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『PICC は普及しつつありますが、その適応をきちんと考える
その適応をきちんと考える
必要があります』
必要があります』
暑い、暑い 8 月でした。大阪は真夏日の記録を更新
しました。なんと、35℃以上の日が 26 日中 23 日でし
た。高崎の小川先生は、神戸の JAN-VIC に来られた際、
「群馬の方が夏は暑いはずなのに、今年は、大阪の方
が暑い。
」と言っておられました。いかに、今年の大阪
の暑さがすごかったのか、というところでしょうか。
「暑い」というより、日差しが「熱い」という表現の
方が合っていると感じています。とにかく日本中暑い
のです。しかし、一番南の沖縄や石垣島などの方が過
ごしやすいようで、石垣島のかりゆし病院の田中先生
のメールでは、熊本から来られた奥さんが「熊本より
石垣島の方が涼しい」と言われたそうです。この話、
エビデンスが大事と言っている者として、ちゃんと調
べてみると、
「2016 年夏 猛暑日、真夏日等の日数のラ
ンキング」というサイトがあります。今年の 8 月 31 日
までの猛暑日の日数は大分県日田がトップで、大阪府

↑私と同じ国際医工情報センターに所属する次世代内視鏡治療学の
中島清一教授が推進している「国産医療機器創出」の活動事業の座
学として、私もちょっとした講義をさせていただきました。医療機
器の研究開発に取り組む企業に病院の実臨床部門を開放し、革新的
な医療機器の開発をサポートするためのセミナーです。中島教授は、
すごい後輩です。本当、私より 10 歳以上若いのに、すごいです。今
度私が行くインドに関しても、精通しておられます。こういう勉強
会でも、企業の方は熱心です。医療従事者よりも熱心です。企業の
方に学ばなければならない部分が多いと、最近、ものすごく感じて
います。医療従事者は、甘い部分がかなりあります、よね。

大阪、熊本県熊本はともに 6 位でした。沖縄県は 42 位
までにも入っていませんが、真夏日は沖縄県がトップ
で、沖縄県石垣島は 3 位でした。
7 月 28 日からは国産医療創出促進基盤整備等事業
「初級セミナー」が始まりました。この事業は、医療
機器の開発に取り組む企業の方たちに、医療の現場を
見ていただき、医療機器開発のヒントを得ていただき、
どういう考え方や発想をすればいいのか、などを知っ
ていただく、という目的で、大阪大学の次世代内視鏡
治療学共同研究部門の中島教授が責任者として実施さ
れています。私は 1 日目に講義をさせていただきまし
たが、企業の方は、さすがに熱心です。寝ている方は
いなかったように思います。目つきが違うな、という
印象でした。

↑微量元素学会会長の佐藤先生（ニプロ株式会社）の会長講演です。
エレメンミックの開発の中心として活動しておられ、微量元素製剤の
発売に至る話をすべて知っておられます。会長講演でその詳細を話さ
れました。本邦における最初の微量元素製剤ですので、大変なご苦労
をされたとのことです。マンガンを 20μmol から 1μmol に減量され
たのにも、もちろん、関係しておられます。貴重な話を聞くことがで
きました。微量元素の世界は、まだまだ研究すべきテーマがたくさん
あります。でも、臨床栄養の領域でこの分野の研究者がほとんどいな
いのは、非常に重大な問題だと思います。

7 月 30 日、31 日には第 27 回日本微量元素学会が京
都大学の芝蘭会館で開催されました。会長はニプロ株
式会社の佐藤誠、常務取締役。日本で唯一の微量元素
製剤、エレメンミック開発の中心的役割を果たされた
方で、開発にまつわるいろいろなことを熟知しておら
れ、会長講演で話されました。私は、大阪大学の故岡
田正先生、高木洋治先生の弟子ということでこの学会
の評議員にならされ（？）
、今回は実行委員として準備
を担当したのです。非常にレベルの高い学会で、学術
的な雰囲気を味わうことができました。それと同時に、
今回は、ランチョンセミナーの弁当のレベルも高かっ
た！有名な木乃婦の弁当でした。1 日目のランチョンセ
ミナー（ランチョン文化講演：高橋拓児：木乃婦三代

