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『経腸ラインは単回使用にしなくてもいいのではないでしょうか』
12 月は師走。先生も走り回るほど忙しい、という意味の
ようです。先生とは、教師だけでなく、お坊さんのことも
指しているとのこと。確かに忙しい月でした。この原稿を
書き始めたのは 12 月 22 日。まだ 10 日ほど残っているので
すが、なんとなく、もう 12 月は終わった、そんな思いにな
ってしまいます。あとは年賀状を書き・・・。
12 月の最初の仕事は、横浜で開催された第 32 回日本内視
鏡外科学会。発表も何もなかったのですが、大上賞を受賞
した、次世代内視鏡治療学共同研究講座の中島教授の講演
を拝聴するために参加しました。12 月 5 日木曜日、東宝塚
さとう病院の外科の大川先生と吉川先生が横浜へ行ったの
で、残った私が外来診察。久しぶりにいろいろな患者さん
を診ました。もちろん『栄養回診』もきちんとやりました。

↑次世代内視鏡治療学共同研究講座の中島教授の大上賞受賞講
演です。どう考えながらこの医療機器開発をやっているのか、
自分史との関連で説明しておられました。気合が入っていまし
た。すばらしい講演でした。

病棟の看護師さん達の栄養に対する関心が高くて、知識も
しっかりしてきていて、相談された患者さんに対して静脈
栄養も経腸栄養も、いい感じで実施できています。外来が
終わったら一旦大学へ戻り、横浜へ。学会場へは行かず、
大川先生、吉川先生、そして大阪中央病院の弓場先生、相
馬先生との食事会。横浜中華街の『東北人家』へ。特製ラ
ム背骨の醤油煮込みは豪快な料理でした。翌日は朝から学
会場へ。ロボット手術などについての英語のセッションを
拝聴。日本人同士が英語で会話するのには違和感がありま
した。ランチョンセミナーはチケットをもらうことができ
なかったのでランドマークタワーの展望台へ。チケットは
1000 円ですが、65 歳以上は 800 円との記載。そうだ、私は

↑ランドマークタワーからの見下ろし。高所恐怖症なのですが、
高いところは嫌いではありません。絶対に落ちないという保証
があれば、高いところは好きなのです。

65 歳になったのだ、800 円でいいのだ、200 円儲けた、そん
な気持ちになりました。展望台を何周もして、いろいろ写真を撮りました。会場に戻り、会長講演と特別講演を拝聴。特
別講演は柔道家の井上康生氏の『私の柔道哲学』。日本代表監督としての考え方についてでしたが、それほど面白い講演で
はなかったかな、という感じ。その次が中島教授の大上賞受賞講演。最初に、恩師、岡田正先生の写真を出し、産学連携
を 40 年以上前に推進しておられた、その伝統を受け継いで、内視鏡外科手術に関する機器開発を行っている、そんな内容

↑横浜ランドマークタワーのスカイガーデンの入場券を買う
時、高校生・シニアが 800 円、であるのに気づきました。よく
見ると満 65 歳以上と書いているではありませんか。シニアにな
ったのか、と思いながら 200 円得した、そんな感じになりまし
たが・・・。

↑この銅像は、ランドマークタワーから撮影した横浜の掃部山
公園の井伊直弼の像です。一度、掃部山公園へ行ったことがあ
ります。井伊直弼がランドマークタワーを見上げているのです。
当時はランドマークタワーはなかったのに・・・。左は、特製
ラム肉です。骨ごとかぶりついて食べます。インドで食べた水
牛に比べると臭みは弱かったように思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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でした。いい講演でした。その次は教育講演『医史学から
みた内視鏡外科の発展』を拝聴。歴史をしっかり調べてい
る佐藤先生に感銘を受けました。夕方は、横浜中華街で受
賞記念パーティ。おいしい中華料理を食べさせていただき
ました。パーティで隣の席になったのが慈恵医大の炭山教
授。高木兼寛とメイヨ―クリニックの交流について貴重な
話を聞かせていただきました。後日、貴重な資料を送って
いただきました。ありがとうございました。
12 月 7 日は、血管内留置カテーテル管理研究会。123 名
の参加者数でした。私としてはもっと多くの方に参加して
欲しいと期待していたのですが、ちょっと残念。しかし、
演題数が 21 題で、非常に活発な議論を行うことができまし
た。初めて参加してくれた方から、これが本当の研究会だ
と思った、非常にためになる内容が多かった、来年も絶対
に参加します、などの感想をいただきました。最初のセッ
ションは PICC で 3 時間。10 題を、木許先生、栗山先生、福

