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『PICC：使いすぎ！適応を本気で考える時が来ました』
今回は，第 9 回血管内留置カテーテル管理研究会 JANVIC
を終えて，書き始めました。とにかく 11 月はイベントがな
かったので，この栄養管理講座に書くネタ，写真に困った
からです。
コロナは今の所，落ち着いています。オミクロン株がど
うなるかが心配です。しかし，政府の政策には問題がある
ように思います。18 歳以下への 10 万円配布。5 万円は現金
で 5 万円はクーポン。その 5 万円のクーポンを配るのに 900
億円使う？もっと考えた政策はできないのでしょうか。ア
ベノマスク，8000 万枚の保管料に年間 6 億円。廃棄したほ
うがいいのではないでしょうか。税金はもっと有効に使っ
て欲しいと思うのは私だけではないですね。
11 月 13 日は第 24 回関西栄養管理技術研究会。WEB 会議
システム「Zoom ウェビナー」を使用したライブ配信で，発
表者は会場から発信。私はこの研究会のアドバイザーなの
で会場参加しました。久しぶりにお会いする方ばかりでし
た。代表世話人の矢吹さん，顧問の山田さん，アドバイザ
ーの西口先生もお元気で，教育講演の土師先生にも久しぶ

↑冬の大阪大学です。銀杏の黄色が非常にきれいです。空の青
さとの対比が非常にきれいなので写真を撮りました。1 年前に
もほぼ同じ写真を出しています。

りに会いました。当番世話人の多根総合病院の内山さんが
大変だったと思いますが，無事，研究会を終えられました。
テーマが「コロナに対応する！」で，
「COVID-19 における栄
養管理の課題」を近畿大学栄養部の宮田紘世さんが，
「コロ
ナ不安がもたらす在宅高齢者のフレイル－実態と訪問看護
の役割」を明和病院訪問看護センターの西田奈美さんが発
表されました。土師先生の教育講演「新型コロナ肺炎の栄
養管理」，十三市民病院の西口先生の特別講演「全職員で取

↑第 24 回関西栄養管理技術研究会の会場です。座長は内山さ
ん。代表世話人の矢吹さん，そして一般演題の宮田さんと西田
さん，教育講演の土師先生，特別講演の西口先生です。

り組むコロナ専門病院」でいい勉強をさせていただきまし
た。でも，やっぱり会場参加のほうがいいと思いました。
11 月の第 3 土日には 3 年ぶりに孫たちに会いました。カ
ナダで 3 年生活して帰国したのは 8 月末でしたが，コロナ
のために会えず。3 年ぶりなので，大きくなったなあ，とい
う感じ。3 人とも英語べらべらで，3 人の会話は英語。ネイ
ティブな発音なので，これは無理だ，じいちゃんには理解
不能，大したもんだ，と感心していました。
12 月 4 日に第 9 回 JANVIC を予定していたのですが，8 月
には開催するか，しないか，の結論を出さなくてはならな
かったのです。コロナがどういう状況になっている？落ち
着いていても，参加者が集まれる？演題は集まるだろうか，

↑講演がすべて終わって，ささっと帰ろうとしていたので，待
って！せっかくだから記念写真を撮ろうと私が提案して，みん
なで写真を撮りました。マスクしながら，でした。講演の最中，
口寂しいから，ということで，いろいろスイーツを買ってきて
もらいました。でも，食べたのは私だけかもしれません。余っ
たのは，研究室に持って帰りました。

静脈栄養やカテーテル管理に対する興味がなくなっているんじゃないだろうか，と不安だらけ。とりあえず，と思って，
仲間たちにメールを送ると「発表します」との声があちこちから。やれる！と判断。いろいろ準備に工夫して当日を迎え
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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参加者数がどのくらいになるのかが不安だったのですが，
事前登録者数は 160 人。当日参加が 16 人で，会場参加は 93
人でした。会場は密を避けるために座席に「×」マークだ
らけ。白い紙に太い「×」
。参加者は黒っぽい服の方が多い
ので「×」のほうがが目立ちました。でも，それなりに集
まってくれたと一安心。最初の演題が愛媛県立病院血液内
科の中瀬浩一先生の「私の流儀：血液内科医が 25 年間で経
験した栄養・カテーテル管理の変遷」。25 分間の非常に有意

