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『一番大事なのは、PICC
一番大事なのは、PICC は末梢静脈カテーテルではなく、
CVC であることを本当の意味で理解すること』
であることを本当の意味で理解すること』
今年も残すところわずか！となってしまいました。これを 60 回以上叫んでいるんだ、と思いながら・・・またまた、同
じことを言う、と思いながら・・・2016 年 12 月号の原稿を書くのです。
10 月 26 日には大阪府病院薬剤師会、小規模病院研修会での講演。小規模病院？大阪府薬剤師会の仕事も依頼されてい
て、薬剤師会と病院薬剤師会の区別がつかない、なんて思いながら、
「薬剤師が知っておくべきカテーテル管理」というタ
イトルでの講演。バスと電車、地下鉄を乗り継いで、大阪市谷町 6 丁目の薬業年金会館へ行きました。早く研究室を出た
つもりでしたが、講演開始時刻ギリギリに到着。汗だくになりました。この研修会の責任者、八戸の里病院薬剤科長の上
野山先生が私の講演を聞いて、もっと勉強しなくてはと思っていただいたということで、照林社の「本気の栄養管理セミ
ナー」を受講していただきました。
10 月 29 日は、第 20 回関西栄養管理技術研究会（もともとの名称は「看護領域における栄養管理技術勉強会」
）で、1998
年に山田繁代兵庫医科大学看護部長（当時）と高木洋治先生を誘って始めたのですが、もう 20 回か、という感じ。私自身
は、この研究会での講演は今回が 5 回目。
「栄養管理はこの
20 年でどう変化したか？」というタイトルで話をしました。
会場は毎日新聞オーバルホール。結構大勢の方に参加して
いただきましたが、もっともっと多くの方に来てほしかっ
たな、そんな感じ。大阪府立病院で一緒に働いた菊本さん
が来てくれていました。川崎病院の成枝、三角さんも。な
つかしい顔に会えました。
11 月 6 日と 27 日は、照林社のエキスパートナースフォ
ーラム 2016 年で、
「本気の栄養管理セミナー：静脈栄養・
経腸栄養の基本と応用」でした。栗山先生の「栄養アセス
メント」の講義が結構長引き、その後のプログラムがずれ
たのですが、最終的には、予定通りの内容を話して終わる
ことができました。
福井県立病院方式の栄養アセスメント、
お得意の経腸栄養剤、経腸栄養管理の講義は、わかりやす
い、いい講義でした。今回は、ニプロのハンズオン（CV ポ

↑関西栄養管理技術研究会です。山田さんはちょうど、後ろ向き
の写真ですが、一緒に始めた研究会が、もう 20 回なのです。感慨
深いものがあります。あの頃、私は 40 歳代で、山田さんは・・・
でした。いい意味で、もっと研究会が大きくなってくれたらいい
のですけどね。この特別演題、もっと多くの方に聞いてほしかっ
た・・・？

ートのヒューバー針の固定など）
、
クリニコの試飲会があり、
非常にいい内容だったと思います。
「本気の栄養管理」
とは、
「きちんと静脈栄養・経腸栄養を管理できること」これを
強調した内容にすることができたと思います。ナースフォ
ーラムということで、ナース以外の職種の方は参加しにく
かったのではないかと思いますが、どの職種の方も大歓迎
です。来年も今年よりレベルアップした内容で開催する予
定ですので、よろしくお願いします。東京と大阪で合計 280
名の方が参加してくださいました。一人でも多くの方に参
加していただきたいと思っております。本気の栄養管理で
す。
11 月 8 日には津久見中央病院での講演。竹下先生に呼ん
でいただいたのは 2 回目でした。この病院、来たことがあ
るな、と思いながらでした。PPN における感染対策につい
て、でした。外科の其田先生が、私の後輩（愛媛県八幡浜
高校）だということを知り、本当にうれしくなりました。
翌日は、せっかく来たのだから、ということで、別府温泉
の地獄めぐり。
タクシーの運転手さんが非常に熱心な方で、