↑シンポジウムで講演された、湧上先生、伊藤先生、松末先生、増本
先生、司会の位田先生、根津先生です。左下は、一般演題で優秀演題
賞をもらった、大阪大学の森本先生、小波瀬病院の高橋先生です。お
二人とも、私が発表をお願いしたのですが、賞をもらっていただき、
本当によかった。これからも研究してください。松末先生の講演が長
くて、司会の位田先生がさすがにストップをかけたのですが、位田先
生、失礼なことをしたのでは、と、ずっと心配しておられました。根
津先生、位田先生、共に私の阪大の先輩で、ずっと IVH 研の検討会で
一緒に議論していたのです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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目当主）では、残念ながら食べられなかったので
す。根津先生達と共にがっかりしました。しかし、
2 日目のランチョンセミナーは藤本製薬がスポン
サーの増本先生の講演「栄養管理で注意すべき微
量元素‐亜鉛、銅、セレン‐」で、私は司会。始
まる前にりっぱな木乃婦の弁当を食べさせていた
だきました。ランチョンセミナーも、もちろん木
乃婦の弁当で、根津先生や栗山先生によると、か
なりハイレベルの弁当だったとのことです（2500
円と言っていたかな？）
。シンポジウム 5 は「静脈
栄養・経腸栄養施行時の微量元素投与における諸
問題」で、臨床栄養の領域における微量元素関連
のトップリーダーの話を聞きました。一般演題で
は、私が発表をお願いした方も発表していただき
ました。小波瀬病院の高橋先生、国民健康保険坂
下病院の荻野先生、大阪大学の森本先生、宜野湾
記念病院の宮城先生、ありがとうございました。

↑増本先生のランチョンセミナーの前、控室で食べた昼飯。蓋のついた
器は、汁物ではありません。このでかいお椀の中に、この弁当が入って
いるのです。豪華な昼飯でした。朝飯もあれだけしっかり食べたのに、
これも食べざるをえなかったのです。もちろん、講演中、寝たりはしま
せんでした。実は、このランチョンセミナー、藤本製薬にサポートして
いただいたのですが、この学会の方針だということですが、抄録集に何
の記載もなかったのです。学会本部に文句を言いましたが、それがこの
学会の方針だ、ということです。ちょっと変な方針だと思っているので
す。それなのに、学会の重鎮用に、弁当が足りなくならないようにとい
う配慮をしていました。おかしい、気に入らん！

8 月 5 日には福井県立病院へ行き、PICC の講演
とハンズオンセミナー。熱心に講演も聞いていた
だきました。司会をしていただいた副院長の橋爪
先生も、私の講演を、時には笑いながら、いい雰
囲気で聞いてくださいました。ハンズオンセミナ
ーでも、みなさん、熱心に練習しておられました。
きっと、血管穿刺用エコーを買ってくれますよ。
そしたら、一気に PICC が普及すると思います。懇
親会も楽しかったのですが、残念、写真を撮り忘
れました。写真が 1 枚もないなあ、と思っていた
ら、外科の服部先生に、本当にうれしいプレゼン
トを送っていただきました。高校の同級生が室次

↑微量元素学会の懇親会です。増本先生、荻野先生、湧上先生、根津先
生、松末先生、宮城先生、発表、司会、ありがとうございました。私？
ランチョンセミナーの司会をしただけです。でも、実は、シンポジウム
の企画、発表のお願い、勧誘など、一応、仕事はしたのです。

（ムロジ）という有名な老舗お醤油屋さんで（現
存する日本最古の醤油醸造場。坂本龍馬が福井へ
行った時に食したのと同じ製法で製造した醤油を、
2011 年に「幕末のソイソース」として発売してい
る。）、坂本龍馬も味わったという醤油を送ってい
ただきました。その容器が、なんと、坂本龍馬な
んです。服部先生、本当、ありがとうございまし
た。これからの講演で、機会があれば、宣伝させ
ていただきます。もちろん、研究室の入口に堂々
たるポジションを占めています。

↑福井県立病院に PICC の講演に行ったのですが、写真なし。そこで、講演会
の案内のチラシと、服部先生に送っていただいた室次の「龍馬醤油」を出す
ことにしました。いやあ、世の中には物好きがいるものです。もちろん、私
もその一人ですけど。矢印が醤油の注ぎ口です。もったいなくて使えない。
でも、それがいけないのですよ。今度、冷奴にかけて食べます。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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お盆は、1 泊で愛媛に帰りました。途中、香川県の仲
多度郡まんのう町にある「二宮忠八飛行館」へ。日清戦
争の時、陸軍が忠八の意見を取り入れて飛行機を作って
いたら（1889 年）
、ライト兄弟（1903 年）より先に飛行
機として飛ばせることができたのに、実現できなかった
のです。私の故郷の八幡浜市出身の二宮忠八です。その
記念館が、「飛行機原理着想の地」である「まんのう町」
に建てられているのです。伝記は、吉村昭の「虹の翼」
という小説を読んでください。1954 年に英国王立航空協
会が「ライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人
物」として二宮忠八を紹介しています。
8 月 20 日には血管内留置カテーテル管理研究会
（JAN-VIC）が神戸国際会議場で開催されました。PICC
の特集で、非常に活発に、熱い、有意義な議論が交わさ
れました。これが研究会です。約 190 名の参加者でした。
私としては、もう少し、多くの方に集まっていただきた
かったのですが、何かのクレジットも、特典もありませ
んからね。でも、集まってくださった方々は、本当にこ
の領域に興味がある方ばかりで、だから、いい議論がで
きるのだと思います。特別講演では、金沢医科大学感染
症科の飯沼教授に血流感染についての話をしていただき
ました（共催：ニプロ株式会社）
。私の中で、カテーテル
感染症の診断と治療について、一つの問題がクリアにな
りました。ありがとうございました。ちゃんとプログラ
ムに組み込んだ企業プレゼンは 8 社だったのですが、栗
山先生の的確な司会のもと、参加者にとっても非常にい
い勉強になったのではないかと思います。展示会場に集
まって企業の説明を個別に聞いた方もたくさんいて、企
業の方にも喜んでいただきました。診療看護師の PICC 挿
入については、3 施設の報告がありましたが、みなさん、
エコーガイド下の上腕 PICC 挿入を、自信をもってやって