↑シンポジウムⅠ「PICC の管理法と成績と問題点と対応」の、
座長、発表者、質問者の写真です。これで全員ではないのです。
何回もしゃべった方もおられます。いい議論ができました。

原先生が座長として盛り上げてくれました。岡山医療セン
ター産婦人科の吉田先生の PICC に関する発表、切迫流産や
妊娠悪阻に対する PICC を用いた輸液・栄養管理、いろいろ
議論がありました。ランチョンセミナーは、IP エコーを自
分で購入して使っておられる、市立敦賀病院の林先生。私
もしゃべるつもりで準備していたのですが、林先生がしっ
かりしゃべってくれたので、私の講演は省略。非常に内容
のある講演でした。次が一般演題を 5 題。兵庫医大の石川
さんの TPN 症例の入浴についてが、非常に活発な議論とな

↑市立敦賀病院外科の林先生のランチョンセミナーです。自分
で購入した IP エコーについて、いろいろ解説していただきまし
た。非常にいい雰囲気のランチョンセミナーでした。ありがと
うございました。

りました。私は抗癌剤中における細菌増殖能について報告しました。次は企業プレゼン。4 社がプレゼンをしてくれまし
た。私が座長として『つっこみ』ました。次は CV ポートについてのシンポジウム。これもいろいろ議論がありました。胃
瘻はダメ、だから CV ポート・・・議論になりました。最後は私が輸液における細菌増殖についての教育講演を行いました。
懇親会は、いつものミネルバ。40 人ほどでしたが、みんなで一言ずつしゃべる、非常に和気藹々とした、いい懇親会でし
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。また来年もいい議論をやりましょう。

←↑企業展示は 8 社に協力していただきました。企業プレゼンは
4 社でした。なんか、こうやって写真を並べると、プレゼンをし
た企業の展示ブースのほうが賑やかだと思います。エイワイファ
ーマ、ジェイ・エム・エス、メディコン、東レ、ニプロ、ビー・
ブラウン、大塚製薬工場、日本コヴィディエン、ありがとうござ
いました。来年もよろしくお願いします。リーダーズも。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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翌 12 月 8 日から、4 回目のインドへ。今回もシンガポー
ル経由でデリーへ。味の素社の細野くんとシンガポール空
港で合流。12 月 9 日はデリーで講演。翌日は飛行機でネパ
ールとの国境の町、デーラードゥーンへ。11 日はデリー経
由でラクナウへ。12 日は車でカンプールへ。約 2 時間のド
ライブ。13 日は、雨の中、ワイパーが動かない車で 2 時間
走ってラクナウの空港へ戻り、デリー空港へ。デリー近郊
の町、グルガオンで講演でした。産婦人科医が中心の会で
の講演で、これは私を招いているタブレット社の方針なの
ですが、理解してくれているのかどうかわからないし、子
供連れの方もいるし、講演を聞きに来ているのか、講演会
の後の食事のために来ているのか、どうなの？そんな感じ

↑インド、デリーのホテルからの写真です。大気汚染のために
霞んでいます。PM2.5 が大量に空気中にあるのでしょう。私は全
然外へは出ていません。太陽も見えなくくらいの大気汚染でし
た。そんなに遠くを写した写真ではないのです。太陽も見えな
いくらいでした。

もあり ま し た 。 最 終 日 の グ ル ガ オ ン は 、 産 婦 人科の会
（menopause society gurugram）の忘年会という感じ。講
演の後、踊りもありました。とにかく、無事帰国できてよ
かった。帰国はシンガポール経由。シンガポール空港での
待ち時間が 8 時間もあったのでシンガポール観光をしまし
た。有名なプールのあるホテル（マリーナベイサンズ）、マ
ーライオンなどを見ました（どちらも、名前すら知りませ
んでしたが）。往復の飛行機の中で、久しぶりに日本の映画
を見ました。