↑研究会の前日に会場を下見に行って撮影しました。本当，白
い紙に書かれた「×」マークが，きれいに並んでいます。ここ
まで目立たさなくても，と思ったのですが，
「密」を避けるため，
この会場に設定されていました。

義な講演。質疑応答が活発で，この雰囲気でずっと最後ま
で，となりました。発表時間は，それぞれの演者に何分必
要か？と聞いて決めました。発表時間は厳守してくれたけ
ど，質疑応答が盛り上がったため，進行係の私は時間調整
を考えるので大変でした。まずはセッション 1 で 20 分超過。
トイレ休憩を 10 分に短縮（会場：大阪大学コンベンション
センターはトイレ工事中。トイレは隣の建物まで行かなく
てはならないので，トイレ休憩を 15 分と長くしていた）。
セッション 2 も時間超過。調整はどこで？私のランチョン
セミナーで調整するしかない。その後のセッションもすべ
て時間超過。トイレ休憩を短くしながら，最終的には 20 分
超過して終了。まあ，とにかく，すべての演題で議論沸騰
で，非常に有意義な議論ができ，参加者はみなさん，満足

↑会場の雰囲気。とにかく，白い紙に「×」マークが目立つで
しょう？参加者はそれなりの数なのに，×が目立って，参加者
がほとんどいないように見えるのです。参加人数は 93 人でし
た。

していただけたでしょう。演題は PICC が多く，PICC が確実に普及していることを示していました。私自身，当初は PICC
の普及活動をしていたのですが，今後は抑制をかける必要があると思うようになりました。
「何でも PICC」の施設が増え
ています。かつての「なんでも IVH」や「なんでも PEG」の流れに似ている，日本人の性格か，と思いながら，正しい適応・
管理方法を普及しなければならないと，気持ちを新たにしました。本来は胃瘻の適応なのに，PICC で管理している症例が
非常に多いことが問題で，栄養管理全体として考える必要があります。そのためには医師，看護師，薬剤師，管理栄養士，
そして学生の教育においても，静脈栄養・経腸栄養を始めとする臨床栄養教育を充実させなければならない，参加者はそ
れを実感したはずです。

↑研究室ができた時に購入した椅子です。そんな高級品はいら
ないと，安い椅子を購入したのですが，8 年が経過したところ
で壊れました。といっても座るのには問題ありません。しかし，
手台がこういう風になってしまいました。こうなると，無意識
に触りますよね。どんどん剥がれてしまいます。なので，新し
い椅子を買いました。

↑新しい椅子（左）と古い椅子（右）
。古い椅子の手台は取り外
しました。高級品は違います。これは高級品です。10 年以上使
えます。革張りです。でも，座り心地は，それほど変わらない
かな。

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：第 9 回 JANVIC を開催しました。開催できました，