↑照林社の臨床栄養セミナー、大阪での写真です。大阪も 140 人
が参加してくれました。まず、真剣に試験をしてもらいました。特
に、用語がダメですね。略語を英語で書いてください、という問題
は、正解率が非常に低いのに驚きます。略語の雰囲気的な意味は知
っておられるのです。でも、それを、きちんと英語で書いて、と言
われると、書けない、これが現実です。TPN すら英語では書けませ
ん。これは、ちょっとばかり悲しい。今回は 20 問出題したのです
が、はっきりいうと、20 問中、書けるのは 1 から 2 です。PEG は、
やはり、大部分の方が「胃ろう」と書いておられます。Percutaneous
endoscopic gastrostomy や経皮内視鏡的胃瘻造設術と書いている
方はほとんどいませんでした。「胃瘻」と漢字で書けている方も、
まれでした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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本物の？地獄めぐりをさせていただきました。明礬温泉、坊主地獄、海地獄、血の池地獄、龍巻地獄のみならず、別府温
泉のすごさを見せていただきました。龍巻地獄、海地獄、これは特にすごいと思いました。それから、別府地獄めぐりと
いう観光を仕掛けたのが、愛媛県の宇和島出身、油田熊八という方だということを知り、余計、別府温泉はいい！と思い
ました。必見です（ドラマが放映されたということです。なんとかして見られないかなあ、と思っているのですが）
。単に、
湯量が日本一、世界第 2 位、という温泉ではありませんから。それから、稲尾和久記念館にも行きました。月間最多勝 11、
日本シリーズ 4 勝、日本シリーズさよなら本塁打なんて、信じられない記録です。瀧廉太郎の菩提寺にも行きました。杵
築の武家屋敷もよかったですよ。

↑明礬温泉です。こういう所がある、ということすら知りません
でした。地獄蒸しプリン、温泉卵、もちろん食べました。プリン
もなかなかな味でしたが、神戸プリンとどっちがうまい？

↑龍巻地獄は必見です。1 時間に 1 回程度の頻度です。だから、
間歇泉の噴出が終われば、次の噴出まで 30 分以上、待つ必要があ
ります。しかし、これは面白い。ぜひ、見に行ってください。か
つて、私の知り合いが、アメリカでイレローストーンの間歇泉を
見た時、別府の龍巻地獄の方がすごい、と言ったという話を思い
出しました。

↑血の池地獄です。底が赤いのです。湯は無色透明です。赤い色
は酸化鉄だそうです。

↑天然の坊主地獄です。本物です。作り物もある、ということで
す。爆発でお寺が焼け、坊主が亡くなったから、坊主地獄と呼ぶ
のだそうです。もう 1 ケ所、坊主地獄と呼ばれる鬼石坊主地獄が
あるのですが、私が行ったこっちの方が由緒正しいのだそうです。
タバコの煙を吹きかけると、湯気が盛んであることがわかるよう
になりました。

↑海地獄です。非常に池の色がきれいでした。ここは韓国の旅行
者が非常に多くて、非常ににぎやかでした。韓国の旅行者は、非
常に声が大きいので、すぐ、わかります。

↑杵築の武家屋敷へ行きました。細かい配慮がされています。こ
こは、上級武士たちの屋敷跡が並んでいるところが有名なのだそ
うです。この酢屋の坂が非常に有名だとのこと。藩校へも行きま
したが、非常に教育熱心だったのだということがわかりました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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11 月 11 日には、もう何年続けてということになるのでし
ょうか、山陰労災病院での NST 講演会。今回は、愛媛へ帰
らなくてはならなかったので、車で行きました。阪大から
米子までは車で 3 時間ほどでした。皆生温泉の華水亭に宿
泊し、いい温泉に入りました。今回の講演は PPN について
だったのですが、前田先生に、PPN で 1 時間以上も講演でき
る？なんてほめて？いただきました。翌朝は、松江、やま
なみ街道、しまなみ海道を経由して愛媛へ。3 日間で 1200km
のドライブでした。

↑山陰労災病院の NST 講演会後の写真です。ここんとこ、毎年の
ように呼んでいただいていますので、ほとんどが顔なじみです。
宿泊も毎年、華水亭で、ビジネスパック。露天風呂がいい！ので
す。野坂先生は、JANVIC にもリーダーズにも参加してくださって
います。いつもは、岡山で祭りずしを買い、特急やくもに乗って
食べるのですが、今回は、車で行きましたので、祭りずしを食べ
ることはできませんでした。でも、何年も前ですが、贈答用の祭
りずしを全部食べ、あとで 3 人前であったことを知った、これは
忘れられない思い出です。しかし、左手で持てないほどの 3 人前
の祭りずしを、一人で全部食べる？昔は、そのくらい食べること
ができていたのですよ。

8 日は国立大学病院栄養部門会議での講演。会場は京都大
学で、これも車で行きました。熱心に聴いていただきました。

↑別府市の英雄、稲尾和久の記念館へ行きました。「神さま、仏
さま、稲尾さま」の稲尾投手です。子供のころから、伝馬船を漕
いで足腰を鍛えた、だから、鉄腕なんだ、ということでした。日
本シリーズで 4 連投、4 勝、サヨナラホームランを打つ、「神って
る」ということでしょうかねえ。私も小さいころ、この稲尾のよ
うに、伝馬船を漕いで遊んでいたのですが。

