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『カテーテル感染が克服できたら、
もっとレベルの高い栄養管理ができる』
もっとレベルの高い栄養管理ができる』
8 月にもいろいろな仕事をやりましたが、やはり、私にとっては『第 1 回血管内留置カテーテル管理研究会』を開催し
たことが一番重要な仕事だったように思います。現在のポジションに就いた時、絶対にやりたい、やらなくてはならない、
と思っていた仕事です。この血管内留置カテーテルですが、医療において欠くことができない器材であり、このカテーテ
ルを用いるという技術が発達したからいろいろな薬剤や輸液が投与できるようになった、という、本当に大事な医療技術
なのです。それなのに、あまりにその存在が当然のことのようになってしまい、管理の重要性についての意識が非常に低
くなっている、そんな気がしています。そうして、安全に挿入することに興味がある方々、その後の管理に興味がある方々、
それぞれがばらばらに活動していて、カテーテル管理『全般』に関してきちんとした知識と技術をもっている方はどれだ
けいるのでしょうか。重大な問題だと思います。感染症の大家たちは、CDC ガイドラインのことしか考えていないし、感
染管理専門看護師さんも CDC ガイドラインが絶対に正しいと思っていて、自分のデータをもっていなくて、誰が正しいカ
テーテル管理方法について指導するのでしょうか。自分のデータ、考え方でカテーテル管理について話をできる方はいる
のでしょうか。ほとんどの方が CDC ガイドラインの受け売りです。それではだめでしょう。それに、感染症の専門家の方々
は、栄養管理、特に静脈栄養について理解していない、それではカテーテル関連血流感染症の本質を理解していることに
はならないでしょう、そういう強い思いをもっています。
そういう思いのもと、本当に適切なカテーテル管理全般
についてのレベルアップを図りたいと思って、『血管内留
置カテーテル管理研究会』を設立しました。8 月 9 日に大
阪大学のコンベンションセンターで第 1 回の研究会を開催
したのですが、台風！！のろのろ台風が来て、近畿地区を
通り過ぎたのは 8 月 10 日。8 月 9 日は台風の前日で、大雨
で、交通機関が乱れて大変でした。事前登録をしていただ
いていたのですが、キャンセルが相次ぎ、どうなることか
と思っていたのです。でも、相当な悪天候の中、約 130 名
の方に来ていただき、なんとか、研究会を開催することが
できました。来ていただいたみなさん、本当にありがとう
ございました。おかげさまで、第 1 回としては非常に有意
義な研究会とすることができました。ありがとうございま
した。ブログにも書きましたが、本当、何回、『ありがと
うございます』と言ったことか。中身も非常に充実してい
ました。安全管理、エコーガイド下穿刺、PICC、輸液の汚

↑第１回血管内留置カテーテル管理研究会の講師の方々です。↑上
左から東京医大の織田先生、佐久総合病院の渡部先生、東北労災病
院の西條先生、のんきな座長。↓
↓下左から大塚製薬工場研究所の桑
原さん、日生病院看護部の畠山さん、大阪大学感染制御部の鍋谷さ
ん、好きなことをしゃべっている座長。この 6 人の講師の写真は、
座長席から撮影しました。

↑第１回血管内留置カテーテル管理研究会。台風のおかげで参加者
が少なかった、と思っていますが、でも、今回、台風にもかかわら
ず参加してくださった方々は、本当に気合が入っているのだと思い
ます。遠くは北海道旭川から星くんが。室蘭からも二人、来てくれ
ました。九州からは寺坂くんが来てくれました。長野の北原先生は、
この写真に写っています。そう、福島の木暮くんも、来てくれまし
た。金沢の飯沼先生、七尾の杉田くん、来てくれてありがとう。

↑8 月 10 日、台風 11 号が近畿を直撃しました。兵庫県赤穂市付近
に上陸しました。台風上陸地点の近く？の、西宮市で撮影しました。
要するに、台風 11 号のおかげで『血管内留置カテーテル管理研究
会』の参加者が少なかったのですが、そのことを記録に残そうとい
う意図で、この写真を出すことにしたのです。久しぶりに激しい雨、
激しい風でした。もともと、ゆっくりした速度で北上した、それが
研究会の日の邪魔をした理由なのですが、10 日に上陸してからは
比較的速く去っていきました。しかし、悔しい台風ですよ。『おま
えが来なければ、研究会の参加者は 1.5 倍にはなっていたんやで。
なんちゅうやっちゃ！』