思っていますが，まあ，わかりません。

のほうが当たってますね。

小越先生：いいんじゃないか。

小越先生：よかったなあ。ずっと，それを考えていたんだろう？

ゼン先生：リーダーズもそうしています。

ゼン先生：昨年は開催できなかったので，今年は絶対に開催し

小越先生：他の研究会にはない，議論沸騰というか，議論をす

たいと思っていました。

るための研究会として活動しているんだからな。参加者もそれ

小越先生：参加者は多かったのか？

を期待して参加しているんだろう？

ゼン先生：全体では 170 人ほどで，会場参加は 93 人でした。

ゼン先生：はい。そのはずです。

小越先生：このコロナの時に，それだけ集まってくれたらうれ

小越先生：現状の研究会は，発表が終わったら拍手パチパチ，

しかっただろう。

質問なし，そんな雰囲気だ。面白くないよ。発表会じゃないん

ゼン先生：はい。十分議論ができる人数でした。

だから。

小越先生：コロナが静かにしてくれている時でよかった。

ゼン先生：私の思いを理解してくれている人が集まっているん

ゼン先生：天気もよくて，助かりました。
小越先生：助かった？
ゼン先生：実は，会場がトイレ工事をしていて，となりの建物の
トイレまで行かなくてはならなかったんです。
小越先生：それは大変だったな。
ゼン先生：会場は 3 階，エレベータも小さいのが 1 基だけ，み
なさん，階段を使ったと思います。
小越先生：3 階まで階段か。
ゼン先生：そうなんです。51 段です。
小越先生：往復で 100 段か。相変わらずだな，階段の数を数え

↑今回は研究会の垂れ幕は作りませんでした。これで十分，研究
会の名称がわかります。

たか。
ゼン先生：まあ・・・。セッション 2 の座長の木許くんは息が切
れて，座長の挨拶は息も絶え絶えでした。
小越先生：ハハハ。そういう意味でも雨が降らなくてよかった。
ゼン先生：いい研究会が開催できました。
小越先生：本当，よかった。演題数も多かったんだろう？
ゼン先生：全部で 25 題。もっとじっくりしゃべりたかった人，
もっともっと議論したかったと思った参加者も多かったと思い
ます。
小越先生：そんなに議論があったのか？
ゼン先生：はい。ほとんどの演題が議論沸騰だったので進行係
は大変でした。
小越先生：進行係？アナウンス？
ゼン先生：この研究会は進行係，アナウンス，全部私がやってま
す。
小越先生：当番会長がその役？ふつうはしないぞ。
ゼン先生：ふつうはしないからいいんですよ。
小越先生：まあ，君らしい，だな。
ゼン先生：それでうまくいっていると思ってくれていると私は

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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です。もっと大きな研究会になって欲しいと思ってはいますが，