↑香川にある二宮忠八飛行記念館に行きました。もちろん、私自
身の地元の偉人なので、いろいろ知ってはいたのですが、勉強し
に行ってきました。世界で最初に飛行機の原理を着想していたの
に、陸軍がそれを取り上げなかったため、実現できなかった、非
常に残念なことです。かつての大日本製薬株式会社の取締役とし
て活動され、その給料でエンジンを買おうとしておられたのです。
そうこうしているうちに、ライト兄弟が飛行に成功したのです。
その時、出来上がっていた飛行機の本体を壊してしまった、とい
うことです。実際に設計図通りに再現し、実際に飛ぶことが確認
されています。でも、人生ってこんなものかもしれません。後世
の人々が、確認しているのだから、いいじゃないですか！？

おられることがわかりました。今後、診療看護
師がどのように活躍していくのか、注意深く見
守っていきたいと思っています。
本当に、暑い、熱い夏ですが、なんとか、熱
中症にもならずに生きております。今回は、
PICC の現状と問題点について、全国アンケート
調査の結果も踏まえて議論したいと思います。
この「ゼン先生の栄養管理講座」はもう 33 回
なのに、なぜか、PICC を主題としては取り上げ
ていなかったのです。
↑会場の雰囲気です。気合いが入っているのがわかると思います。クレジット
をもらうために、イヤイヤ参加しているのではありません。全員がこういう感
じで議論に参加しているのです。この○と×の団扇は、外科代謝栄養学会の時
の深柄先生の真似です。陽進堂が助けてくれました。会社の CM や、製品の写真
も入れていいよ、と言ったのですが、本当にシンプルな団扇にしていました。
ありがとうございました。おかげで、いい雰囲気でみなさんに議論に参加して
いただきました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↗司会者、発表者、質問者、大勢すぎて、一人ひとり紹介できま
せん。おなじみの方もおられますが、初めて来られた方もいます。
でも、みなさん、本当に活発に議論していました。これが本当の
研究会です。この発表内容、質疑応答は、すべて、ビデオに収録
しています。それを、ちゃんとテープ起こしして、記録に残して
います。これも大事な仕事です。テープ起こしは大変なので、プ
ロにお願いしてます。校正も大変です。私がすべてやっています。質問って、時々、意味が通じないこともあるし、いろいろ質問者
の癖もあるし、ちゃんと、意味が通じるようにしなければなりません。はっきりいうと、私の負担は相当大変なのですが、でも、き
ちんと記録に残すことも、極めて大事ですからね。それも、この研究会の重要な目的であり、活動です。

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：先生、62
歳の誕生日を迎えてしまいました。
ゼン先生