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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染、CV ポート、カテーテル感染症予防対策、この 6 つのテーマについて、その道のエキスパートに 30 分ほどの講義をし
ていただき、いろんな討議をしたのですが、中身の濃い研究会だったと思います。次回は来年の 4 月 11 日に開催します。
どうぞ、この私の考えに賛同してくださる方、第 2 回血管内留置カテーテル管理研究会にお越しください。真摯な議論を
やりましょう。

↑6 社が展示してくれましたので、6 社の担当者の方々の写真です。↑
↑ジェイ・エム・エス、ニプロ、陽進堂、テルモ、↓
↓スリーエム、
メディコン、ありがとうございました。こういうふうに、カテーテル関連の器具が展示されることって、意外と少ないのですよね。JSPEN
でも展示してください、よろしくお願いします。

↑懇親会に出席していただいた方々の（私が撮った）写真を、すべ
てご披露します。↑
↑上は、織田くん、瀬川くん、野呂くん、星くん、
渡部くん、秀村くん、登別の中村くん、JCHO 大阪の菊田さんです。
↓下は天理よろず相談所病院のメンバーです。女性陣は、左から 3
人目の福原さんは長いお付き合いなのですが、刑部さん、清水さん、
角田さんは、わかりません。松谷先生はわかりますよ。奈良県立医
大の松村先生もおられます。右端は田辺中央病院の片岡くんです。
ちなみに、奈良の松末先生は、雨のために家の外に出られないと電
話をいただきました。そのくらい、強い雨が降っていたのです。で
も、研究会が終わる頃には、雨は止んでいました。

↑上は、ハクゾウの上本さん、金沢医大の飯沼先生、ICN の野田さ
ん、鍋谷さん、日向さん、ハクゾウの大谷さん。↓
↓下は、大塚の青
木さん、次は、わからない（名札が隠れているし、挨拶していただ
いたんですが、すみません）、織田くん、陽進堂の新城くん、正木
くん、國場さん（くん、さん、なんとなく、そんな感じでつけまし
た）。

↑左からニプロの千原、衣川、森、名古屋掖済会の木村先生、ニ
プロの川邊さん、そして、最後に中締めをお願いした旭川の星く
んです。なんでも、北海道では、中締めは『改めての乾杯』なの
だそうです。この研究会にはるばる旭川から来てくれた、その気
持ちを本当に真摯に表現していただいた、いい中締めでした。あ
りがとうございました。

↑上はニプロの団体（左から川勝、中神、須藤、鈴木）と広島鉄道
病院の阿登くん、ニプロの山川、井上くん。↓
↓下は、JMS の澤さん、
ご存知、うちの須見さん、博さん。そして、大塚の桑原さん、田辺
中央病院の奥村さん、ニプロの松尾くん。みなさん、楽しそうでし
ょう。懇親会の会費は 3000 円だったのですが、このレストラン、
ミネルバは、おいしいので有名なんです。みなさん、うまい、うま
いと言ってくれました。ケーキも出した（出た？）ので、腹いっぱ
い、と言っておられました。

↑そうして、サプライズ。須見さんと博さんのおかげで、還暦を祝
っていただきました。大量のケーキ、そして、還暦なので赤いネク
タイをプレゼントしていただきました。ありがとうございました。
還暦を迎えて、何も感じてはいないのですけどね。でも、8 月 23
日に仙台のホテルに宿泊した時、チェックインの名簿に年齢を書く
欄があり、『60』と初めて書いて、ちょっとドキッとしました。本
当に 60 歳になったんだな、という気がしました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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7 月末には、PICC 講演会 3 連発をやりました。PICC の意義を理解していただけたでしょうか。意義は理解していても、
エコーがない、そんな施設が多いのですよね。もっとカテーテルのことを大事に考えてください、ね、病院経営者の方々。
8 月 2 日には東京で、学研とニプロ共催の『静脈栄養とカテーテル管理について』のトークショー？実習を取り入れた
講演会でした。やはり、講演だけでは実感が伴わないし、細かい点の理解度が十分ではないのでしょう。実際に輸液ライ
ンやカテーテル、針、注射器などを用いて接続操作をやったりすると、本当の理解ができるのだと思います。この方法を、
来年の JSPEN ではハンズオンセミナーとして実現する予定です。その東京からの帰りには名古屋で『JSPEN 臨時理事会』
が開催されました。いろいろあります。本当、JSPEN はこれからどうなるのでしょうか、という感じもしています。その
週には大阪大学臨床医工学融合研究教育センターの納涼焼肉パーティーもありました。なんと、座席の関係で 5 人分の焼
肉を中島教授と二人で食べてしまった、のです。大変なことをしてしまった？8 月 11 日には孫を連れて京都水族館へ行き
ましたが、これは、なかなかよかったです。イルカのショーでは、その水槽の向こうに京都駅を出入りする新幹線を見る
ことができるのです。新幹線の見える水族館って、なかなか粋ですよね。ペンギンも近くで見ることができるし、という
いい雰囲気でした。エイって、なかなか絵になりますね。ビデオ撮影をしたのですが、お見せできないのが残念です。写
真に落としましたので、どうぞ、ご覧ください。
お盆には愛媛へ帰りました。何をした？お墓掃除、近くの温泉、八幡浜ちゃんぽん食い比べ、ということでした。8 月
23 日には仙台へ。東北大学の賀来教授にお招きいただき、
『第 6 回 J 感染制御ネットワークフォーラム スイーツセミナ
ー』での講演。賀来先生はお父さんが愛媛の南予の出身なので、なんとなく親しみが湧くのです。前回お会いした時は、
愛媛の『さつま汁』をおみやげにしたのですが、今回は、有名和菓子「一六タルト」をおみやげに持っていきました。と
ころが、その何倍ものおみやげをいただきました。いただいた笹かまぼこは絶品でした。その講演ですが、私は、もちろ
ん「カテーテル関連血流感染症予防対策は JSPEN 静脈経腸栄養ガイドラインに基づいて実施すべきである」という講演だ
ったのですが、隣の会場は『口腔ケアや褥瘡対策』の講演で、参加者数で大幅に負けてしまいました。日本人って、本当、