↑デーラードゥーンでの講演後の記念写真。インドの方は写真
が大好きです。この日もりっぱな花束をもらいました。どうや
って日本へ持って帰る？そんな感じですが、セレモニーでした。

↑ガンジーの『塩の行進』の像です。デリーにあります。これ
を見たのは 2 回目。3 年前に来た時より、大気汚染が進んでいる
と思いました。霞んでいます。

↑ネパールとの国境近くの町、デーラードゥーンです。インド
滞在中、青空が見られたのはこの日のこの空だけです。よくわ
かりませんでしたが、おそらく、ヒマラヤ山脈の一部は見えた
のだと思います。

↑講演後の懇親会。カレーを中心としています。この時は夜の
10 時頃ですが、みなさん、食欲旺盛。もっともこの講演会が始
まったのは午後 9 時ですから。
「インド時間」と申します。私は、
この懇親会ではほとんど食べません。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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帰国後はすぐにいつもの生活に戻りました。3 時間半の時差の影響は、少しはあったと思いますが・・・。千里金蘭大
学の学生にインドの写真やビデオを見せましたが、どう思ってくれたのでしょうかね。研究室と東宝塚さとう病院へのお
土産にインドのスーパーマーケットで菓子類を買いましたが、感想は？意外といける・・・でした。
12 月 20 日は、鹿屋市の池田病院へ、田中誠先生、感染管
理認定看護師の藤本さんのお招きで、講演に行きました。8
月以来、ほぼ 4 か月ぶり。今回は鹿児島中央駅から車で鹿
屋まで行きました。高速道路でしたので 1 時間半で到着。
第 1 回大隅地区感染管理研修会。感染対策の講演だという
ことで、近隣の施設からの参加者もあり、350 人だったとの
ことです。懇親会は、なんとなくの洋食でした。宿泊した
のはホテルさつき苑。あまり期待していなかったのですが、
非常に洗練されたホテルでした。12 月 21 日には東宝塚さと
う病院の忘年会に参加。若い方たちの熱気に、来年もがん
ばろうと刺激されました。