↑久しぶりに「しまなみ海道」を通りました。島根県の松江を経由
して、やまなみ街道から、尾道で「しまなみ海道」に入りました。
今治まで 46.6km あるとのことです。最初に瀬戸大橋ができて、次
に明石大橋－鳴門大橋ができ、その後、この「しまなみ海道」がで
きたのです。大阪から愛媛に帰省する時は、淡路島経由が一番便利
なのです。「しまなみ海道」は、今治で高速道路を下りてから一般
道になるのが問題です。いい天気でした。７つの橋を渡るのですが、
この写真はどこだったか、わかりません。でも快適なドライブで、
米子から松山まで走りました。約 290km のドライブでした。

久しぶりに東京医科歯科大学の斎藤さんに会い、阪大の長井
さん、滋賀医大の中西さんと、いろいろ話をすることができ
ました。そうして、翌 19 日は北海道胃瘻研究会へ。倉先生
から、完全な冬支度をして、靴もすべらないようにして来な
さい、というメール。ちゃんと準備して札幌へ着くと、気温
10℃。雪？ありません。コートもいらない？そんな感じ。人
気が出ている担担麺のお店で「舌がしびれる」担担麺を食べ
ると、汗びっしょり。大変でした。講演は「胃瘻の正しい使
い方・・・経腸栄養」で、胃瘻の適応？経腸栄養の適応？半
固形状流動食は有効？胃瘻？経鼻胃管？経腸栄養投与経路
の管理、についてしゃべりました。辛口？いつものことです。
きちんとした学術活動をやりましょう、という内容にしまし
た。倉先生、村松先生、巽先生、岡田先生、信岡先生、小田
先生、藤城先生、中村先生、目黒先生、飯塚先生、真井先
生、・・・いろんな方と話ができ、意義ある北海道講演とな

↑北海道胃瘻研究会後の懇親会の写真です。私のカメラで撮影し
ました。お店の若いおにいちゃんが上手に撮影してくれたんです。
雰囲気は良かった。でも、写真としてはいまいちの出来でした。
胃瘻に熱心な方が集まっています。でも、やはり、胃瘻に対する
関心が薄れつつあり、最盛期には 1000 人ほどが参加してくれてい
たのに、徐々に減っているといっておられました。私が関西 PEG・
栄養とリハビリ研究会の参加者数の推移のグラフを見せたら、同
じ傾向だと言っておられました。喜んだり、安心したりするのは
おかしいのです。とにかく、全国的な傾向だということです。

りました。翌日は札幌駅前で日本ハムの優勝記念パレードが
あったのですが、残念ながら、見ることはできませんでした。
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ゼン先生：先生、今回は、10
月 29 日の講演のスライド作
ゼン先生

ゼン先生：そうです。でも、京都での若手の会の時、先生
ゼン先生

りで時間がかなりかかりましてね。タイトルが「栄養管理

が、50 歳になって引退ということにする必要はない、会の

はこの 20 年でどう変化したか？」でしたから。

名前を「若芽の会」にして、年とっても参加できるように

小越先生：またまた、引退したような人がしゃべるタイト
小越先生

したらいいぞ、と言ってくださって、今のようになったん

ルだな。

です。

ゼン先生：そういう雰囲気のタイトルですか？
ゼン先生

小越先生：ハハハ、だから、還暦を超えた連中も集まって
小越先生

小越先生：オレはそういう風に感じたぞ。
小越先生

いる、ということだな。

ゼン先生：まあ、私自身、もはやそういう立場になってい
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。還暦、というか、それ以上の
ゼン先生