↑学研セミナーです。4 時間のトークショーみたいなもので、講義
の間に実技がある、という内容です。私はいつもの雰囲気でのんび
りとやっています。トークショーに意味があるのかは、私はわかり
ませんが、実技指導は役に立つようです。

↑実技指導は、ニプロの社員が細かく教えます。実技の時は、私は
扇子を片手にフラフラと歩き、という感じ。気が向いたら私も指導
しました。ちなみに、私が持っている扇子は山本五十六語録。『男
の修行』です。実際に、輸液ラインを接続する、短い針を側注用 Y
字管に刺入してみる、I-system を使ってみる、やってみると、い
ろんなことがわかります。こういう実技って、やってみないとわか
らないのでしょう。私のトークショーでは実感が伴わないので、実
技を加えて、いいセミナーにしているつもりです。

新

イ

↑孫を連れて行った、京都市の京都水族館。京都駅から徒歩 15 分と
記載されています。写真はイルカショーのプールです。新幹線が走
っているのが見えます。ショー自体はいろいろ工夫されていますが、
でも、イルカの実力は、まだまだ、という感じ。でも、いい水族館
だと思います。普通は海の傍にあるのが水族館なのですが、ここは、
町のど真ん中で、結構海からは遠いところにあります。人工海水を
作る技術ができたから、この水族館ができた、テレビで見たような
気がします。日本の技術ってすごいですね。