小越先生：PICC がものすごく使われるようになっているんだろ

大きくなりすぎても困る部分もありますから，難しいです。

う？

小越先生：そうだな。とにかく，今の気持ちで活動しなさい。

ゼン先生：施設名は出ていませんでしたが，年間 1500 本以上使

ゼン先生：そうします。といっても，周りの協力が必要ですか

っている大学病院があるそうです。

ら。

小越先生：年間 1500 本？それはすごい。誰が挿入しているんだ

小越先生：大丈夫だ。第 9 回でそうなんだからな。

ろう。エコーガイド下に上腕に入れているのか？

ゼン先生：はい。リーダーズもその路線でがんばります。

ゼン先生：それは無理でしょう。エコーを使わない肘 PICC でし

小越先生：いろいろ工夫したんだろう？

ょう。

ゼン先生：座長を 3 人にして若手を抜擢しました。天理の角田

小越先生：それはよくないって，君はずっと主張しているんだ

さんは最初は躊躇していましたが，いい雰囲気を出してやって

ろう？

くれました。高崎の飯塚くんは，かなり緊張していたんですが，

ゼン先生：そうなんですが，手っ取り早く実施できるし，簡単で

共同座長の栗山先生と吉川先生がいいフォローをしていました。

すから。

飯塚くんは時間を相当気にしていたようです。

小越先生：適応も考えていないんだろう。便利，便利，だろう

小越先生：なるほど。

な。

ゼン先生：横浜の新居田さんは，診療看護師として，てきぱきと

ゼン先生：そうとしか考えられません。

座長をしていて，感心しました。
小越先生：発表時間にも工夫をしたんだって？
ゼン先生：そうです。あらかじめ発表時間は何分必要？と聞い
てプログラムの時間配分を決めました。発表時間を厳守しても
らうことにして，質疑応答の時間を決めました。個別のメール
配信が大変だったんですけど。
小越先生：手間暇かける，その気持ちは伝わっているよ。
ゼン先生：正式な抄録集の事前配布は間に合わなかったので，
私が必要最小限の抄録集を作成して，事前に配布しました。み
なさん，勉強してから参加してくれたはずです。
小越先生：それは大事だ。事前配布はよかった。ほかに，何か，
興味深い話はないのか？
ゼン先生：興味深い話ですか。ランチョンの弁当がおいしかっ
たという声を聞きました。
小越先生：へええ。弁当か。誰がそういうことを？
ゼン先生：栗山先生ですよ。全部食べたとのことです。お米がち
ょっと硬かったかな？でした。
小越先生：弁当がおいしかったというのは，大事な話だ。とこ
ろで，今回はどんな会話をするんだ。
ゼン先生：今回の JANVIC の内容でと目論んでいたんですが，
ネタが多すぎて・・・。
小越先生：そういう時は，一番多かったネタから選べばいいん
だよ。
ゼン先生：やっぱり PICC ですね。ここで PICC を話題にしたの
は 1 年前です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：JANVIC の施設は，ちゃんとやっているんだろうな。

ゼン先生：私が代表世話人の研究会なので，ニプロ IP エコーを

ゼン先生：もちろんです。エコーガイド下上腕 PICC を，いかに

取り上げてくれた発表があり，うれしかったですね。私に気を

安全に実施するかを検討しています。

使ってくれてのことかもしれませんが，実際に使うと，やっぱ

小越先生：挿入方法は確立しているし，だな。

りいい，PICC 挿入が確実になる，と評価してくれていました。

ゼン先生：非常に上手にやっているようです。

小越先生：贔屓目に見なくても，だな。

小越先生：看護師さんが挿入している施設もあるんだろう？

ゼン先生：もちろんです。管理レベルも実際に上がっていると

ゼン先生：今回は，看護師さんが挿入しているとの発表は 1 施

思います。1 年以上 PICC を留置している症例の発表もありまし

設だけでしたが。

た。

小越先生：その，看護師さんが挿入している施設は，どんな発

小越先生：PICC を 1 年以上？CV ポートに相当するじゃない

表だったんだ？

か？

ゼン先生：挿入しているけど，侵襲的な手技だから，看護師が実

ゼン先生：そうですね。在宅でもかなり使われていますから。

施することが患者・家族に不安を与えることがある，という内

小越先生：どうこういっても管理レベルも上がっているんだろ

容でした。

う。

小越先生：なるほど，わからなくはないな。しかし，ちゃんと

ゼン先生：そうですが，管理の具体的な内容についての言及は

トレーニングを受けているんだろう？
ゼン先生：もちろんです。看護師さんのほうが安全性に気を付
けています。それに，全国各地で積極的に PICC を挿入してい
る看護師さんはものすごく上手だし，高いレベルで挿入し，管
理しています。
小越先生：だろうな。医師よりもよく勉強しているはずだ。
ゼン先生：その通りです。PICC を実際に挿入している，横浜新
緑総合病院の看護師，新居田さんのコメントですが，病院とし
て，看護師が PICC を挿入することにしたのだからという方針
なので，患者・家族とのトラブルはなかった，受け入れられた，
ということでした。
小越先生：なるほど。大事なのは病院としての方針だ。
ゼン先生：そうです。まあ，すぐに解決する問題だと思います。
全国を見渡すと，ものすごい数の PICC を挿入している看護師
さんは，かなりの数，います。
小越先生：そういう施設では，研修医はどうしているんだ？
ゼン先生：症例の取り合いもあるでしょう。看護師が研修医を
指導している施設もあるようです。
小越先生：しかしな，診療看護師や特定行為看護師が増えたら，
医師は PICC を挿入する必要はないだろう。
ゼン先生：そのあたりの住み分け，医師がどこまでこういう技
術を持つ必要があるのか，それも，今後，考えていく必要があ
ると思います。
小越先生：そうだろう。とにかく挿入の技術的な問題は，もう，
解決していると言っていたな。君が開発した IP エコーはどうな
っている？