↑鹿屋、池田病院での感染対策講演会後の懇親会です。はるば
るこんな田舎まで、と言われましたが、もっと田舎者の私には
そうではなかったのですよ。ただ、このレストランに入る時、
牛のにおいがしました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、今回は、血管内留置カテーテル管理研究会と
ゼン先生：はい。コーヒーカップとスプーンは熱湯消毒しまし
インドを話題にしたいのですが、字数が足りないと思います。
た。
小越先生：余計なことを言うから、字数が増えるんだよ。ちゃ
小越先生：へええ。熱湯消毒か。
んと喋りたい内容に限定すれば、十分に話すことができるだろ
ゼン先生：はい。部屋に入ったら、まず、ポットに水道水を入
う？脱線しなければいいのに、いつも脱線してしまうからな。
れて沸騰させました。
ゼン先生：話しているうちに、横道に逸れてしまうんですよね。
小越先生：それを喜んでくれている読者も、数人はいるかも、
な。
ゼン先生：ハハハ。いつものように、行き当たりばったりでや
りましょう。
小越先生：そうだな。血管内留置カテーテル管理研究会だけど、
JANVIC だったな、略称は。
ゼン先生：そうです。
小越先生：わかりにくい略称だけど。ま、いいよ。参加者数は
どのくらいだったんだ？
ゼン先生：最終的には 123 名でした。期待より少なかったし、
去年より少なくて、ちょっと残念だったんです。
小越先生：そうか。カテーテル管理には興味がないのか。
ゼン先生：そうかもしれません。でも、参加してくれた方々は、
非常に熱心な方ばかりで、議論も熱かったので、それはよかっ
たんです。
小越先生：カテーテル管理って、本当に大事だ。有効な静脈栄
養を実施するためには、適正なカテーテル管理が絶対条件なん
だけどな。
ゼン先生：そうです。有効な静脈栄養を実施するために、私は
カテーテル管理にのめりこんだんです。
小越先生：もう何十年もだろう？
ゼン先生：はい。本格的に勉強や研究を始めてから、もう 35 年
になります。阪大の IVH 研に入った時からですから。
小越先生：1985 年頃か？岡田先生や高木先生にカテーテル管理
↑一般演題とシンポジウムⅡ「CV ポートの管理法と成績と問題
をやれと言われたのか？
点と対応」のセッションです。一番盛り上がったのは、CVC 留
置患者の入浴だったかも。どうやって CVC 挿入部をぬらさずに
ゼン先生：言われてはいません。自分から勉強を始めた、そん
入浴させるか？ぬらしてはだめなのか？いろいろ細かい点に配
な気がします。もちろん、IVH 回診をやっている中で、重要性
慮する必要があるのです。看護師さん達が積極的に議論してい
に、自然に気づいた、そんな感じです。
ました。
小越先生：へええ、自然に、自分で、そういうこ
とか。
ゼン先生：結構、カテーテル管理に興味をもって
いる医師はいますよ。でも、カテーテルの挿入に
は興味があるけど、管理には興味がない、そんな
感じです。そこを正したいんです。
小越先生：そうだな、そこだ大事だ。来年もやる
んだろう？
ゼン先生：もちろんです。来年は、もっとカテー
テル感染について議論したいと思っています。
2020 年 12 月 5 日です。手帳に書いといてくださ
い。
小越先生：手帳？そんな時代は終わっているよ。
オレでもスマホだよ、スケジュール管理は。
ゼン先生：そうですよね。すみません。
↑懇親会も和気藹々でした。40 人ほどの参加でしたが、一人一人にコメントをいた
小越先生：ところで、インドからは無事帰国でき
だきました。ニプロの衣川くんが、IP エコーの製作にはニプロも大きく貢献してい
たんだな。
るんだと言ってくれました。確かにそうなんです。エコーとしては上田日本無線株
ゼン先生：はい。私なりに徹底的に気を付けまし
式会社が重要な部分を製作しているのですが、いろいろな機能についてはニプロが
たから。
大事な部分を担当しています。これらの写真は、全部、写っている方たち、一人ひ
とりに送りました。大変な作業量なのですが・・・お礼は期待していませんが、届
小越先生：生水は飲まない、氷、生野菜、生もの
いた、という返事は・・・欲しいかも。
には手を付けない、などだろう？
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：タップ水だろう？
ゼン先生：そうです。タップ水、使ってもらっているんですね。
うれしいです。
小越先生：もちろんだよ。その沸騰水で何を熱湯消毒したんだ？
ゼン先生：マグカップとスプーンです。
小越先生：マグとスプーンだろう？
ゼン先生：そうでした、すみません。
小越先生：それほど気を使ったということなんだ。
ゼン先生：そうです。本当、水道の水を安心して使えること、
これはすばらしいです。日本はいい国だな、と思います。
小越先生：本当だな。自分で体験してみるとよくわかる。
ゼン先生：地震や洪水などの被災地の方々は実際に経験してい
るからわかるでしょう。事情は全然違いますが。
小越先生：カレーは食べたのか？
ゼン先生：ちょこちょこっと。
小越先生：これはうまかった、というものはなかったのか？
ゼン先生：ありませんでした。同行した細野くんは、うまい、
うまいと言って食べてましたが、私は、食べても大丈夫か否か、
という観点で食事していましたので。
小越先生：相変わらずだな。せっかくのインドなのに。
ゼン先生：安心して食べられたのは、朝食のオムレツとトース
トでした。ちゃんと熱を通していますから。
小越先生：そうか、まあ、いいよ。講演は、いつものような感
じだな。
ゼン先生：はい。あまり話題にしたくないので。
小越先生：何かないのか、せっかくのインドなのに。
ゼン先生：交通は相変わらずでした。そうそう、今回は雨が降
りました。5 日目の朝、カンプールという町からラクナウへ車
で戻ったのですが、ワイパーが動かない車でした。
小越先生：雨が降っているのにワイパーが動かない車？危険だ
っただろう？
ゼン先生：もちろんです。運転手が時々車を停めて窓ガラスを
布で拭いていましたが、すぐに窓は雨で見えにくくなります。
小越先生：当たり前だ。無事だったんだろうな。
ゼン先生：はい。とにかく前が見えにくいのに、スピードは出
すし、バイクが横を走っているし、クラクションを鳴らしなが
ら追い越しはするし、大変でした。
小越先生：何か、いい話はなかったのか？
ゼン先生：インドのストローが紙製だというのは今年の 1 月の
インドの話で紹介しました。今回、空港で食べた朝食のスプー
ンとフォークがプラスチックではなくて木製でした。
小越先生：へええ、木製か。しかし、日本にだって木製のスプ
ーンやフォークはあるじゃないか。

