす
ばらしかったんですけどね。プログラムができた時、フェイス
ブックにも出したし、知り合いというか、メールでもお知らせ
したんですけど。
小越先生：それなのに、ということか？
ゼン先生：まあ、そういうことになりますね。企業の方達のほ
うが反応が良かったように思うんですよ。すごい演題数、テー
マもすごい、大きな学会でもこれだけの数、中身は集まらない、
是非、参加させてほしい、なんていうメールが何人かから来ま
した。
小越先生：なるほど。言いたいことはわかる。医療従事者の関

↑インドらしい食事。すみません、どれも食べませんでした。

心が低い、そう言いたいんだな。
ゼン先生：そうですね。でも、参加してくれた方々は、非常に
レベルが高いというか、関心をもってくれている方達ですから。
その方達を中心に真剣な議論をしていこうと思っています。
小越先生：そうだな。その考え方は大事だな。でも、興味のな
い人たちに関心をもたせることも大事だからな。
ゼン先生：前回の会話の内容と同じにはなりますが、その通り
です。参加してくれた方々を核にして、周りに広げたいんです
よ。
小越先生：その通りだ。あせらないことだ。ところで、興味深
い話はあったのか？
ゼン先生：もちろん、いろいろ考えるべき内容はありました。
PICC は、どんどん広がっているようですが、やはり、PICC の

↑この料理も、なんとなく、不安で食べませんでした。下左の写真
の、チャーハン的なライスだけは食べました。指でライスと何かを
混ぜています。これ、かなり熱いのですけど。

適応が広がり過ぎですね。PICC を普及させると同時に、その適
応、いわばその制限についても教育する必要があります。
小越先生：むかーし、IVH が普及した時と一緒だな。なんでも
かんでも IVH さえやっていたらいい、ということがあったから
な。歴史は繰り返す、ということだ。
ゼン先生：要するに、医療者が楽をするため、ということにな
ってしまうんです。患者のため、ではなくなってくる、そこが
問題ですよ。
小越先生：「患者のため、ではなくなってしまう」と言い切る
のはよくないが、確かにそうだ。医療者が楽をするため、とい
う傾向が強くなってくるな。
ゼン先生：仕方ない部分はあるし、ひいては患者のため、とい
うことになる場合も多いのです、これも間違いありません。
小越先生：そういう理由は別にして、とにかく、PICC の適応を
広げすぎると、いろいろな合併症や問題が起こるんだな。
ゼン先生：そうです。一番心配しているのは、カテーテル管理
がきちんとできていない施設でどんどん PICC を使うと、感染
率が高くなることです。

↑企業プレゼンです。9 社がプレゼンしてくれました。みなさん、ちゃ
んと時間厳守で、簡潔明瞭なプレゼン技術でした。座長の目黒くん、
遅れてきたくせに態度がでかい？プレゼン後の展示会場は、非常にに
ぎわっていました。本当に、ご協力、ありがとうございました。これ
からもよろしくお願いします。私は、協力していただいている企業の
方にもメリットがあるように、と考えてこの企画を考えています。こ
の企画の私の思いはマネできないでしょうね、運営資金を集めるため
にこの企画を真似するのでは。
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：それは言い過ぎなんじゃないか？高くなることはな