↑京都水族館の大水槽。エイが泳いでいましたので、ビデオ撮影。
それを写真にしたのです。ま、動いているシーンの方がいいですね。
でも、変な生き物ですが、見ていると、ふわふわ、ふらふらしてい
て、なんとなくほっとする生き物ですね。エイって、英語で何？よ
くわからない。サメ亜区、なんていう記載もあったけど・・・どう
でもいいか？よく理解できないし、そんな感じ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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右が面白いとなるとみんなが右を向く国民性で、だから太平洋戦争なんかに突入したのですが、医療の領域でも同じこと。
前々回の記事のように胃瘻がダメとなるとみんなが経鼻胃管になる、そんな雰囲気が強くて、カテーテル感染なんていう
地味な領域には興味を示さなくなった？なんて思ったりしました。今は口腔ケアが旬なのですよね。でも、私の講演はそ
れなりに盛り上がったのですよ・・・多分。仙台では『冷やし中華』発祥の店『龍亭』に行きました。お店に入ると、
『マ
ーボー焼そば認定店』の垂れ幕があったので、これも食べなくてはならない。ちょっと昼飯には多すぎると思いながら、
冷やし中華＋マーボー焼そば半分、を食べました。どちらも、なかなかいい味でした。そして、8 月 27 日には名古屋セン
トラル病院で PICC についての講演会があり、29 日には茨城県つくばで輸液管理の講演会に来て、今、つくば駅前のホテ
ルでこの原稿を書いている、というところです。つくばって茨城県だな、茨城空港があったな、神戸空港から茨城空港へ
のスカイマークのフライトがある、それにしよう、ということでやってきました。神戸空港での出発が 40 分ほど遅れまし
たが、静かな茨城空港へ無事到着。霞ヶ浦の傍の空港で、田んぼの景色、湖の景色など、なんとなく、異国へ来た、そん
な感じがした、と言ったら叱られるでしょうかね。ヨーロッパの雰囲気、でいかがでしょうか。講演会では静脈栄養につ
いて「好き勝手なことを言って」と言われるかもしれないような話をして、終わってからは筑波大学の増本教授と食事を
しました。本当、増本教授とゆっくり二人で話ができたのは初めてでした。もう何年来の友人で、と言っても、私の方が
かなり年上ですが、人間としては増本先生の方が出来上がっている、そんな感じなのです。臨床栄養もきちんと理解して
おられる、りっぱな小児外科医です。JSPEN 静脈経腸栄養ガイドライン作成のメンバーですから、気心も知れていますし、
いい時間でした。
そうそう、来年の JSPEN2015 の演題締切が 8 月 5 日でした。その前に、いろんな方から締切りは延長するのですよね、
と当然のように言われていて、
『絶対に延長しない』と決めていたのですが、ちょっとだけ延長しました。演題数が少ない
から延長したのではなく、もう少し時間があればがんばれる、と思っておられる方々の気持ちを考えて、ということなの
です。なんとか 1500 題ほどの応募をいただきました。でも、偏っていますね、テーマ毎の応募数が。一番驚いたのが「カ
テーテル感染」
。口演とポスターを合わせて 1 題だけでした。NST 関連は 300 題以上でした。中身については、また、報告
させていただきます。シンポジウムの演題も全部自分で読み、自分で選びました。いろいろ批判があるでしょうね。でも、
それは仕方ないこと。選ばれた方には喜んでいただけるでしょうが、不採用になった方々は、なんで？と、私に批判が集
まるでしょう。でも、厳正に、という考えの下、全部自分で抄録を読ませていただき、私が企画した意図に合致する、そ
して、データが入っているもの、シンポジウムとしての組み合わせ、などを考えて選ばせていただきました。あとは、座
長を決め、いろいろな講演などについて考える、JSPEN 2015 の準備は、本当、これからなんですよね。がんばります。一
人でも多くの方に、よかった、思い出に残る学会だった、と言ってもらえるように。もちろん、全員に満足していただけ
るなんて、不可能だと思っていますが。

↑仙台での２大麺。上は『マーボー焼そば』。ケンミンショーで
有名だと聞いて、仙台へ行ったら食べようと思っていたのです。
うまかった、それなりに。でも、タクシーの運転手さんに聞くと、
有名になったのはケンミンショーで紹介されたから、とのこと。
仙台に長いこと住んでいる娘婿は、食べたことがない、とのこと。
私の座長をしてくださった賀来教授も食べたことがない、と言っ
ていました。↓発祥の店での冷やし中華は 2 回目でした。両方と
もうまかった。

↑八幡浜ちゃんぽんです。いろんな味がありますが、私は、右下の
じゃこ天入りのが好きですね。ベースが海鮮ですから。何度も言い
ますが、長崎のちゃんぽんよりうまい。ところで、ラーメンとちゃ
んぽんの違い、わかってますか？トッピングの量が違うだけで、麺
は同じ、そう思っていませんか？栄養には詳しいけど料理には詳し
くない私が説明できるはずがないでしょう。勉強して、また、誰か、
教えてください。そう、ちゃんぽんとの組み合わせで、今回『ちゃ
んぽんとチャーハン』の組み合わせにトライしてみましたが、満足
できませんでした。やはり、『ちゃんぽんとライス（白メシ）と黄
色いたくあん』の組み合わせがベストです。シンプルがいいと思い
マス。間違いありません。白ご飯とたくあん、それだけでいいので
す。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：阪大の
IVH 研の先輩、長谷川順吉先生の葬儀に
ゼン先生

るような仕事にすることはできませんでした。これは、私

行ってきました。長谷川先生は、私が岡田先生にいただい

のトラウマになってます。

た研究テーマ、
『がんと栄養』について、IVH 研で最初に実

小越先生：アメリカ留学中にはあれだけの実験をしたじゃ
小越先生

験をされたんですよ。

ないか。

小越先生：長谷川くん？そういえば、昔、ラットの佐藤肺
小越先生

ゼン先生：そうなんですが、あの頃の実験室って、問題だ
ゼン先生

がんという腫瘍で実験していたやつがいたなあ。

らけだったのでしょうね。その環境の中で仕事を完成させ

ゼン先生：そうです、そうです、その長谷川先生です。TPN
ゼン先生

た先輩達は偉いと思います。

をやると、高濃度のグルコースを投与しているから癌細胞

小越先生：でも、君はちゃんと学位はもらったんだろう？
小越先生

内に取り込まれて、癌細胞内の水分量が増えて、腫瘍が大

ゼン先生：はい。がん患者に対する栄養アセスメントで、
ゼン先生

きくなる、というデータを出されたんです。英文雑誌の”