↑ラクナウ空港での朝食です。オムレツとトーストとカプチー
ノです。ストローは紙製、ナイフとフォークとスプーンは木製、
お皿は紙製、です。朝食は、本当、ふつうでした。もちろん、
インドの朝食も選択できたのですが、止めときましたよ。

第７３回

ゼン先生：ああゆうりっぱなものではなくて使い捨てです。
小越先生：使い捨てにする、プラスチックの代わりの木製とい
う意味だな。
ゼン先生：そうです。プラスチックごみ問題に取り組んでいる、
そういう意味です。
小越先生：ストローだけでなく、スプーンとフォークか。イン
ドでも考えている、そんな感じだな。
ゼン先生：インドでも、というのは失礼ですが、確かに考えて
います。日本よりも進んでいる、そんな気がしました。スーパ
ーマーケットへ買い物に行ったんですが、レジ袋じゃなくて布
製でした。日本円では 30 円くらいだそうですが、布製なので、
繰り返し使えるんですよね。
小越先生：それはすごいじゃないか。確かに日本より進んでい
るな、環境に対する考え方や対応は。
ゼン先生：そうですね。大気汚染はひどかったのですが。でも、
日本は COP25 でしたか、化石賞をいうのを 2 回ももらったんで
しょう？環境に対する配慮が足りない国だ、ということで。
小越先生：そうだなあ。レジ袋を有料にする、ということだけ
ど、せいぜい 5 円だろう？みんな、5 円ならレジ袋を使うだろ
う。
ゼン先生：便利ですから。でも、本当、よく考えると、プラス
チックなしでは生活が成り立たない、そんな時代になっていま
すよね。
小越先生：本当にそうだ。買い物に行った時、特に食料品だけ
ど、パッケージなんかは全部プラスチックだよ。
ゼン先生：本当です。昨日の昼飯は、大学の構内にあるコンビ
ニへ行ったのですが、100 円の刻んだキャベツ、サラダ、ロー
スハム、ミニチキンラーメン、味噌のスープ、全部プラスチッ
クに入っていました。
小越先生：そういうことになっているんだなあ。