る感じですけどね。でも、話せば長い、というわけではな

方がたくさんいますから。でも、いくらなんでも、私自身

いんですが、兵庫医大の山田さん、阪大の高木先生と始め

もそろそろ引退かな、とは思っています。

た「看護領域における栄養管理技術勉強会」が、もう 20

小越先生：そういうことはあまり深く考えなくてもいいじ
小越先生

回目になったんです。研究会の名前は「関西栄養管理技術

ゃないか。年齢なんか、どうでもいいぞ。

研究会」に変わっていますが、その研究会の 20 回記念と

ゼン先生：まあそうですね。
ゼン先生

いうことで、このタイトルになったんです。

小越先生：栄養管理について、きちんと考えていればいい
小越先生

小越先生：なった？したんじゃないのか？
小越先生

んだろう？

ゼン先生：世話人会で、なんとなく、こんな内容にしてく
ゼン先生

ゼン先生：そういうことです。70
歳を過ぎた、山田さんや
ゼン先生

ださい、と言われて決めたので、このタイトルになった、

合谷さんが参加してくださっていますから。

という意味なんですよ。

小越先生：なるほど。看護師の山田さん、もとアボットの
小越先生

小越先生：なるほど、そういうことか。しかし、20
年か。
小越先生

管理栄養士の合谷さんだな。

いつ、その勉強会は発足したんだ？

ゼン先生：なんか、若芽組なんて呼ばれているんだそうで
ゼン先生

ゼン先生：1998
年 1 月が第 1 回なんです。
ゼン先生

すよ。勢力争い的な考え方なんでしょうけど。理事選なん

小越先生：日本静脈経腸栄養研究会が学会になるより前だ
小越先生

かで影響がある、という考え方なんでしょう。

な。

小越先生：そんな考え方があるのか。みみっちい。単なる
小越先生

ゼン先生：それは、いつでした？
ゼン先生

宴会で、楽しければいいんだろう？

小越先生：1998
年の 7 月に学会に移行して、1999 年 2 月
小越先生

ゼン先生：もちろんです。そんなこと、口にしたこともあ
ゼン先生

に第 1 回の学術集会を開催したんだけどな。

りませんよ。

ゼン先生：そうでしたね。入山先生が当番会長だったんで
ゼン先生

小越先生：だろうな。わかるやつにはわかっている。そん
小越先生

すよね。
小越先生：そうだ。三重県四日市市での開催だった。
小越先生
ゼン先生：その時に第
1 回の「若手の会」をやったんです
ゼン先生
よ。
小越先生：今の「若芽の会」だな。
小越先生
ゼン先生：そうなんですよ。久留米の吉田祥吾、熊本の岡
ゼン先生
村健二と私、の 3 人が仲良しで、この栄養管理の領域、な
んとか盛り上げようや、ということで若手の会を開催する
ことにしたんです。祥吾くんと相談して、岡村先生が一番
年上だから、会長にして、ということにしたんです。
小越先生：そうだったんだってな。それで、50
歳になった
小越先生
ら引退、ということにしたんだろう？
ゼン先生：そうなんですよ。
あれからもう 20 年近くになり
ゼン先生
ますね。
小越先生：若手の会でがんばっていた連中が
JSPEN を引っ
小越先生
張っているんだろう？
ゼン先生：そうですね。今の
JSPEN の理事の方々は、この
ゼン先生
若手の会で人気が出て、今や、私を飛び越えて偉くなられ
ましたから。
小越先生：ハハハ、世の中、そんなものだぞ。
小越先生
ゼン先生：そうですね。どんどん卒業していかれました。
ゼン先生
まずは岡村先生が 50 歳を超えて、開業されて卒業されま
した。
小越先生：そして次は君だったんだろう？
小越先生

↑別府市の名物、大分県の名物？「鳥天」です。元祖、へ行きま
した。中華料理屋さんでした。和食と思っていたのですが、中華
でした。鳥の唐揚げより、私は好きですね。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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な低俗な考え方をする連中は、相手にしないことだ。とこ

小越先生：そうだな。
小越先生

ろで、君が講演した「栄養管理はこの 20 年でどう変化し

ゼン先生：でも、われわれはがんばらなくてはなりません。

たか？」の内容は？

小越先生：当たり前だ。君たちががんばらなかったら、患
小越先生

ゼン先生：いろいろ悩んだんですよ。本当、結構時間をか
ゼン先生

者が困るんだからな。

けてスライドを作りました。

ゼン先生：本当、そうです。
ゼン先生

小越先生：わかった、わかった。前置きはいいから。内容
小越先生

小越先生：まあ、医療従事者にも、もっと勉強してもらわ
小越先生

は？

ないと困るけどな。

ゼン先生：胃瘻問題、周術期栄養管理、TPN
キット製剤、
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですけど、なかなか、難しいです。
ゼン先生