医学博士にさせていただきました。がん患者に一定の TPN

Cancer”に掲載されました。

を施行し、その反応をみると予後が判定できるという仕事

小越先生：そうだよ、あの頃、IVH
をやると腫瘍の増殖が
小越先生

です。RTP については、私、たくさんのデータを持ってる

刺激される、ということが話題になっていたんだよ。それ

んですよ、実は。

に対して、岡田先生が、確かに IVH をやると腫瘍が大きく

小越先生：そんなデータって、もう何十年も前だろう？
小越先生

なるというのは否定はできないが、その一つの要因として

ゼン先生：20
年ほど前、ということになりますでしょうか。
ゼン先生

腫瘍自体が水分を含んで大きくなる、という話をしていた

私の最初の RTP の論文は 1986 年ですから、もうすぐ 30 年

よ。

になりますか。

ゼン先生
ゼン先生：長谷川先生は、本当に地道に実験しておられま
先生

小越先生：30
年か、古い話だな。
小越先生

した。

ゼン先生：そうですね。だから、NST
で RTP を測定するこ
ゼン先生

小越先生：岡田先生の研究室は、いろんな実験をしていた
小越先生

とが、いかにも新しいことをやっている、という雰囲気が

よ。

いやなんですよ。私の論文を読んでみてちょうだいよ。今、

ゼン先生：そうですね。高木洋治先生の『亜鉛』
、それは根
ゼン先生

あなたがたが考えている仕事って、もう 30 年ほど前に完

津先生に引き継がれ、微量元素として山東先生に引き継が

成しているんだよって、言いたいですけど。

れたんですよね。山東先生の学位論文はセレンの研究です。

小越先生：最近の連中は、昔の業績を見て、それから考え
小越先生

小越先生：元気な鎌田くん、というのがいただろう？
小越先生

るということはしないからな。

ゼン先生：そうですね。そうそう、鎌ちゃんは、先生、坂
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。でも、何か、これって新しいんじ
ゼン先生