↑12 月 24 日の昼食。阪大病院内のファミリーマートで購入しま
した。もちろん、ミニチキンラーメンは食べておりません。こ
れ全部で 300kcal 以下ですので、十分ダイエットになります。
野菜だけで胃袋はかなり膨れます。そういう目的でこの写真を
出したのではありません。これらはレジ袋に入れて持って帰り
ました。とにかく、すべてがプラスチックごみになります。そ
れを言いたかったのです。これだけで 703 円。チキンラーメン
は食べなかったので、今日の昼飯は 578 円、生協の食堂でふつ
うに食べるほうが安い。プラスチックごみも出ないし。でも、
ダイエット中です。なかなか効果は出てきませんが、努力は続
けています。
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：みんなが少しずつでも環境というか、プラスチック
問題について考えるべきなんですよね。
小越先生：本当にそうだ。あのインドでも考えているんだから
な。先進国である日本は、もっともっと考えるべきだ、オレも
そう思うよ。
ゼン先生：そのプラスチック問題に関して、今回、話題にした
いのは、経腸栄養の投与経路なんです。
小越先生：レジ袋やストローと経腸栄養の投与経路がどう関係
するんだ？
ゼン先生：経腸栄養投与経路の管理方法について、アンケート
調査を行っています。
小越先生：どうやって洗浄・消毒するのか、ということか？
ゼン先生：それは議論になりません。洗う？そんなことはしな
い。かなり多くの施設が単回使用と回答してきました。
小越先生：へええ。経腸容器やラインを単回使用にしているの
か。
ゼン先生：はい。洗う？そんな手間がかかること、できない。
それに、洗ってどこまで清潔状態が保てるかわからないんだか
ら。ICT がそう勧めているんです。厚労省も単回使用を勧めて
いるんだから、ということでした。
小越先生：へええ、そんなことになっているのか。
ゼン先生：そうなんです。感染症の専門家にも聞いてみました。
流し台、シンクですね、そこで洗うようになっているが、そこ
はいろんな病原体がいるので汚染しやすい。
小越先生：なるほど。
ゼン先生：次亜塩素酸で洗浄・消毒となるんだが、ボトルやバ
ッグ、経腸ライン、洗浄が不十分になる。次亜塩素酸ナトリウ
ムの液に浸漬して消毒する？十分に浸漬されていない。要する
に消毒が不十分だ、ということです。
小越先生：そういわれるとそうだな。
ゼン先生：北大阪の民間病院で MDRP の気道吸引器材を介した
伝播があって、その原因が吸引器先端の洗浄・消毒が不十分だ
った、という事例もこの方針を推進することになった要因だと
いうことです。
小越先生：へええ、という感じ。
ゼン先生：要するに、再使用すると、感染が起こりやすいから
ダメ、そんな感じです。
小越先生：これまでの、経腸投与経路は食器と同じ程度の清潔
感覚でいいという考え方は通用しないんだな？
ゼン先生：そうですね感染症に関しては。もう一つ、看護師さ
んの仕事量を減らす、という効果もあるとのことです。
小越先生：なるほど。いいことだらけだな。単回使用にすると、
滅菌状態だし、洗う手間が省けて仕事量が減るし、感染のリス
クは減るし、だな。
ゼン先生：そうです。
小越先生：多少経腸栄養に費用はかかっても、これだけのメリ
ットがあるんだから、そのコストは相殺できる、ということだ
な。
ゼン先生：器材のコストもものすごく安くなっています。驚く
くらい。
小越先生：驚くくらい？
ゼン先生：いろんな病院から情報はもらっていて、私はわかっ
ているんですが、どの病院も「うちの病院は特別安くしてもら
っているので口外しないように、となっていますので」と言わ
れているので、ここで公開することはできないんです。

第７３回

小越先生：その価格については、とにかく、驚くほど安いんだ
な。
ゼン先生：はい。企業も、安くして単回使用になると、数が出
ますから、全体としては売上アップになります。
小越先生：確かに。価格×本数だからな。何倍も本数が増えて
いるんだろうな。
ゼン先生：そりゃあそうでしょう。RTH 製剤を 1 日 5 バッグ投
与する場合、経腸ラインは 5 本使っている施設がかなりありま
すから。

↑カンプールでの講演後の記念写真。インドの女性は年を重ね
るとお顔が怖い。なんか、全然講演は聞いてくれていなかった
ような感じでしたが、写真はしっかり撮ってもらいました。