小越先生：今回は、PICC
の演題を集めたんだろう？
小越先生

小越先生：そうか、もう君もそんな年になったのか。
小越先生

ゼン先生：
12 題、すべて PICC でした。
ン先生

ゼン先生：そうなんです。信じられない気持ちもあります
ゼン先生

小越先生：そういう研究会なんて、今までなかったんじゃ
小越先生

が。本当、若くないですね。自分では若いと思っていても、

ないか？

という感じです。そろそろ引退も考えなくてはなりません。

ゼン先生：そうですね。PICC
に真剣に取り組んでいる施設
ゼン先生

小越先生：ちょっと早すぎるんじゃないか？引退は。
小越先生

から、発表してもらいました。司会も、PICC の経験がたく

ゼン先生：そうでもないですよ。ちゃんと、後進に道を譲
ゼン先生

さんある方々にお願いしました。

る、それも大事なことです。そうそう、私の誕生日、司馬

小越先生：それは大事だ。司会は、PICC
の経験がある方じ
小越先生

遼太郎と一緒なんです。

ゃないと、ダメだろう。

小越先生：そうか、司馬遼太郎か。
「竜馬が行く」、だな。
小越先生

ゼン先生：学会や研究会の司会って、有名だけど、実際に
ゼン先生

ゼン先生：はい。それから、ドラえもんの「のび太くん」
ゼン先生

はその領域の専門ではないって方もおられますよね？

と誕生日が一緒なんですよ。

小越先生：そうだな。それでは、本質的な質問はできない
小越先生

小越先生：ははは、ドラえもんの「のび太くん」か。いい
小越先生

だろうし、上滑りな議論になってしまうからな。

じゃないか。そういえば、坂本龍馬と誕生日が一緒だと喜

ゼン先生：特に、こういう実践的な内容の場合はそうです
ゼン先生

んでいる君の友達がいたな。

よね。今回、お願いした方々は、みなさん、いい司会をし

ゼン先生：ああ、それは、福島の木暮くんですよ。
ゼン先生

てくれて、たくさん議論も引き出してくれました。

小越先生：そうだったな。京都の寺田屋のお登勢さんの娘
小越先生

小越先生：よかったな。
小越先生

だったかな、その方と話をしたことがあると自慢していた

ゼン先生：私が期待した通りでした。
ゼン先生

って言ってたな。

小越先生：ところで、議論の中心は何だったんだ？
小越先生

ゼン先生：そうなんですよ。11
月 15 日に死にたいと言っ
ゼン先生

ゼン先生：もちろん、いろいろありますが、穿刺の方法、
ゼン先生

ています。本当、いい友達です。そうそう、8 月 5 日に福

上腕から挿入しなければならない？エコーを使う必要が

井県立病院に PICC の講演に行ったんです。懇親会で外科

あるのか？感染率は低くなるのか？あとは、適応の問題で

の服部先生といろいろ話をしたんですが、その時、私は坂

しょうか。

本龍馬の扇子を持っていたんです。
小越先生：いつもの扇子だろう？
小越先生
ゼン先生：
ゼン先生 「遊魚動緑荷」と書かれた扇子です。
小越先生：
小越先生 「遊んでいる魚でさえ蓮の葉を動かすのに、人
間が国を動かすのは当然である」という意味なんだろう。
もちろん知ってるよ。
ゼン先生：そうです。それを解説したんですけどね。そし
ゼン先生
たら、服部先生の友達に老舗の醤油会社の社長がいて、坂
本龍馬の醤油を売っている、ということを聞いたんです。
送りましょうか？と言ってもらったから、遠慮もせず、送
ってくれるんですか？と言ったら、送ってくれたんです。
小越先生：坂本龍馬の醤油？
小越先生
ゼン先生：そうなんです。幕末に坂本龍馬は福井へ何回か
ゼン先生
行っているでしょう？その時に泊まった旅館で使われて
いた醤油なんだそうです。その会社が、その時の製法で作

↑研究会のスナップ写真です。研究会に参加しても、発表者、司
会、質問者以外の写真はなかなか出せません。そこで、質問者の
写真の回りに移っていた人たちの写真を集めてみました。なかな
か大変でしたが。みなさん、いい雰囲気で研究会に参加しておら
れる、そういう雰囲気がます。この研究会の記録集は、もちろん、
会員になっていただけば入手できます。是非、会員になってくだ
さい。非常に貴重な記録集です。カテーテル管理って、医療の基
本だと、みんな、わかっているはずです。でも、おろそかにして
いませんか？

っている醤油なんだそうです。それを送ってもらいました。
小越先生：へええ、同じ味なんだ。
小越先生
ゼン先生：そうらしいです。
その上、その醤油の容器が・・・
ゼン先生
なんと・・・坂本龍馬の像なんですよ。
小越先生：へええ、坂本龍馬の像の醤油か。いいな。オレ
小越先生
もほしいな。
ゼン先生：でしょう？うれしいプレゼントでした。木暮く
ゼン先生
んに自慢しました。
小越先生：ははは、なるほど。
小越先生
ゼン先生：きっと欲しがりますよ。
ゼン先生
小越先生：そりゃあそうだろう。
小越先生
ゼン先生：その木暮くんは、今回の血管内留置カテーテル
ゼン先生
管理研究会にも来てくれました。はるばる、福島から。

↑企業プレゼンです。1 時間を正式なプログラムとして組み込み、
栗山先生に司会をしていただきました。いい司会でした。企業の
方のプレゼンは非常に上手ですね。時間もきちんと守ってくれて
いました。企業の方のプレゼンは、ちゃんと訓練を受け、スライ
ドの作成にも力が入っています。企業の製品説明の内容ももちろ
ん勉強になりましたが、プレゼンの方法も勉強になりました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：穿刺の方法って、具体的にはどういう内容だっ
小越先生