緩和ケア領域の栄養管理、IVH と TPN、PPN と感染対策、栄

小越先生：ところで、その代わりと言ってはなんだけど、
小越先生

養障害患者は減っている？学術レベルは上がっている？

PICC は増えているんだろう？

という内容です。

ゼン先生：増えているとはいっても、増えている施設は限
ゼン先生

小越先生：なるほど、興味深そうな内容じゃないか。
小越先生

られているのかもしれませんが。

ゼン先生：ほかにも考えている内容はあるんですが、これ
ゼン先生

小越先生：しかし、増えている、増えているって、言って
小越先生

だけに制限しました。

いる人は多いんだろう？

小越先生：そりゃあ、いくらでもあるだろう。しかし時間
小越先生

ゼン先生：PICC
というカテーテル自体の売り上げ本数はも
ゼン先生

制限があるからな。それで、今日は、オレに、どのテーマ

のすごく増えている、ということです。

についての議論を挑んでくるんだ？

小越先生：だから、増えているんだよ。
小越先生

ゼン先生：そんなあ、先生のような偉い方に議論を挑むな
ゼン先生

ゼン先生：診療看護師が
PICC を挿入している施設では、本
ゼン先生

んて、できるわけがありませんよ。

数としても相当増えているようですけど。

小越先生：何を言ってるんだ。いつも議論を吹っかけてる
小越先生

小越先生：そうらしいな。特定看護師というのも、PICC
を
小越先生

だろう？

挿入してもいいんだろう？

ゼン先生：そうですか？
ゼン先生

ゼン先生：先生、その、診療看護師や特定看護師、それか
ゼン先生

小越先生：そうだよ。
小越先生

ら、英語でいう Nurse Practitioner という呼び方も、実

ゼン先生：でも、よく考えたら、誰かが「議論をするのが
ゼン先生

は、問題なんですよ。

会議、報告だけならメールで済む」と言っていましたが、

小越先生：何が問題なんだ？そういう名称をもらっている
小越先生

議論をするのが会話で、報告だけならメールで済むんです

看護師がいるんだろう？

よね。

ゼン先生：話せば長いことになるんですが、実は、私もよ
ゼン先生

小越先生：それは学術集会にも言えるだろう。議論をする
小越先生

くは理解できていません。

のが学術集会で、報告だけして議論もなく、拍手で済むん

小越先生：わかってないことを話題にするなよ。
小越先生

だったら、それは、ネットで見ればいいんだよ。

ゼン先生：その通りです。今の段階で言えるのは、正式に
ゼン先生

ゼン先生：本当にそうですよ。
だから JANVIC やリーダーズ
ゼン先生

は診療看護師、特定看護師という名称はない、ということ

を立ち上げたんですから。

です。
「看護師の特定行為に係る研修制度を終了した者」

小越先生：確かにそうだ。なんか、今日は、前置きが長い
小越先生

という表現が一番正しいのかもしれない、ということです。

な。どんな内容の議論をするんだ？今日は。

小越先生：ややこしいなあ。決着をつけて、診療看護師と
小越先生

ゼン先生：やっぱり胃瘻問題でしょうか。
ゼン先生

か、特定看護師とか、決めてほしいものだ。

小越先生：でもな、
胃瘻問題は、結論は出ているんだろう？
小越先生

ゼン先生：その通りです。ただ、PICC
を挿入してもよい看
ゼン先生

胃瘻の適応を考えるのではない、栄養管理の適応を考える
んだ、なんだろう？
ゼン先生：まあ、そうですね。でも、そういう理想論を主
ゼン先生
張しても、世の中、胃瘻はダメだというネガティブな考え
方が優勢なんですよ。胃瘻を使って栄養管理をしようとし
ても、胃瘻を造設することができない、というのが現状に
なってしまっているんです。
小越先生：本当に困ったことになっているな。
小越先生
ゼン先生：本当です。医療者側も、本人や家族を納得させ
ゼン先生
るまで説明する意欲もなくなりつつある、と聞いています。
小越先生：確かに、それも問題だ。
小越先生
ゼン先生：とにかく、いくら丁寧に説明しても、胃瘻はダ
ゼン先生
メ、胃瘻はイヤ、なんていう固定観念ができてしまってい
るんですから、その考え方をひっくり返すのは、本当にむ
ずかしいんですよ。

↑松山空港です。みかんジュースタワーがありました。どうって
ことありません。来年、愛媛で国体があるのだそうで、その垂れ幕
がたくさんありました。みかんジュースタワーの傍に、
「まっくう」
と「みきゃん」がありました。「みきゃん」は結構有名になってい
ますが、「まっくう」は知りませんでした。松山空港のキャラクタ
ーだそうです。ここまでキャラクターにしなくてもいいと思いまし
たが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・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３６回
護師は、いわゆる診療看護師と特定行為に係る研修制度を