↑千里金蘭大学食物栄養学科で私の臨床医学の講義を聞いてい
る学生が，研究会ってどんなものか見たい，というので，参加し
てもらいました。どういう感想をもったでしょう。しかし，この
研究会はある意味，特別なので，この学生達，今後，別の研究会
に参加した時にどう思うでしょうね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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なかったと思います。

理料はとれませんから。

小越先生：よく考えると，TPN のキット製剤を使って，何も混

小越先生：お国はどう考えているんだろう。

注せず，週 1 回輸液ラインを交換し，側注もせず，ちゃんとカ

ゼン先生：考えていないのかも。

テーテルと輸液ラインの交換をすれば，感染の機会は少ないだ

小越先生：でも，DPC などでデータはきっちり集めているはず

ろう。

だよ。

ゼン先生：おそらく，寝たきりの患者さんが多いんです。だか
ら，カテーテル挿入部も安定して管理できているんでしょう。
そういう意味では，長期留置が可能なんでしょう。
小越先生：そういうことだろう。しかし，そういう患者さんっ
て，本来は胃瘻が適応なんじゃないか？胃瘻での経腸栄養が適
応の患者さんが多いんじゃないか？
ゼン先生：実は，私もそうだろうと思って質問しました。
小越先生：どういう回答だったんだ？
ゼン先生：予想通りです。本来は胃瘻－経腸栄養の適応なのに
PICC-TPN になっているそうです。
小越先生：だろうな。しかし，それではダメだろう。
ゼン先生：私もそう思ってコメントしたんですが，どうしよう
もないんだ，近隣に PEG を造設する施設がないし，とのことで
した。
小越先生：胃瘻－経腸栄養のほうが適応だと説明しているんだ
ろうな。
ゼン先生：もう，そんな雰囲気ではない。依頼してくる医師たち
が，胃瘻－経腸栄養なんて考えていない，PICC-TPN で依頼して
くるんだそうです。
小越先生：そうなってしまっているんだな。
ゼン先生：そうなんです。管理料は胃瘻－経腸栄養よりも PICCTPN のほうがはるかにいいので。
小越先生：医療費の問題もからんでくるんだ。
ゼン先生：療養型は，医療区分 3 になるかならないかで大きく
違います。
小越先生：この間の議論では，胃瘻の代わりの CV ポートが多
い，だったな。
ゼン先生：そうです。胃瘻は避けよう，その代わりに PICC か CV
ポート，となっているんです。
小越先生：そういうことか。厚労省は PEG の件数を減らすため
に，PEG の手技料を 10000 点から 6000 点に減額した。その通
りに減ったけど，PICC と CV ポートが増え，TPN が増えたんだ
な。全体的に医療費は増えている。
ゼン先生：かなり増えているはずです。在宅中心静脈栄養法指
導管理料は非常にいい点数です。胃瘻－経腸栄養では，指導管

↑なんと，13 社に広告で協賛していただきました。ハイブリッド
開催なので，いつもより経費がかかります。弱小研究会なので赤
字覚悟だったのですが，たくさんの企業にサポートいただいたお
かげで，無事，研究会を開催することができました。ありがとう
ございました。せっかくなので，ここで広告を提示させていただ
きます。