↑インド料理です。いろいろありましたが、ほとんどインド料
理というものは食べませんでした。食べても大丈夫か？という
感じなので、できるだけ少なく食べるように心がけました。何
にでもスパイスが入ってました。スイーツはものすごく甘い。
チョコレートの甘さも半端じゃありません。とにかく熱が通っ
ていないような食べ物には手を出さない、これが大事です。
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：へええ、5 本か。1 本 100 円とすると 1 日 500 円。鼻
腔栄養の診療報酬が 1 日 60 点だから、ほぼ使ってしまうな。
ゼン先生：かつては 1 本 100 円なんて安い価格ではなかったん
です。でも、今は、経腸ラインは 100 円よりはるかに安いので、
病院としても採算は十分に成り立っているようです。
小越先生：へええ、そんなことになっているのか。
ゼン先生：洗浄・消毒する手間、人件費、消毒剤の価格、など
をすべて計算すると、単回使用のほうが経済的にもメリットが
ある、となっているようです。
小越先生：そうか、それならいいんじゃないか？何も問題はな
いだろう。
ゼン先生：確かに、お金、仕事量、感染などを考えると単回使
用のほうがいいんですよ。
小越先生：そうだろう？どんどん進めるべきなんじゃないか？
ゼン先生：実は、第 4 回のリーダーズで、「経腸栄養投与シス
テムの管理の実際：うちではこうしている」をパネルディスカ
ッションとして取り上げました。
小越先生：第 4 回？ああ、福井の栗山先生が会長をした、京都
での開催だったな。
ゼン先生：そうです。参加者数が 300 名を超えたんです。
小越先生：そうだったな。そのディスカッションではどういう
結論になったんだ？
ゼン先生：結論は、まあ、費用の問題はあるが、単回使用がい
い、みたいなことになったと思います。
小越先生：ポイントは費用か。納入価を安くしてくれたら単回
使用で病院は損をすることなく管理できる、それじゃあ単回使
用のほうがいい、だな。
ゼン先生：そうです。その時、私は、へええ、と思いました。
単回使用か、漠然とそう思ったんですよ。要するに、価格をど
こまで下げさせるか、だけの問題だと思っていました。
小越先生：今の医療ではそういう考え方が大事だということに
なっているよ。
ゼン先生：あれから 2 年以上経っていますが、単回使用がもの
すごく進んでいます。その時、まあ、インドの紙ストローのこ
とも気になったんですが、プラスチック問題が急に気になりま
してね。
小越先生：ハハハ、インドに行ったからか？
ゼン先生：それだけじゃないんですが。もったいない、それも
ありますね。
小越先生：洗って使えるものなのに、そういうことをしないで
捨てる、それはもったいない、だな。
ゼン先生：それから、第 4 回のリーダーズのパネルの時、島崎
信先生が胃瘻のカテーテル、経鼻カテーテル、これはずっと留
置しているから、汚染していないはずがない、それなのに、投
与経路を滅菌する必要がある、その議論ってどうなの？という
意見が出たんです。
小越先生：なるほど、それは面白い。
ゼン先生：でも、胃瘻や経鼻カテーテルは汚染していても、や
はり、できるだけ投与経路から汚染の原因が入らないようにす
るほうがいいだろう、と私はコメントしたんです。今もその考
えは変わっていないのですが、滅菌が必要？そこまでの清潔度
を求める必要があるのだろうかと思っています。
小越先生：そこまでの清潔度か。
ゼン先生：そうです。そこまでの清潔度、です。投与する部位
は消化管です、ほとんどが胃です。胃酸があります。だから、

第７３回

食べるものだって、ある程度の清潔度でいい、となっているん
でしょう？
小越先生：ある程度の・・・。
ゼン先生：食器って、洗剤で洗って繰り返し使います。箸、ス
プーン、フォーク、ナイフ、どれも洗って使います。アルコー
ル消毒や次亜塩素酸消毒はしません。それがふつうです。
小越先生：経腸栄養は特別なのか？
ゼン先生：赤ちゃんのミルクは、ミルトンで消毒すればいい、
となっています。粉ミルクは無菌ではありません。「いまさら
聞けない臨床栄養の常識」に書いていますが、「全粉乳、脱脂
粉乳、クリームパウダー、調整粉乳などでは一般生菌数が 5 万

↑インドの町の雰囲気です。たくさん写真は撮りました。解説
はいらないでしょう。雰囲気だけで理解できますね。これにバ
イクと車のクラクションが鳴りっぱなし、が加わるとインドら
しい、となるはずです。