例や、TPN を実施すると有効な栄養管理ができるはずの症

終了した看護師、ですから、これからどんどん増えてくる

例にも TPN を実施しない、ということになりましたね。

と思います。

小越先生：日本人らしく、ということになるかもしれない
小越先生

小越先生：それは、いいことなんだろう？
小越先生

が、みんながそういう方向を向いたな、確かに。TPN はや

ゼン先生：いいこと？それは、いいことだとは言い切れな
ゼン先生

らないほうがいい、ということになったな。

いかもしれません。

ゼン先生：その弊害は確かにあるんです。ま、私は、ずっ
ゼン先生

小越先生：なぜなんだ。安全に
PICC を診療看護師達が挿
小越先生

と TPN をうまく利用することが適正な栄養管理のコツだし、

入してくれるようになったら、医者は楽になるんじゃない

本筋だと主張してきました。

のか？

小越先生：頑固に、頑なに、だな。しかし、新しい用語と
小越先生

ゼン先生：楽になります。自分で
CVC を挿入しなくていい
ゼン先生

して作り出した SPN の考え方は、そういう意味だろう。

んですから。本当、楽になりますよ。

ゼン先生：そうです。もっと TPN をうまく利用するべきだ、

小越先生：かなり楽になるな。CVC
を挿入するという説明
小越先生

ということです。でも、PICC が安易に普及しすぎると、逆

は不要だし、実際の挿入もしなくていい。鎖骨下穿刺をや

に、なんでも TPN ということになりかねません。

る時のように、穿刺時に合併症を起こさないように、とい

小越先生：確かにそうだ。CVC
挿入時の合併症がいやだか
小越先生

うストレスもないし、確認のためにレントゲン室へ連れて

ら、TPN はやらないほうがいい、なんていう考え方もあっ

行く必要もない。

たと思う。

ゼン先生：時間もとられないから、別のことに力を注げる。

ゼン先生：そうです。本当は、鎖骨下穿刺が苦手だから、
ゼン先生

カテーテルが入らなかった時のストレスも、カテーテル先

というのが本当の理由なのに、経腸栄養の方が生理的でい

端が頭の方へ向かっていた時の、あの気落ちする、という

いのだから TPN はやるべきではない、なんていう医師もい

ストレスもない。

ますから。

小越先生：そうだな。気胸を起こして看護師にイヤミを言
越先生

小越先生：そうだな。口では言わないけど、な。
小越先生

われることもない、だな。

ゼン先生：CVC
挿入が得意だとか、下手だとか、わからな
ゼン先生

ゼン先生：本当、そうですね。その上、PICC
を実際に挿入
ゼン先生

い部分も多いですから。ま、一緒に働いている病棟のスタ

している看護師さんたちは、レベルの高いことをしている

ッフにはわかっていると思いますが。講演なんかで、エラ

という気分になる。

そうに『経腸栄養の方がいいんだ。静脈栄養はやるべきで

小越先生：確かに。医師でもエコーガイド下上腕
PICC 挿
小越先生

はない』と言っている人が、実は、鎖骨下穿刺が下手だ、

入の技術を持っていないのがたくさんいるのに、看護師が

とか、管理方法を熟知できていない、なんていうことは、

上手に PICC を挿入するんだから、楽しいだろうな。

いくらでもありますから。

ゼン先生：そうでしょうね。医師より上だ、みたいな感覚
ゼン先生

小越先生：確かに、
そういうこともあるだろうな。しかし、
小越先生

にもなるかもしれません。ものすごく役に立っている、と

上腕 PICC を、自分ではなくて診療看護師が挿入して管理

いうことになりますね。

もしてくれる、ということになると、考え方がコロッと変

小越先生：当たり前だよ、役に立ってるよ。
小越先生

わる・・・あるな、そういうことが。

ゼン先生；以前も議論しましたが、問題は、PICC
の適応を
ゼン先生

ゼン先生：そうすると、今度は、TPN
の適応が広がる、急
ゼン先生

拡大しすぎることですよ、先生。

に広がる。

小越先生：適応拡大か。
小越先生

小越先生：あるな、そういうことは・・・ある、絶対にあ
小越先生

ゼン先生：本当に CVC が必要な患者さんに、CVC として PICC

る。

を挿入するのはいいと思います。でも、ここでもう一度 CVC

ゼン先生：次の問題は、きちんとした
TPN 組成にするか、
ゼン先生

の適応について考える必要がありますね。
小越先生：ある意味、静脈栄養の適応だな。
小越先生
ゼン先生：そうですね、TPN
の適応ですね。
ゼン先生
小越先生：そういえば、8
月の第 4 回 JAN-VIC の時、松末
小越先生
先生が、適応をきちんとしないと、昔の IVH の時と同じこ
とになる、と言っていたな。
ゼン先生：そうなんですよ。
「なんでも IVH」ということに
ゼン先生
なってしまって、そして反省、ということになりました。
その後、NST が流行りだした時には、一応、TPN の適応を
きちんとする、ということになりましたよね。
小越先生：そうだ。正しい
TPN の適応を考える、というこ
小越先生
とだ。
ゼン先生：しかし、日本人の特徴でしょうか、TPN
症例を
ゼン先生
減らすことが NST の目標みたいなことになって、必要な症

↑愛媛県の佐田岬半島の先端と、九州の佐賀関との間は、豊後水
道です。距離としては 16km です。だから、天気のいい日にはお互
いに見ることができます。私は愛媛県側の人間ですが、佐田岬半
島の先端の灯台からは、佐賀関の煙突が見える、と聞かされて育
ちました。でも、私は見えたことがないのです。今回、稲尾記念
館のところから、佐田岬半島と佐賀関半島の両方が見え、距離が
短いということを実感しました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ということですよね。