ゼン先生：PICC は末梢挿入式中心静脈カテーテルなのに、末梢

いんだろう？

ルートと同じ扱いをしてしまうことになるんです。

ゼン先生：高くなることもありますよ。感染率が低くなるはず

小越先生：PICC は末梢ルートということになってしまうのか。

だから、ということでいい加減な管理をすれば、高くなります。

ゼン先生：そうなんです。感染対策の専門家は、この PPN 用輸

小越先生：しかし、君が書いた論文では、PICC の感染率は低か

液の性質を知って、末梢ルートからの PPN 用輸液を投与しない

っただろう？

ようにしよう、ということを言っています。なのに、PICC から

ゼン先生：私が管理した PICC は、感染させないように、必死で

PPN 用輸液を投与する、これは非常に危険です。末梢ルートは

管理したからですよ。そこが大事なんです。

96 時間以上留置しないようにしようという活動をしているん

小越先生：ははあん。感染させないようにがんばることが大事

ですが、PICC は確実に長期間留置します。だから、感染率が高

なんだ。

くなる、ということなんです。

ゼン先生：そうなんですよ、そこが大事なんです。PICC を導入

小越先生：なるほど。その説明は理にかなっているな。

する時に、徹底的な感染対策を講じるようにする。そうすると、

ゼン先生：そうそう、PICC のセッションで、CICC という用語が

感染率は低下します。そういうきっかけにする、という考え方

普通に使われていました。

があればいいんですよ。

小越先生：へええ、そうか。CICC が普通に使われていたか。

小越先生：なるほど。PICC を導入する前からきちんとした感染

ゼン先生：そうなんですよ。うれしい現象でした。

対策を講じている施設では PICC を導入したからといって感染

小越先生：CICC って、君が作った用語なんじゃないか？

率が低下するのではない。いい加減な管理をしている施設では、

ゼン先生：いえ、それは違います。これは、英語の論文に書か

PICC を導入しても感染率は低下しない。しかし、いい加減な施

れていて、外国ではふつうに使われています。それを日本で広

設で PICC を導入する時に管理体制を変更したら感染率は低下

めたのは私だと思います。PICC の講演では、必ず、CICC につ

する、ということだな。

いても話しています。

ゼン先生：その通りです。いい意味でのきっかけにしてくれた
らいいんですけど。何も変更しなければ、感染率は下がりませ
ん。CVC 全体の数が増えて、感染件数が増えるだけですよ。
小越先生：CICC に比べて PICC のほうが感染率が低いというこ
とだったら、全体としての感染率は低下するんじゃないか？
ゼン先生：不要な患者に CVC を入れない、これが、CVC の感染
率を低下させるもっとも有効な対策です。だから、CVC 全体の
本数を増やせば、感染件数が減るはずがありません。徹底的な
無菌的管理方法が確立していれば別ですけど。
小越先生：管理方法が甘いから、そういうことにはならない、
というんだ。
ゼン先生：はい。でも、CLABSI は減る、という発表はあるかも
しれません。CLABSI の定義を使えば、意図的に、みかけ上の感
染率を低下させることができる可能性はありますから。
小越先生：その CLABSI の問題だけど、考えたら困ったものだ
な。感染しているのに CVC には関係がない、ということになる

↑パネルディスカッション：『当施設におけるカテーテル管理の具体的
な内容～これで適切？どう変えるべき？』です。もう少しざっくばらん
な議論ができたらよかったと思いました。議論が硬い。もっと喧々諤々
に議論できる雰囲気作りも大事ですよ、座長の仕事は。でも、ま、これ
からみんなで成長していくのだからね。有意義なディスカッションがで
きました。

んだからな。
ゼン先生：そうです。それから、もう一つ注意しなければいけ
ないのは、PPN 用輸液を PICC から投与する機会が増えることで
す。
小越先生：ああ、その話は何回もしたな。
ゼン先生：PPN 用輸液は静脈炎が起こりやすい。だから、看護
師がそういう患者は PICC に変更したらいい、ということで
PICC が使われるんです。PICC を留置して、PPN 輸液を投与する、
ということです。
小越先生：そうすると、静脈炎という問題は解決することにな
るな。
ゼン先生：でも、大事なことなんですが、ここで考えるべきな
のは、PPN 用輸液は、微生物で汚染すると増殖速度が非常に速
いということです。
小越先生：そうだ、その話も何回も聞いている。

↑会場の雰囲気です。写す角度で、雰囲気が違います。上の写真は、ガ
ラガラに見えますが、下の写真は、結構多いな、という感じです。次の
研究会には、この参加者が仲間を連れて来てくれると思います。そう期
待しながら、次の研究会の準備を進めますので、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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小越先生：しかし、PICC と CVC の比較、なんていう発表や論文