ゼン先生：ハハハ、確かに、そうなんでしょう。でも、そ
ゼン先生

たんだ？

ういう高い技術を最初から求めると、このエコーガイド下

ゼン先生：ニードルガイドを使うか、
double wall puncture
ゼン先生

上腕 PICC 挿入術という方法は普及しにくいと思います。

method でやるか、もちろん、エコーガイド下穿刺が必要か

小越先生：昔、オレがやっていたころは、肘の、見える血
小越先生

は大事なんですが、血管穿刺用エコーを使うか、というか、

管を穿刺していたから、この議論に対する意見は出せない

血管穿刺用エコーを持っているか、ということなどでした。

けどな。

小越先生：なるほどな。君はどうやって挿入しているん
小越先生

ゼン先生：先生の時代は、鎖骨下穿刺をやるか、肘の静脈
ゼン先生

だ？

を穿刺するか、そういう議論だったんでしょう？

ゼン先生：私は、血管穿刺用エコーを用いて、ニードルガ
ゼン先生

小越先生：そうだったんだなあ。阪大は鎖骨下穿刺、千葉
小越先生

イドを使って、double wall puncture method でやってい

大は肘静脈穿刺、ということだったかな。

ます。

ゼン先生：先生の昔の論文も読みました。
「臨床と研究」と
ゼン先生

小越先生：double
wall puncture method って、どういう
小越先生

いう雑誌に「高カロリー輸液に鎖骨下穿刺は必須か否か」

意味なんだ？

という論文を発表しておられますよね。

ゼン先生：
double wall というのは、血管の前壁と後壁、
ゼン先生

小越先生：あんな古い論文を読んだのか？
小越先生

という意味です。一回、血管をブスッと串刺しにして、貫

ゼン先生：もちろんです。歴史は大事です。でも、あの論
ゼン先生

通させてしまうということなんですが、それからカニュー

文を読みながら思ったんですが、鎖骨下穿刺を主張してい

ラを少しずつ引いてきて、血液が逆流する部位でガイドワ
イヤーを挿入する、という方法です。
小越先生：なるほど。動脈穿刺ではふつうに実施されてい
小越先生
る方法だな。
ゼン先生：そうですね。
ゼン先生
小越先生：それが標準的なんじゃないか？
小越先生
ゼン先生：標準的、とは言い切れないでしょうね。double
ゼン先生
wall puncture method を使う人は、さて、どのくらいいる
んでしょうか。それが議論になりました。
小越先生：要するに、血管の後壁を突き破る必要はない、
小越先生
余計な損傷を加えるのはよくない、ということなんだろ
う？
ゼン先生：そうですね。京都大学の伊藤先生や、東北労災
ゼン先生
病院の西條先生は、その方法はよくない、という意見です
ね。
小越先生：君の意見とは違うんだな。
小越先生
ゼン先生：そうですね。でも、私は、穿刺成功率を上げる
ゼン先生
には、この方法が一番だと思っていますし、特に、初心者
は、この方法でやるとスムースに PICC を導入できると思
っています。
小越先生：君はこの方法で何百例とやってきているんだろ
小越先生
う？
ゼン先生：そうです。前の病院では
500 例以上実施して、
ゼン先生
何も問題は起こりませんでしたから、この方法を否定する
必要もないと思っています。特に、細い血管の場合は、こ
の方法をお勧めしますね。血管内に穿刺針の先端を留める、
これが結構むずかしいんです。鎖骨下穿刺や内頚静脈穿刺
などの太い静脈の場合は、もちろん、先端が血管壁を突き
破って内腔に入るのを確かめながら実施する必要がある
と思いますが、上腕の静脈は細いので、この手技がかなり
むずかしいと思っています。
小越先生：なるほど。ということは、君よりも京大の伊藤
小越先生
先生や東北労災の西條先生の方が穿刺がうまい、というこ
とだな。

↑9 社に企業展示に協力していただきました。セッションとセッ
ションの間にも時間的余裕をもたせ、企業プレゼンが終わってか
らは 20 分間、展示会場へ行くというプログラムでしたので、大勢
の方が企業の展示ブースを訪れ、個別に話を聞いたり、実際に製
品を見たり、そういうコミュニケーションがとれたとのこと。参
加の方々には喜んでいただきました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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る阪大の岡田先生に対抗した書き方ではなかったです