挿入できて便利だから、非常にいい。末梢代わりだから PPN

小越先生：そうだな、それも問題だな。
小越先生

輸液を投与しても静脈炎は起こらない。だから、静脈栄養

ゼン先生：別の角度から考えると、今度は、末梢代わりに
ゼン先生

をもっと実施できる。PPN をどんどん実施できる。矛盾だ

使う、という考え方です。

らけになってくると思います。

小越先生：末梢ルートを作成するのが難しい患者は
PICC
小越先生

小越先生：ややこしい話になっているな。整理してくれな
小越先生

がいい、ということだな。

いか。

ゼン先生：それに加えて、たとえば
PPN 輸液を投与してい
ゼン先生

ゼン先生：ややこしくはないんですよ。PICC
は CVC だと考
ゼン先生

ると静脈炎が起こりやすいから PICC で投与しようという

えたら、非常に簡単ですし、理解できます。そこを理解せ

考え方です。

ずに、どんどん PICC を使え、静脈栄養を実施しなさい、

小越先生：あるな、それもあるな。それは非常に多いんじ
小越先生

末梢ルートの代わりだから PPN 輸液を使えばいい、PPN 輸

ゃないか？

液を末梢から投与すると静脈炎が起こるけど PICC ならそ

ゼン先生：そうですよ。そう思います。
ゼン先生

ういう問題は起こらない、ということになってしまう可能

小越先生：なるほど、そういう理由で
PICC が使われる可
小越先生

性があるんです。

能性が高いな。

小越先生：なるほど、そうすると
PICC を使うと合併症が
小越先生

ゼン先生：医師にとっては、
ものすごく、便利なんですよ。
ゼン先生

起こる、特に感染性合併症が、ということだ。

末梢ルートはとらなくていい、末梢から投与して静脈炎が

ゼン先生：そうです。それが怖いと思っています。
ゼン先生

起こったら看護師にいろいろ言われたりするけど、それも、

小越先生：PICC
を使っている連中は、そういうことを考え
小越先生

ない。今までは CVC にしてくださいと看護師に言われるこ

ているのだろうか。

とが多かったが、それもない。CVC を挿入する時のストレ

ゼン先生：考えている人は少ないでしょうね。企業もです。

スもない。診療看護師が挿入してくれる。

PICC を販売している企業は、どんどん使ってほしいと思っ

小越先生：本当だな、いいことだらけだぞ。
小越先生

ているでしょう。PPN 輸液を販売している企業も、同じな

ゼン先生：私が一番問題だと思っているのは、PICC
が末梢
ゼン先生

んじゃないでしょうか。

ルートの代わりだと思われていることです。

小越先生：PPN
輸液を販売している企業って、テルモ、大
小越先生

小越先生：PICC
は CVC だという考え方がない、ということ
越先生

塚製薬工場、陽進堂の 3 社だろう。

か？

ゼン先生：そうですね。本音は、そういうことは考えず、
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。第一、
「CVC と PICC の比較」なん
ゼン先生

とにかく、売れればいい、ということになっていないでし

ていうことがよく言われますし、CVC を PICC に変更すると

ょうか。

感染率が下がり、患者さんの恐怖心が軽減される、CVC よ

小越先生：それは、企業に対して失礼なんじゃないか？
小越先生

り PICC のほうがいい、なんてよく言われていますよね。

ゼン先生：失礼だと思ってほしいですね。うちは、ちゃん
ゼン先生

小越先生：間違いではないだろう？
小越先生

と感染対策を実施しながら PPN 輸液を使ってほしいという

ゼン先生：ある意味、間違いでしょうね。
ゼン先生

スタンスで活動している、と堂々と言ってほしいと思って

小越先生：君が言いたいのは、PICC
は CVC である、という
小越先生

いますから。

ことだろう？

小越先生：そうなんじゃないのか？
小越先生

ゼン先生：そうです。PICC
は CVC である、CVC は PICC と
ゼン先生
CICC に分かれる、ということを本当に理解してほしいんで
すよ。
小越先生：そうなんだけどな。
小越先生
ゼン先生：いや、この点が一番重要ですよ。PICC
は CVC で
ゼン先生
あることを本当に理解していないと、いい加減な管理にな
って、合併症が発生します。
小越先生：そうか、そこが大事なポイントか。
小越先生
ゼン先生：PICC
から PPN 輸液を投与することが、一番の問
ゼン先生
題だと思います。PPN 輸液は、汚染すると微生物が急速に
増殖する、という性質をどこまで理解しているか、という
ことですよ。そうでなければ、大問題が起こると思うんで
すけどね。
小越先生：PICC は CVC だから、
PPN 輸液ではダメなんだな。
ゼン先生：もちろんです。ICT
は、PPN 輸液は汚染すると微
ゼン先生
生物が急速に増殖するから使うな、と言っているんです。
でも、CDC ガイドラインが言っているから、末梢ルートは