本龍馬の親戚なんですよ。

ゃない？なんて思った時、歴史をたどるという姿勢は大事

小越先生：何い？坂本龍馬の親戚？それは聞き捨てならん
小越先生

ですよ。既に、やられているかもしれませんから。

なあ。

小越先生：そうだよ。今、君が研究室でやっている新しい
小越先生

ゼン先生：そうなんです。
でも、ちゃんと司馬遼太郎の『竜
ゼン先生

器具の開発なんて、そういう意味では厳しいんじゃない

馬がゆく』を読むと、高知に鎌田家というのがあります。

か？

龍馬の姪の『お美猪さん』の家系だそうです。

ゼン先生：私はまだ実感はありませんが、相当厳しいよう
ゼン先生

小越先生：そうか、ちょっと悔しいな。その鎌田くんの研
小越先生

です。特許取得競争、みたいなものですから。第一、大き

究は何だった？

な企業には特許を専門的に調査して、申請するという部署

ゼン先生：肝不全、アミン代謝、ですね。それを引き継い
ゼン先生

がありますから。

だのが、米倉先生、和佐先生です。ラットを水に浸してス

小越先生：そうだろう、そうだろう。当然のことだし、現
小越先生

トレスを与えると胃潰瘍ができるが、これに TPN をやると

実的には厳しい領域なんだろうな。

胃潰瘍はできない、という仕事もありましたし、金昌雄先

ゼン先生：もちろんです。でも、先生もエレンタールの特
ゼン先生

生なんか、5000 人ほどの身体計測をして、日本の標準値を

許のことではいろいろあったんじゃないですか？

作られました。

小越先生：ほとんど、会社の方々のいうとおりだったけど
小越先生

小越先生：それは知ってるぞ。
AC、AMC、TSF の基準値だよ。
小越先生

な。

ゼン先生：はい。板倉先生は
TPN 時の血糖管理について研
ゼン先生

ゼン先生：私もそうですよ。素人がとやかく言う問題では
ゼン先生

究されましたし、そう、銅欠乏症の研究も藤田先生がして

ないです。

おられました。

小越先生：でも、ちょっと話は変わるかもしれないけど、
小越先生

小越先生：そして長谷川くんの『がんと栄養』ということ
小越先生

君は、その後、カテーテルに関する仕事をがんばったんだ

か。君が引き継いだんだろう？

よな。

ゼン先生：そうなんですが、実は、私はラットに佐藤肺が
ゼン先生

ゼン先生：その後、というより、並行して、ということに
ゼン先生

んを植え付けて実験を開始したんですが、結局、学位にな

なりますでしょうか。だって、先生、TPN の臨床データを
出すには、絶対にカテーテル管理に精通していなければな

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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らないでしょう？感染を起こしてカテーテルを抜く、それ