ゃないか、と言われましたが、PICC が末梢挿入式で定着し

か？

ていますから、ということで、納得していただきました。

小越先生：ハハハ、そうかもな。千葉大第二外科は、阪大
小越先生

小越先生：苦労したな、ハハハ。松末先生をよく納得させ
小越先生

に負けるな！という意識がものすごく強かったからな。

たな。

ゼン先生：きっと、岡田先生も千葉大の二外をむちゃくち
ゼン先生

ゼン先生：でも、まあ、CICC
は世界的にふつうに使われて
ゼン先生

ゃ意識していたと思いますよ。もう、私の頃はそうではな

いる用語ですから。私の日本語訳は、納得できる訳でしょ

かったんですが。

う？

小越先生：君がこの領域に出てきたころは、もう、オレは
小越先生

小越先生：そうだな。オレが訳しても、その日本語訳にす
小越先生

高知に行っていたからな。

ると思うよ。

ゼン先生：そうですね。世代が違いますね。
ゼン先生

ゼン先生：次の問題は感染率なんです。
ゼン先生

小越先生：まあな。そして、違う考え方で
PICC が使われ
小越先生

小越先生：PICC
は感染率が低いと、ほとんどの人が思って
小越先生

るようになった、ということだな。

いるんだろう？

ゼン先生：そうです。とにかく、まずは私の方法でエコー
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですが、外国の論文でも、明確に
PICC
ゼン先生

下穿刺を普及させるのがいいと思っています。そして、慣

の方が感染率が低いということではないんです。販売業者

れてきたり、太い静脈の場合には血管内に針の先端を残す、

のイメージ戦略が効いているのかもしれません。私は、ず

そうすればいいと思っているんです。

っと、PICC を導入したら感染率が低下する、そんな単純な

小越先生：なるほどな。そういう考え方のほうがいいかも
小越先生

ものではないと主張してきました。

しれないな。しかし、なかなか PICC を導入できない施設

小越先生：今回の発表ではどうだったんだ？
小越先生

もあるんだろう？

ゼン先生：低下しているという施設と、低下していない、
ゼン先生

ゼン先生：もちろんです。今回のアンケート調査では、導
ゼン先生

という施設の両方がありました。低下する、という結論は

入していない施設が約 4 割でしたね。
小越先生：なぜ、導入できていないんだ？
小越先生
ゼン先生：一番多かった理由は、現状で特に問題がない、
ゼン先生
でしたね。
小越先生：なるほど。鎖骨下穿刺や内頚静脈穿刺などの
小越先生
CICC でいい、ということか。
ゼン先生：そうです。でも、胸や首に針を刺される患者の
ゼン先生
身になってみると、恐怖心などを考えると、PICC という選
択肢を考えてあげてほしいと思います。
小越先生：CICC
に加えて PICC も、ということだな。
小越先生
ゼン先生：そうです。
重症管理をする症例に対しては、CICC
ゼン先生
の方が適応だと思っていますから。
小越先生：安定した症例に
PICC、という意味だな？
小越先生
ゼン先生：そうです。そうそう、その
CICC という用語はお
ゼン先生
かしいんじゃないか、って、松末先生に言われたんです。

↑特別講演の飯沼先生、上池先生、そして、シンポジウム：診療
看護師のセッションです。司会の目黒先生、織田先生です。発表
者は、若草第一病院の粕本さん、別府医療センターの上野さん、
高崎総合医療センターの村田さんです。むちゃくちゃエコーガイ
ド下上腕 PICC の挿入が上手です。

小越先生：おかしい？
小越先生
ゼン先生：後で説明したんですが、CICC
は centrally
ゼン先生
inserted central venous catheter のことで、中枢挿入式
CVC という意味です。centrally というのは、中心静脈に
近い部位を穿刺する、という意味です、と説明したら納得
していただきました。中心静脈から中心静脈に入れる、と
思われていたようです。
小越先生：なるほどな。
小越先生
ゼン先生：PICC
が末梢挿入式で、CICC は中枢挿入式、とい
ゼン先生
うことで、理解していただきました。
小越先生：でも、その
CICC は、君が作った用語ではない
小越先生
んだろう？
ゼン先生：もちろんです。まあ、日本語訳は私が論文に一
ゼン先生
番最初に書きましたけど。そしたら、
「中枢」挿入式では
なく、
「中枢側」挿入式の方が日本語としては適切なんじ

↑当番会長の私が、一番気楽な雰囲気だったという評判でした。
私が着ているのは沖縄のオフィシャルウェアの「かりゆし」です。
本物です。石垣島で買ったものです。結構高級品です。世話人会
の会場に私がこの服装で入ったら、みなさん、驚いていたようで
す。でも、私がこんな服装でいたから、気楽に、のびのびと発表
ができ、いろいろと活発な議論ができたのでは？勝手な解釈です
ね、すみません。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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出せませんでした。