↑最終日のグルガオンでは豪華なホテルに宿泊しました。本当
に高級ホテルでした。すぐ隣にショッピングモールがあったの
で行きました。ここに来るまでに通った町並とは異なり、本当
にりっぱなモールでした。スーパーマーケットで買い物をしま
した。ここへ入れる人と入れない人の差が激しい、それがイン
ドです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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/g 以下が基準」です。
小越先生：なるほど。無菌ではないんだ。エレンタールもそう
なんだよ。
ゼン先生：無菌ではないって、知っている人は少ないんじゃな
いでしょうか。
小越先生：そうかもしれない。
ゼン先生：それに、経腸栄養剤の汚染についても、103CFU/mL
が細菌性下痢が発生するかどうかの基準になっています。要す
るに、細菌汚染を『ゼロ』にまでする必要はないし、「できな
い」んです。
小越先生：そうだな。しかし、経腸栄養を投与している患者さ
ん達は、免疫能も低下しているんじゃないか？
ゼン先生：もちろん、そういう患者さんはいますよ。そういう
問題がある、と判断すれば、それは厳重な感染対策をすればい
い、当然です。骨髄移植の患者さんは、そこまでやっています
よね。
小越先生：そうだな。個別対応も大事だ。
ゼン先生：そうなんです。そういうことを考えず、十把一絡げ
にしているのが問題です。
小越先生：まあ、経腸栄養投与経路の管理方法を、個別対応と
いうのは難しいけど。
ゼン先生：もちろんそうです。しかし、今、大事だと思ってい
るのは、経腸ボトル、経腸バッグ、経腸ライン、すべて、プラ
スチックです。それについてはどうでもいいのか、です。
小越先生：そうだな。プラスチック問題も考えるべきだな。
ゼン先生：静脈栄養、輸液、これは細菌汚染があれば直接血中
に入りますから、無菌にしなければなりません。しかし、経腸
栄養はそうではないはずです。もちろん、見るからに汚いなん
ていうことはダメですが、それなりの方法できちんと洗浄・消
毒して使えばいいはずです。そもそも、どういう洗浄・消毒方
法をすればいいのか、感染症専門の方々は検討していません。
小越先生：へええ、そうなのか？感染症の専門家がそういう検
討をすべきだよ。
ゼン先生：してませんよ、まったく。

第７３回

小越先生：そうか。そういう検討をせずに、単回使用のほうが
いいに決まっていると言っている？それはおかしいだろう。
ゼン先生：でも、現実はそうなんです。この問題についての発
表は 20 年以上前のものばかり。うちの研究部門の博さんが書い
た論文「経腸栄養剤投与方式による汚染度の比較検討―RTH 方
式と TTB 方式の比較」が、最近発表された唯一のものです。容
器もラインもいろいろ変わっているんですから、もっと検討す
る必要がありますよ。ICT も検討しない、NST も検討しない、
これで単回使用のほうがいいに決まっているって主張している、
なんかおかしいと思います。
小越先生：確かにそうだな。それより、どうしたら洗浄・消毒
を徹底できるか、それを検討しなければならないんじゃない
か？
ゼン先生：もちろんそうです。しかし、感染症の方々の仕事を
みると、手指消毒の頻度、消毒剤の減り方、そんな検討しかし
ていないように思うんですよ。感染対策に国がお金を注ぎ込ん
でいますが、いまだに手指消毒の実施割合が 2 割とか 3 割とか、
そんな状況ですからね。なんか、大事なことを見逃しているよ
うな気がします。まあ、こういうことを言うと感染症専門の方々
に怒られるでしょうけど。
小越先生：それはそうだろう。
ゼン先生：しかし、カテーテル感染予防対策に関しても、感染
症専門の方々に言いたいことがあるんですよ。
小越先生：今回は止めときなさい、論点がわからなくなるから。
ゼン先生：そうですね。とにかく、経腸栄養投与経路に関して
は、私の個人的意見ですが、すべてを単回使用にする必要はな
い、洗浄・消毒についても考えるべきだ、プラスチック問題も
あるし、そんなことを考えているんですよ。
小越先生：世の中の流れに逆らう意見だけど、それが本来の正
しい考え方かもしれないな。

【今回のまとめ】
1. 2020 年に最初にお目にかかる原稿です。2020 年もよろしくお願いします。
2. 第 8 回血管内留置カテーテル管理研究会は、参加者数は期待より少なかったのですが、本気の議論ができま
した。2020 年は 12 月 5 日に開催しますので、ぜひ参加してください。発表の準備もしてください。
3. インドに 4 回目の講演旅行に行きました。衛生に気を付けて生活しましたので、無事、帰国しました。イン
ドではプラスチックのレジ袋、ストロー、ナイフ、フォーク、スプーンはなくなっていました。プラスチッ
ク問題に配慮しています。でも大気汚染はひどかった。
4. 経腸栄養の投与経路は、単回使用の施設がものすごく多くなっています。洗浄・消毒すれば再使用可能なの
に、と思います。滅菌という程度の清潔度は必要ないはずです。経鼻カテーテル、胃瘻カテーテルはずっと
留置したままなのですから。
5. 単に、お金の問題、手間の問題だけではないはずです。感染の問題だって、そこまで検討されていません。
どうすれば安全に再使用できるのか？そういう検討も必要だと思うのですが・・・。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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