小越先生：末梢もか。
小越先生

を繰り返したりしていたら、栄養治療効果なんて、まとも

ゼン先生：はい。そうそう、ポートのカテーテルの入れ換
ゼン先生

なデータにはなりませんから。

え手段として線維性鞘を用いるというのも、私の発想です

小越先生：本当、そうだよ。臨床栄養の領域で、特に、静
小越先生

から。

脈栄養に関するデータを出すには、絶対にカテーテル管理

小越先生：そんなにオリジナルがあるのか。
小越先生

に精通していないといけないな。

ゼン先生：フィルターをカンジダが貫通する、という話も
ゼン先生

ゼン先生：そうでしょう？当たり前ですよね。それなのに、

私です。フィルターには対称膜と非対称膜がある、という

このカテーテル管理の仕事って、あまり評価されない。地

のも、私が論文で書いているんですよ。

味な仕事ですよね。

小越先生：そうか。そういう意味でも、君はカテーテル管
小越先生

小越先生：確かにそうなんだな。縁の下の力持ち、という
小越先生

理の専門家なんだ。

感じだな。

ゼン先生：確かに、厚労省の仕事としてのカテーテル感染
ゼン先生

ゼン先生：そうですよ。カテーテル管理なんて、できて当
ゼン先生

のガイドラインの仕事をしてきましたし、JSPEN のガイド

然という領域ですから。でも、カテーテル管理が本当にわ

ラインも、です。国立大学附属病院感染対策協議会が出し

かっている人は、日本には、ほとんどいない。だって、デ

ているカテーテル感染のガイドラインだって、もともとは

ータを持っている人は非常に少ないんですから。

私のもので、それをアレンジしているのがわかっているん

小越先生：そうだな。論文だって、終始一貫してカテーテ
小越先生

ですが、私の名前を出してもらっていないのは、ちょっと

ルに関連した論文を書いている人って、ほとんどいない。

寂しいものがありますよ。

そういう意味では、君は非常に稀有な医者だな。ある意味、

小越先生：それは、システムの問題があるんだろう？
小越先生

変わっている、ある意味頑固、ある意味、必要だと思い続

ゼン先生：そうですね。まあ、もともとの文章は私のもの
ゼン先生

けて活動している、その継続力は褒めてやりたいと思って

なので、そういう意味では、仕方ないですね。

いるけど。

小越先生：カテーテル感染のガイドラインという意味では、
小越先生

ゼン先生：ありがとうございます。でも、融通が利かない
ゼン先生

CDC のガイドラインに負けてるんじゃないか？

とか、時代の流れに乗れないとか、そんな感じですよ、き

ゼン先生：内容では全然負けてないんですが、人気という
ゼン先生

っと。

点では負けているんでしょうね。

小越先生：いいじゃないか。もう
30 年以上もカテーテル
小越先生

小越先生：人気？ちょっと違うんじゃないか？ガイドライ
小越先生

管理の仕事もしているんだろう？

ンだろう？

ゼン先生：していますよ。オリジナルデータもたくさん持
ゼン先生

ゼン先生：表現は悪いかもしれませんが、ICT
や感染管理
ゼン先生

っていますし。

専門看護師さんなんて、CDC ガイドラインにはこう書かれ

小越先生：そうだよな。カテーテルに関するデータをこん
小越先生

ている、そればかりですからね。

なに持っている医者なんて、世界中にもいないんじゃない

小越先生：それは聞いているよ。
小越先生

か？

ゼン先生：でもね、先生。ここが一番大事なところなんで
ゼン先生

ゼン先生：そうかもしれませんね。オリジナルデータとい
ゼン先生

すが、何のためにカテーテル管理が必要なのか、というと

う意味では、いろんなデータを持っています。I-system の

ころで、CDC ガイドラインと日本のガイドラインは大きく

データでしょう？ポートのデータもありますし、上腕ポー

違うと思っていますよ。日本のガイドラインというか、

トの発想自体、オリジナルですよ。ドレッシング管理のデ

JSPEN のガイドラインという意味ですけど。

ータもありますし、Pinch off でポートのカテーテルが切

小越先生：わかっているよ。栄養管理をきちんとやるため
小越先生

れるという症例報告もしています。

にカテーテル管理が必要だ、ということだろう？

小越先生：本当だな、いろいろあるな。最近では脂肪乳剤
小越先生

ゼン先生：そうです。そこが一番大事なんですよ。
ゼン先生

の側注の仕事もあるだろう？

小越先生：そうい意味では、NST
の連中は、TPN は感染が
小越先生

ゼン先生：はい。HPN
患者のカテーテルのデータもありま
ゼン先生

起こりやすいから経腸栄養の方がいい、と言っているだろ

す。バイオパッチの使用経験のデータ、ヘパリンロックの

う？それに対しては意見がありそうだな。

データ、Hickman カテーテルのデータ、ガイドワイヤーを

ゼン先生：もちろんですよ。ネガティブな意味での経腸栄
ゼン先生

用いたカテーテル入れ換え、Groshong ポートを日本で最

養優先論です。ま、経腸栄養の方が栄養投与経路としては

初に使って症例報告を書きました。

生理的だから、というのがポジティブな経腸栄養優先論で

小越先生：PICC
もそうだったな。
小越先生

しょうけど。

ゼン先生：そうですね。肘
PICC の論文は 20 年ほど前に書
ゼン先生

小越先生：経腸栄養が栄養投与経路の第一選択だ、という
小越先生

きました。上腕 PICC の論文は、簡単なデータは既に公表

考え方の根拠を、ネガティブな考え方とポジティブな考え

していますが、今は、自分の経験を論文にしようとしてい

方に分けたのは、君が最初なんじゃないか？

ます。末梢用のカテーテルのデータも発表していますよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・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９回
ゼン先生：そうかもしれません。確かに、静脈栄養をやる
ゼン先生：そうかもしれません。確かに、静脈栄養をやる