ゼン先生：3
施設から発表してくれましたが、3 人とも、も
ゼン先生

小越先生：高くなる、ということではなかったんだろう？
小越先生

のすごくエコーガイド下上腕 PICC 挿入に自信をもってお

ゼン先生：そうなんですが、低下するとは言えない、そん
ゼン先生

られましたね。

な雰囲気だったと思います。

小越先生：医師に教える、そんなレベルなんだな。
小越先生

小越先生：なるほどな、そう単純には言えないということ
小越先生

ゼン先生：何十本というか、何百本も挿入している方たち
ゼン先生

だな。

ですから。

ゼン先生：アンケート調査の結果では、低下しているとい
ゼン先生

小越先生：そうすると、その診療看護師がいる施設の医師
小越先生

う印象がある、という施設の方が、低下していないという

は楽になっているな。CICC を入れなくてすむんだろう？

施設よりも多かったんですが、ほとんどの施設、データが

ゼン先生：まあそうですね。
ゼン先生

ないんです。

小越先生：いいんじゃないか？CICC
を自分で入れる必要が
小越先生

小越先生：なるほど。データがない、そっちのほうが重大
小越先生

なくなると、時間もできる、余裕もできる、CICC を入れる

な問題かもしれないな。

時のストレスもなくなる、自分は別の仕事に専念できる、

ゼン先生：そうです。私はずっとカテーテル感染だという
ゼン先生

だな。

診断をきちんとして、データを出さなくてはいけない、と

ゼン先生：そうなんですが、そう単純でもないかもしれま
ゼン先生

言ってきているんですが、その通りでしょう？

せん。

小越先生：そうだな。しかし、カテーテル管理の診断に関
小越先生

小越先生：なぜ？
小越先生

しては、そんな感じなんだなあ。

ゼン先生：PICC
というか、CVC 全体の適応がずれてくる可
ゼン先生

ゼン先生：そうなんです。もう一つの重要な合併症、静脈
ゼン先生

能性がありますね。

炎の発生率は、今回の発表では議論にはならなかったんで

小越先生：適応が広がりすぎるという意味か？
小越先生

すが、アンケート調査の結果では、静脈炎の発生率は上腕

ゼン先生：そうですね。
末梢ルートの代わりの PICC が増え
ゼン先生

よりも肘の方が有意に高い、という結論が出ました。

ますよね。

小越先生：そうか、それは有意義だったな。
小越先生

小越先生：それはわかるけど、末梢ルートを何回も入れ替
小越先生

ゼン先生：私は、自分の経験から、静脈炎のことを考える
ゼン先生

える必要がなくなったら、患者さんも楽だし、医師も看護

と、肘からは挿入するべきではない、と主張してきたんで

師も、みんな、楽になるんじゃないか？

すが、それを証明することができたと思っています。

ゼン先生：結果的に
CVC 全体としての本数が増えることに
ゼン先生

小越先生：なるほど。大阪府立病院で
1994 年から肘 PICC
小越先生

なります。CVC 全体の管理って、きちんとできていますか？

を 100 例以上に挿入したが、静脈炎の発生率が 2 割程度と

小越先生：なるほど、そこに話がいくのか。
小越先生

高かったから、肘からは挿入しないほうがいい、というこ

ゼン先生：PICC
は CVC なんだ、という意識が薄いですね。
ゼン先生

とを講演でも言っているな。

末梢の代わり、という考え方が強いようです。そこで考え

ゼン先生：ちゃんと論文にも書いています。
ゼン先生

るべきなのが、輸液組成と管理方法です。特に輸液の感染

小越先生：しかし、血管穿刺用エコーがない施設では、肘
小越先生

についてはきちんと考えておかなければなりません。PICC

からの PICC もやむをえない、ということになるんじゃな

を CVC として管理しなければ、いろいろ問題が起こる、特

いか？

に感染です。それを理解していかないと、大変なことにな

ゼン先生：そこが問題です。診断用エコーはたくさん施設
ゼン先生

ります。

内にあるんだから、それを使えばいい、血管穿刺用エコー

小越先生：しかし、だな。医師が適応と決めて、診療看護
小越先生

なんて買えない、という施設が多いようです。

師に「PICC 入れておいてくれ」ということになってるんだ

小越先生：そうすると、PICC
を導入できないか、肘 PICC
小越先生

ろう？

を採用せざるをえないか、ということになってしまうな。

ゼン先生：そうでしょうね。そこで、適応を考える必要が
ゼン先生

ゼン先生：確かにそうなんです。
でも、これからの病院は、
ゼン先生

ある、という意見が松末先生から出てきましたね。

血管穿刺はエコーガイド下に実施しなければならないと、

小越先生：確かに、そうだな。しかし、看護師は、医師に
小越先生

安全管理の面からもなるはずですから、病院として、考え

そう言われたら、断れないんじゃないか？

ないといけないと思います。

ゼン先生：そこが問題でしょうね。表現は悪いかもしれま
ゼン先生

小越先生：なるほどな。そこで、次に出てくるのが診療看
小越先生

せんが、逆に看護師は、
「経験数が増える、業績が上がる」

護師によるエコーガイド下上腕 PICC ということか。

という考え方で喜んで引き受けることになる場合もある