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：でしょうね。私は安全で，患者さんに優しい方法とし

度だと思います。看護師さん達は，今は，どの領域に興味をも

て PICC を導入し，普及活動をずっとやってきましたが，適応

っているんでしょう。少なくとも，静脈栄養や経腸栄養ではな

が広くなりすぎて「なんでも PICC」になってきています。

いようです。

小越先生：50 年ほど前の「なんでも IVH」と同じような雰囲気

小越先生：そうなのか？

だ。IVH さえしておけば栄養管理はできる，そんな感じだ。

ゼン先生：そう思います。特に静脈栄養は，勉強する必要がな

ゼン先生：本当にそうです。「なんでも PEG」もありました。

い，そんな雰囲気です。

小越先生：そうだな。「なんでも PEG」もあったな。

小越先生：それは困ったことだ。どうする？

ゼン先生：日本人の特徴なんでしょう。

ゼン先生：まず，学生の教育内容に静脈栄養や経腸栄養をもっ

小越先生：しかしな，そこは，やっぱり，ちゃんと考えること

と入れるべきです。この間，看護師さん達に，学生時代に静脈

ができる医療者であってほしいだろう。

栄養や経腸栄養についてどこまで教えられたかを聞いてみたん

ゼン先生：もちろんそうです。

ですが，ほとんど教えられていない，静脈栄養や経腸栄養の重

小越先生：やっぱり医者が問題だな。

要性がわかったのは，卒業して現場に入ってから，でした。

ゼン先生：医師の臨床栄養教育がちゃんと行われていないこと

小越先生：なるほど。しかし，それでは困るぞ。大問題だ。

もその要因でしょうね。

ゼン先生：そうなんです。現場で静脈栄養や経腸栄養が軽視さ

小越先生：やっぱりそうか。医師に対する臨床栄養教育は，昔

れているから，教えることができるスタッフの数も減っていま

よりダメになっているんじゃないか？

す。その教えるスタッフのレベルも下がっている，悪循環に陥

ゼン先生：多分。調べていないので断言はできませんが。こうい

っています。

うネガティブな命題を証明するための調査は難しいでしょう。

小越先生：困ったもんだな。

小越先生：そうだな。おそらく，やれないよ。

ゼン先生：コロナ，コロナで臨床栄養に対する興味が失われ，高

ゼン先生：TNT を始める時，先生はそれを考えていたんでしょ

いレベルで栄養管理を実施できる医療者も減ってきた。高いレ

う？大学での臨床栄養教育がなっていないから，卒後教育とし

ベルでの栄養管理ができるという意味もわからなくなった，そ

て医師のための臨床栄養セミナー，TNT を導入したんですよね。

んな感じがします。

小越先生：そうだよ。まあ，最初の予定よりも多い，2 万人ほど

小越先生：いつものことだけど，地道に，活動を続けるしかな

の医師が受講してくれたようだが。

いようだな。

ゼン先生：しかし，医師の臨床栄養のレベルは上がっていない

ゼン先生：本当。いつも，同じ結論になってしまいますね。

と思いますが。
小越先生：多分，そうなんだろう。あの TNT は意味があったん
だろうかと思うこともある。
ゼン先生：でも，TNT をきっかけに臨床栄養に目覚めた医師も
いますから，無駄ではなかったと思います。
小越先生：そうだな。そういう医師がもっと周りに働きかけて
欲しい。
ゼン先生：リーダーズや JANVIC に参加してくれるといいんで
すけどね。
小越先生：本当だ。
ゼン先生：薬剤師，看護師，管理栄養士も，静脈栄養や経腸栄養
にどこまで関心をもってくれているか，これも問題です。
小越先生：メディカルスタッフはがんばっているんじゃない
か？

↑企業展示会場です。4 社が協賛してくれました。ニプロ，ビー
ブラウン，大塚製薬工場，日本コビディエン，ありがとうござい
ました。次回もお願いします。

ゼン先生：がんばっているメディカルスタッフもいるという程

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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【今回のまとめ】
1. 12 月 4 日の JANVIC，無事，開催できました。活発な議論ができた，いい研究会でした。参加していただ
いたみなさん，ありがとうございました。
2. やはり，研究会って，集まって，みんなで議論するのが本来の姿ですね。出席者（attendee）ではなく，
参加者（participant）として，議論しましょう。
3. ある意味，PICC が広がりすぎました。もっと適応を考えるべきです。胃瘻の代わりの PICC，なんでも
PICC，ではダメです。
4. 栄養管理全体の中での PICC の意義を考える必要があります。
5. とにかく，臨床栄養教育，特に，静脈栄養と経腸栄養の教育を充実させる必要があります。食べられな
い，栄養摂取量が不足している患者さんに対して適切な静脈栄養・経腸栄養を実施できる，これが近代臨
床栄養学のはずです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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