ゼン先生：ダメとは言いませんが、それって、実は、きち
ゼン先生：ダメとは言いませんが、それって、実は、きち

と感染しやすいから、とうネガティブな意見で経腸栄養を、

んと TPN が管理できるようになれば、あまり意味のない開

と言っている人は多いと思いますよ。ポジティブな意見、

発になる可能性があるって、私は思っていますよ。

というふりをして、本当はネガティブな人が多いと思いま
をして、本当はネガティブな人が多いと思いま

小越先生：そういう考え方もあるなあ、確かに。
小越先生：そういう考え方もあるなあ、確かに。

す。

ゼン先生：大事なことは、カテーテル管理のレベルアップ
ゼン先生：大事なことは、カテーテル管理のレベルアップ

小越先生：それは、今回のガイドラインの、
小越先生：それは、今回のガイドラインの、SPN に通じる

なんですよね。それによって、静脈栄養が安心して実施で

ものがありそうな気がするけど。

きるようになる、そうすれば、必要な栄養量を安心して投

ゼン先生：確かに、そう思います。本来、静脈栄養をもっ
ゼン先生：確かに、そう思います。本来、静脈栄養をもっ

与できるようになって、よりよい栄養管理ができるように

とうまく使えば、栄養管理としてレベルアップできると思

なるんですよ。

います。でも、カテーテル感染がこわいから、というネガ

小越先生：そこまで考えていたのか。
小越先生：そこまで考えていたのか。

ティブな理由で静脈栄養を実施できないことが多いと思

ゼン先生：もちろんですよ。ここまで考えていないと、栄
ゼン先生：もちろんですよ。ここまで考えていないと、栄

います。だから、カテーテル感染予防対策は完璧に実施で

養管理の専門家とは言えないと思っています。カテーテル
専門家とは言えないと思っています。カテーテル

きているから、もっと積極的に静脈栄養を実施できる、そ

管理をきちんとやることによって、静脈栄養のレベルアッ

うすれば、もっときちんとした栄養管理が実施できる、と

プ、ひいては栄養管理全般のレベルアップを図る、それが

いうことになるはずなんですよね。

大事だと思って、ここまでやってきたつもりなんですけど。

小越先生：SPN
として実施するんだったら、絶食ではない
小越先生

小越先生：やるじゃないか。
小越先生：やるじゃないか。君がそこまで考えているとは、

から、腸管粘膜が萎縮するとか、bacterial
bacterial translocation

思っていなかった。単に、カテーテル管理が面白いから、

が起こりやすい、という危惧もなくなる。

だとばかり思っていたけど。

ゼン先生：そうなんですよ。そうすれば、栄養管理のレベ
ゼン先生：そうなんですよ。そうすれば、栄養管理のレベ

ゼン先生：面白い、もちろんそうなんですけどね。それに
ゼン先生：面白い、もちろんそうなんですけどね。それに

ルアップが図れますよね。

関連して、
『血管内留置カテーテル管理研究会』を立ち上

小越先生：もちろんだな。
小越先生：もちろんだな。それって、大きい意味があるな。

げて、安全なカテーテル挿入・留置、感染対策もきちんと

ゼン先生：あります。食事が不十分な患者さんに、
ゼン先生：あります。食事が不十分な患者さんに、PICC を

できているカテーテル管理、これらを実現して、最終的に
ル管理、これらを実現して、最終的に

挿入して、cyclic TPN として 1000kcal 程度補うことがで

は、静脈栄養のレベルアップ、ひいては栄養管理全般のレ

きたら、これは意味があると思います。

ベルアップにつなげたいんですよね。

小越先生：それって、PPN
でもいけるんじゃないか？
もいけるんじゃないか？
小越先生

小越先生：そうか。この血管内留置カテーテル管理研究会
小越先生：そうか。この血管内留置カテーテル管理研究会

ゼン先生：いける場合もあると思います。
ゼン先生：いける場合もあると思います。でも、PPN って、

の目的って、単にカテーテル管理だけなんじゃないんだ。

意外としんどい部分もあるんですよ。水分量の問題、輸液

栄養管理のレベルアップを考えていたのか。

ルート作成の問題、静脈炎の問題、投与時間の割には十分

ゼン先生：そうなんですよ、先生。きっと、本当に栄養管
ゼン先生：そうなんですよ、先生。きっと、本当に栄養管

な栄養量が投与できない、などなどです。それに比べたら、

理のことを考えてくれている方が、大勢、参加してくれま

PICC で TPN をやれば、これらの問題がすべて解決するんで

すよね、この考えを理解してくれたら。

すよね。

小越先生：間違いないよ。第
2 回には、きっと大勢の参加
小越先生

小越先生：なるほど。
小越先生：なるほど。でも、いろんな輸液・栄養の企業は、

者があるよ。で、いつ、やるんだ？

PPN 用輸液を一生懸命に開発しているだろう？

ゼン先生：もう決めています。
ゼン先生：もう決めています。2015 年の 4 月 11 日、土曜
日ですから。先生も、予定を空けておいてください。よろ
しくお願いします。

↑私、西宮に住んでおります。近所に借りている駐車場に入ろうとしたら、イノシシの親子
が出てきました。あわてて写真を撮ったのですが。本当、こんなところにイノシシが出るの
ですよ。親子 4 匹でした。その翌日には、別の場所でイノシシに遭遇しました。しばしばイ
ノシシには出くわします。襲われないようにするには、レジ袋を持って歩かないことだそう
です。私は、いつも護身用に傘を持って歩くようにしています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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・・・・・・・・・・・・・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９回

【今回のまとめ】
1. 台風 11 号にかなり邪魔されましたが、なんとか、第 1 回血管内留置カテーテル管理研究会
を開催することができました。台風直撃の前日の、大変な天候の中、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. この研究会、結構意味のある研究会になってくれたと自分では評価しています。本当に興
味のある方々が悪天候をものともせずに参加していただいたのですから。
3. 質問、意見、積極的にしていだき、ありがとうございました。厳しいと評価されても、き
ちんと議論をする、それがこの研究会の目的です。『なあなあ』では済ませない、これが
重要です。
4. 経腸栄養を選択する理由が、
経腸栄養を選択する理由が、TPN
TPN をやると感染するから、というネガティブな考え方のみな
さん、カテーテル管理のレベルアップによって、ポジティブな意味で経腸栄養を選択する
ようになってください。
5. カテーテル管理のレベルが上がれば、自信をもって TPN が実施できる、それによって必要
と考える栄養量を投与できる、その結果、もっと有効に栄養状態の維持・改善ができるよ
と考える栄養量を投与できる、その結果、もっと有効に栄養状態の維持・改善ができるよ
うになる、それが本来のカテーテル管理の目的なのです。
おまけ：来年の 4 月 11 日（土曜日）に第 2 回、血管内留置カテーテル管理研究会を開催します
ので、意義を理解していただいたみなさん、是非、大阪大学へお越し下さい。お待ちしており
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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