ゼン先生：そうですね。安全管理の面から、というわけで
ゼン先生

でしょう。そうすると、適応を考えるなんてことにはなら

はないのですが、診療看護師が上腕 PICC を挿入するよう

ないでしょうね。

になると、CICC が減って PICC が増えるということになっ

小越先生：なかなかむずかしい問題があるな。
小越先生

て、結局は安全管理、ということになるかもしれません。

ゼン先生：こういう考え方をせず、前向きに、患者にとっ
ゼン先生

小越先生：今回の発表はどうだったんだ？
小越先生

て楽な方法だから、積極的に PICC を導入したらいい、と
言ってしまえばいいんですが、その先を考えておく必要が
ありますからね。
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３３回
小越先生：要するに、ちゃんと管理しなさい、ということ
小越先生

小越先生：その考え方は、どうなんだろうな。
小越先生

にすればいいんじゃないか？

ゼン先生：今の段階では、結論的なことは言えないと思い
ゼン先生

ゼン先生：それはそうなんですが。しかし、それだけでは
ゼン先生

ます。カテーテル管理全体の中で、PICC を使うべきなのか、

解決できない問題もあります。静脈炎は、かなり高度のも

CV ポートを使うべきなのか、成績は？問題点は？いろいろ

のも発生します。それが進んだら血管が閉塞することにな

考えて議論しなければならないと思います。

ります。条件が悪ければ PICC も CVC なんですから、大き

小越先生：本当にそうだな。
小越先生

な静脈が閉塞してしまう、ということもあります。上大静

ゼン先生：まだまだ、議論すべき問題はあります。性急に
ゼン先生

脈だって閉塞してしまうリスクもあります。

PICC を導入することにばかり集中しないで、その先に潜ん

小越先生：そこまで考えないといけないのか。
小越先生

でいる可能性がある問題点についても考えていく必要が

ゼン先生：そうですね。実際、血液透析を予定している患
ゼン先生

ありますね。

者には、PICC は使わないようにするべきです。静脈が血栓

小越先生：そこまで考えている人はいるのか？
小越先生

で閉塞すると、透析用には使えなくなりますから。

ゼン先生：そこまで考えなくてはなりません。それを啓発
ゼン先生

小越先生：そうか、そうか。末梢の血管も大事にしなくて
小越先生

するのが、この研究会の役割だと思っています。

は、というところだな。

小越先生：確かに、そうだ。栄養管理の中におけるカテー
小越先生

ゼン先生：そうなんです。でも、どうこういっても、もっ
ゼン先生

テル管理、だな。

と PICC は普及すべきだと思っているんですよ。血液内科

ゼン先生：そうです。
ゼン先生

では、非常によく使われるようになってきています。化学

小越先生：確かに、そこまで考えて、PICC
を導入してくだ
小越先生

療法の休薬期間に、いかにうまくカテーテルを管理するか、

さいって、言い続けなくてはならないな。

ということを考えていますね。
小越先生：CV
ポートを選択するのではないのか？
小越先生
ゼン先生：そこは、どういう基準で
PICC を選択するのか、
ゼン先生
CV ポートを選択するのか、むずかしい問題です。PICC を
留置したまま、退院や外泊も行われるようになってきてい
ます。
小越先生：CV
ポートの代わりという発想、といっていいの
小越先生
か？
ゼン先生：CV
ポートまで入れなくても管理できる、という
ゼン先生
ことだと思います。

【今回のまとめ】
1. 第 4 回、血管内留置カテーテル管理研究会 JANJAN-VIC を神戸国際会議場で開催しました。PICC
を神戸国際会議場で開催しました。PICC
の特集にしましたが、非常にいい議論ができました。
2. 全国アンケート調査の結果を報告しましたが、積極的に PICC を導入している施設は、3 分の 1
程度でしょうか。導入してない施設の理由としては、現状で特に問題がない、が最多でした。
3. 診療看護師が PICC を挿入している施設では、CVC
を挿入している施設では、CVC 全体の数が増える傾向があります。PICC
全体の数が増える傾向があります。PICC が
CVC であることを意識せず、末梢ルートの代わりと考えて管理すると、特に感染率が高くなる
可能性があります。
4. 特に、輸液組成に注意する必要があります。
特に、輸液組成に注意する必要があります。PICC
PICC は CVC である、感染対策をきちんとやらな
くてはならない、その考え方がきわめて重要です。
5. PICC
PICC は、きんとした栄養管理を実施するために用いる、それが基本です。そのためには、本
物の栄養管理が実施できる Medical Nutritionist の育成も重要です。9
の育成も重要です。9 月 24 日の第 3 回栄養
管理指導者協議会：リーダーズにも参加してください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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