↑東京での照林社栄養管理セミナーの際、久しぶりに楠木正成の
像を見に行きました。前に勤務していた川崎病院の傍の湊川公園
の楠木正成像よりも、りっぱです。作者は高村光雲ですし。なぜ、
江戸に来たことがない楠木正成の銅像が、東京の皇居にある？南
北朝時代の後醍醐天皇に関連しているのですが、いろいろ、物議
をかもしているようです。でも、忠臣として、天皇が住んでおら
れる皇居の傍に建立した、という単純な考え方でいいのではない
かと思います。

1 週間は留置できる、と言っている。PICC は診療看護師が
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
ゼン先生の栄養管理講座 第３６回
ゼン先生：そうだと思いますよ。でも、目先の利益より、
ゼン先生

小越先生：そういうことをきちんと考えた上で、本当の意
小越先生

正しい感染対策を理解して使用してください、PPN 輸液は

味での PICC の利点を生かした普及になって欲しいものだ

汚染すると微生物が急激に増殖しますから PICC では使わ

な。

ないようにしてください、という説明をするかどうかです。

ゼン先生：さらに、
カテーテル感染の診断に CLABSI を使っ
ゼン先生

PPN より、PICC を用いて PPN 輸液を投与する方がはるかに

ていると感染率は極めて低いということにすることがで

リスクが高くなるということを企業が説明するか、ですね。

きる・・・本当、日本中、CVC の管理について、もっと考

小越先生：そうだな。末梢ルートを使って
PPN 輸液を投与
小越先生

えなくてはいけないと思います。

する場合は、発熱したらカテーテルを抜けばいいし、君が

小越先生：本当だな。もっときちんと議論しないといけな
小越先生

96 時間より長くカテーテルを留置するな、といっているし、

いな。

ガイドランもそうなっているから、なんとかなるかもしれ
ないけど、PICC を用いて PPN 輸液を投与していると、そう
はいかないからな。
ゼン先生：でしょう？CVC
としての管理だからということ
ゼン先生
で、インラインフィルターを組み込むとか、ラインの消毒
などの管理方法をちゃんとしてくれたらいいんですけど、
どうせ、末梢ラインの代わりなんだから、といういい加減
な管理をされたら、どんどん感染率が高くなりますから。
小越先生：
確かにそうだな。そういうことを理解した上
小越先生
で PICC を普及させなければダメだな。
ゼン先生：もう
1 点。PICC を診療看護師が挿入している施
ゼン先生
設は、
全体としての CVC 挿入件数が増える傾向があります。
PICC が CICC の代わりとして認識されていたらいいのです
が、末梢ルートの代わりと認識されていたら、知らないう
ちに CVC 全体が増えることになります。そうすると、いろ
いろ問題が起こる可能性が高くなる、ということでしょ

↑北海道で昼に食べたもの。伊丹空港から千歳空港までのフライト
は、プレミアクラスだったので軽食が出ました。サンドイッチでし
た。千歳駅から JR に乗って札幌駅まで行ったのですが、駅弁を売っ
ていたので買って、列車の中で食べました。「カニ散らし弁当」で
した。そして、札幌駅で昼飯を食べに担担麺のお店へ行きました。
昼飯にこれだけ食べたらいけないでしょう。担担麺は、「常連客に
愛され続ける地元の行列店。やみつき常連客続出！辛さとはまた違
う、本場花椒のビリビリ感を是非味わって。」というキャッチフレ
ーズのお店でした。舌先がしびれるのだそうですが、私、辛いのは
苦手なので、痺れ：0 を食べました。汗だくになりました。北海道
で、冬、汗だく？そんな感じでした。

う？

【今回のまとめ】
1. この 20 年で栄養管理はどう変化したか？いい方向に進んでいるとは思えません。いろいろあ
りますが、胃瘻問題は、PEG
りますが、胃瘻問題は、PEG が普及する前より状況としては悪くなっているのではありません
か？
2. 医学的に胃瘻が最も適切な栄養投与経路なのに、胃瘻を造設して経腸栄養が実施できない、そ
ういうことになってしまっています。なんとかしなければ、なんとかしましょう。
3. PICC が増えていますが、正しい考え方で広めなければなりません。PICC
が増えていますが、正しい考え方で広めなければなりません。PICC は末梢ルートの代わ
りではありません。PICC
りではありません。PICC は中心静脈カテーテルです。
4. PPN 輸液は汚染すると微生物が増殖しやすい、これを基本的な考え方として輸液組成を考えな
くてはなりません。PICC
くてはなりません。PICC からの PPN 輸液の投与は、適応外使用になります。「末梢静脈内に
点滴静注する」と添付文書に書かれています。
5. PICC は確かに患者さんにやさしい CVC ですが、本質を理解して、正しい考え方で普及させま
しょう。いい加減に管理すると、最終的には優しくない！ということになってしまいますから。
最終的には優しくない！ということになってしまいますから。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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