う議論もあったんですが、発表者の施設が使っているフィルタ

が出ているよ。

ーのほとんどが非対称膜だったんです。

ゼン先生：PICC と CVC の比較なんて言っている人は、本質がわ

小越先生：へええ。非対称膜はカンジダが貫通する、というこ

かっていないんですよね。PICC が CVC であることをわからせる

とは知っているんだな。

ためにも、CICC という用語は必要なんです。CVC は PICC と CICC

ゼン先生：知っていると思います。だから、わざわざ非対称膜

に分かれる。だから、PICC が CVC であることを教育できるんで

のフィルターという用語を使っているんでしょう。

すよね。

小越先生：知っているのに、そのフィルターを使っているのか。

小越先生：そうだな、そこは大事だな。CVC は CICC と PICC に

それはおかしいだろう。TPN 輸液ではカンジダが増殖できる、

分類される、ということが理解されると、PICC は CVC なんだ、

ということは知らないんだろうかねえ。

と理解できるようになるからな。

ゼン先生：どうなんでしょうか。輸液中の微生物増殖のことな

ゼン先生：そうなんです。そういう意味で CICC という用語が広
まるのは、非常にいいことだと思っています。
小越先生：CICC の日本語訳の「中枢挿入式中心静脈カテーテル」
というのは君の造語だな。
ゼン先生：そうです。でも、誰が考えても同じ日本語訳になる
はずです。
小越先生：そうでもないんじゃないか？以前、松末先生がこの
日本語訳はおかしいと君に意見したんじゃなかったか？
ゼン先生：ああ、そうでしたね。でも、すぐに納得していただ
きました。
小越先生：それはそうだったんだけどな。
ゼン先生：でも、この日本語訳は、非常に簡単でした。PICC が
「末梢挿入式中心静脈カテーテル」なので、CICC は「中枢挿入
式」ですよ。

↑インドらしい交通事情。とにかく、バイクが多い。右上は、道路標
識で「avoid cell phone while driving（運転中は携帯電話を使わない
ようにしましょう）」と書かれていました。インドも日本も同じです
ね。

小越先生：君はそういうけど、最初に訳すっていうのは、結構
大事なことだぞ。
ゼン先生：それはわかっています。用語ということでは、フィ
ルターの「非対称膜」という表現も、この研究会ではどんどん
使われていました。
小越先生：へええ。驚きだ。非対称膜から成るフィルターが、
そんなに認知されているのか。
ゼン先生：そうなんですよ。私が、Candida albicans が、仮性
菌糸を伸ばして 0.2μm グレードのフィルターを通る、という
講演をしているから、だと思います。
小越先生：だろうな。そういう講演をする人はいないだろう？
ゼン先生：もちろんです。1μm 以上の菌体のカンジダが 0.2μm
のフィルターを貫通する、というデータを持っているのは私だ
けですし、それを論文にしているんですから。
小越先生：その論文は、いつ、発表したんだ？
ゼン先生：2008 年の外科代謝栄養学会雑誌です。
小越先生：今年で 10 年か。

↑南インドで有名なリゾートホテルのレストラン。高台にあるので景
色もすばらしい。クジャクが自然にいました。本当にりっぱなホテル
でした。一人で泊まるのはもったいないようなホテルでしたが、誰か
を連れてきたいとは思いませんでした。だって、ここはインドですか
ら。

ゼン先生：論文にした前後で、講演でもよく話したんです。で
も、2～3 年で、かなり理解されたかな、と思って、講演のネタ
としては使わないようにしたんです。ところが、3 年ほど前に
なりますか。感染対策の専門家を対象にした講演会でこの話を
すると、知らなかった、という声をたくさん聴きまして、ここ
んとこは積極的にこの非対称膜のフィルターの話をしていま
す。
小越先生：だから広まってきたんだな。
ゼン先生：そうであって欲しいと思っています。でも、パネル
ディスカッションで、どのフィルターを使っているのか、とい

↑インドから帰国した時の富士山です。日本っていい国だ、美しい国
だと再確認しました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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んて、考えていないのかもしれません。

小越先生：本当にそうだな。オレもそう思う。なんか、栄養と

小越先生：でも、カンジダが非対称膜フィルターを通るという

いうと、食事の問題になってきているよな。

ことは明らかなんだから、使わないようにしないといけないん

ゼン先生：そうなんですよ。どの栄養の学会も食事の問題ばっ

じゃないか？特に TPN の場合は。

かりです。経口栄養学会ですよ。

ゼン先生：まあそうですね。でも、発表者は、全員、そのこと

小越先生：オレたちが、何のために静脈栄養と経腸栄養を考え

を理解しているようでした。

る学会を作ったのか、それを考えてほしいもんだ。

小越先生：それじゃあ、なぜ、非対称膜フィルターを使ってい

ゼン先生：本当にそうです。本来の目的を見失っていると思い

るんだ？

ます。私は先生たちの考えを踏襲しています。

ゼン先生：結局、器具の選択の際、そういう問題は議論になら

小越先生：そういう考え方の連中がリーダーズに集まっている、

ないようです。フィルターなら、対称膜でも非対称膜でもいい

ということなんだな。

んです。要するに、価格なんですよ。

ゼン先生：そうだと思っています。神奈川県立大学の中村学長

小越先生：価格？

もこの問題を憂いています。中村先生に教えてもらったんです

ゼン先生：そうです。輸液ライン全体の価格、また、輸液ポン

が、「栄養学は生命科学の一部であり、生活科学の一部ではな

プとの関連で決まるのだそうです。

い」ということ、これが大事だと思います。食事の問題は、生

小越先生：最終的な結論は、そういう本質的な機能や問題点を

活科学ですよね。

理解している人が決めるのではない、ということだな。

小越先生：なるほどなあ。食事ももちろん大事なんだけど、臨

ゼン先生：そうでしょうね。いろんな決定事項が、そういう感

床栄養学としては、生命科学の一部として、静脈栄養と経腸栄

じになっていることに問題があるのだと思います。

養という、科学的な考え方を大事にしないといけない、という

小越先生：TPN 輸液だってそうだろう？エルネオパとフルカリ

ことだな。

ックとピーエヌツインは、ビタミンが入っているのか、微量元

ゼン先生：その通りです。科学としての栄養素の活用を考える

素が入っているのか、その違いだけだと思っているのだろうな。

必要があると思います。

ゼン先生：もちろんです。アミノ酸組成が違うなんて、誰も考

小越先生：そうだな。オレが考えた成分栄養剤も、Dudrick が

えていませんよ。

考えた静脈栄養も、基本は、科学としての栄養素を考えたから

小越先生：本質を見逃してしまっているんだな、最近の医療は。

実現したんだからな。

ゼン先生：そうかもしれません。特に、臨床栄養の領域はひど

ゼン先生：本当にそうです。今年は、生命科学の一部としての

いと思います。大きな問題は起こらないだろうから、これでい

臨床栄養学を、正しく普及するためにがんばりますから、よろ

いんだ、という考え方なんでしょうね。

しくお願いします。

小越先生：時代に逆行しているんじゃないか？

小越先生：そうだよ、がんばれ。応援しているからな。

ゼン先生：もちろんです、というか、全体にレベルが下がって
いますよ。特に静脈栄養と経腸栄養は。

【今回のまとめ】
1. 2018 年は、臨床栄養の領域においても一つの節目となる年です。いろいろ企画していますので、
ご協力をお願いします。
2. 第 6 回 JAN-VIC は、熱心な方に集まっていただき、いい議論ができました。記録集の作成は大
変ですが、やはり、こういう議論を記録に残すことは非常に重要なので、がんばります。
3. PICC は急速に普及していますが、正しい適応を理解することが重要です。適応を広げすぎると、
いろいろ問題が起こります。
4. PICC と CICC を合わせて CVC です。この意味合いをしっかり理解してください。PICC は末梢の
カテーテルではなく、「末梢から挿入する中心静脈カテーテル」です。非常に大事なことです。
5. 経口栄養はもちろん大事ですが、生命科学の一部としての臨床栄養学を正しく普及するための
活動を続けていきます。2018 年、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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