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『やっぱり CLABSI で
カテーテル感染の発生頻度を検討するのはおかしい！
カテーテル感染の発生頻度を検討するのはおかしい！』
かしい！』
11 月の 5 回目の日曜日は、不満足な釣りで終わったので、
尾を引くことなく 12 月に突入できました。といっても、12
月１日には第 28 回外科感染症学会のために名古屋へ。会長招
宴にお招きいただいたからです。名古屋市立大学の消化器外
科、竹山教授が会長で（第１回の研究会は名古屋市立大学第
一外科教授だった故由良二郎先生ですから、伝統を作ったの
が名古屋市立大学ということになります）
、翌朝のシンポジウ
ム 5；カテーテル関連血流感染症防止のためのマネージメン
ト、の特別発言をすることになったのです。竹山先生から依
頼された時、そんな歳ではないですから、なんて言ってしま
いました。そんなことはないぞ、そんな歳だし、立場になっ
ているんだ、自覚しろよ、と言われ、しぶしぶ？引き受けた
のです。4 題が発表されましたが、正直、レベルが低いと言

↑第 28 回の外科感染症学会が開催されました。名古屋市立大学
消化器外科の竹山教授が会長で、第１回の研究会を開催したのが
名古屋市立大学第一外科の由良教授だったので、感慨深いものが
ある、と会長挨拶で述べられました。

わざるを得ません。申し訳ないと思いますが、外科感染症学
会のカテーテル感染に関するレベルってこのくらい？と思っ
てしまいました。カテーテル感染に関する外科感染症学会の
レベルがこのくらいなんだから、他の学会では、推して知る
べし、ということだと思います。だから、JAN-VIC を立ち上
げたのです。従って、特別発言も、かなり辛口のものになっ
てしまいました。学会自体はこの後、2 日間続いたのですが、
私は、終わり次第新幹線で大阪へ。大阪大学中之島センター
で、
『第 8 回大阪大学共同研究講座シンポジウム～共同研究講
座制度 10 年の歩みと今後の展開～』が開催され、私は発表、
パネルディスカッション、という役目を与えられていました
ので、こっちにも出席しなくてはならなかったからです。企
業と大学や病院との癒着が問題だとされたり、利益相反が問
題にされていますが、大阪大学は、産学連携を 10 年以上前か

↑シンポジウム 5 の、カテーテル感染症のセッションです。参加
者数は、こんなものでしょう。やはり、カテーテル感染は起こっ
ても、カテーテルを抜けば治療終了だ、という雰囲気で軽く見ら
れているのだと思います。ということで、絶対にカテーテル感染
はなくなりません。

らきちんとした形で実現していて、ものすごい成果を上げて
います。その歩みについてのシンポジウムで、私自身もすご
いな、こんな活動をしている研究部門もあるんだ、と思った
りしました。大阪大学には、現在、共同研究講座が 34 件、協
働研究所が 7 件もあります。レベルの高い『人、資金、研究
課題』を誘致し、本気の共同研究を大学内で実現する、とい
うもので、全国的に注目を集めている制度です。世界最先端
の技術も開発されています。
12 月 12 日には熊本県八代市へ。第 2 回八代 NST 研究会で
の講演のためです。八代といえば、私の友人、岡村健二先生
が開業しておられる町。もちろん、この研究会での講演も岡

司会の岡村先生と、講演をしている森崎先生、私の講演に質問を
してくれた吉田先生です。岡村先生は相変わらずで、私の紹介の
ときに、既に、会場を盛り上げていました。

村先生がセッティングされたのです。八代市には、熊本労災
病院、熊本総合病院、八代市立病院など、大きな病院がいく
つもあります。八代郡医師会立病院院長の吉田先生、八代市
立病院院長の森崎先生は、リーダーズにも参加していただい
ていて、
非常に熱心に栄養管理を実践しておられます。
夜は、
岡村節を聞きながらの楽しい会食。世間話だけではなく、栄
養管理についても熱く語る懇親会で、有意義な時間を過ごし
ました。そうして、翌日は、念願の打瀬船観光でした。八代
市の南、芦北町にある打瀬船、私にとっては思い入れのある
船です。岡村先生にすべてセッティングしていただき、感慨

↑熊本県八代での講演会後の懇親会です。世間話だけでなく、栄
養管理の現状について、いろいろ議論もしました。岡村先生の影
響で、こういう雰囲気になっているのだと思いました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
・・・・・ゼン先生の栄養管理講座 第２５回

深い、楽しい時間を過ごさせていただきました。この話は、あとでじっくりと会話の中で。
12 月 15 日には神戸へ行き、三宮で、かつて共に働いた川崎病院の方々との忘年会。なつかしい面々との楽しい時間で
した。2 年半ぶりに会った方々もいて、ほんとう、なつかしい思いでいっぱいになりました。翌日は健康診断、研究開発
検討会、研究部門の忘年会と忙しい日でした。
そうして、待ちに待った 12 月 19 日、第 3 回血管内留置カテーテル管理研究会。参加者数は 180 人でしたが、今回も熱
い議論で盛り上がりました。一般演題は 6 題。発表 5 分、質疑応答 10 分という配分で、質疑応答が大変だったと思います
が、いい議論ができたと思います。ランチョンセミナーは診療看護師による PICC 挿入で、JCHO 東京高輪病院の松橋さん
が、これも、PICC チームについて熱く語っていました。質疑応答が長くて、結局、約 30 分も延長することになってしま
した。次は、私の『カテーテル関連血流感染症の診断と治療に関する調査結果報告』でした。結果的には、CRBSI を使っ
ている施設と CLABSI を使っている施設の数はほぼ同じということでしたが、いろいろ、解析すると面白い結果が得られま
した。私は、カテーテル感染に関する概念の変遷などを交えた話をさせていただきました。最後は 3 時間におよぶ、各領
域におけるカテーテル感染に対する考え方、でした。小児領域、血液内科領域、救命救急・ICU 領域、一般病棟医の立場
から、感染症専門医の立場から、というパ
ネルディスカッションでした。結論につい
ては、また、記録集をきちんと作って、と
いうことでお許しください。議論沸騰で、
正直、大変だったのです。しかし、CLABSI
で診断しながらカテーテル感染に対応する
と、どうしても発生率が低くなってしまう
ので、CRBSI として、原因がカテーテルに
あるのかを明確にしながら対応すべきだと
いうことで、ある程度のコンセンサスが得

↑第 3 回血管内留置カテーテル管理研究会のパネルディスカッションの写真です。
パネリスト、ディスカッサント、司会の方々は、プレッシャーを感じながら、いい
発表、いい討議をしていただきました。

られたのではないかと思います。

↑会場の雰囲気です。参加者数は 180 名でした。ランチョンセミ
ナーに対する質問風景です。4 人がマイクの前に立っています。

↑上左はランチョンセミナーの、診療看護師、松橋さんです。積
極的な PICC 挿入についての発表でした。司会は、この業界の看
護師の大御所、山田さんにお願いしたのですが、写真がいいのが
ありませんでした。↗
↗上右は、私のアンケート調査結果の司会を
急遽お願いした、西宮市立病院院長の根津先生。私との掛け合い
漫才的雰囲気になりました。ま、もう 30 年以上の先輩後輩関係
ですからね。他の方々は、シビアな質問をしておられる面々です。
雰囲気がわかると思います。軽い研究会ではございません。

↑一般演題は 6 題でした。プログラムは、ホームページにも掲載
していますが、非常に有意義だったと思います。発表 5 分、質問
10 分で、発表者は大変だったと思います。司会も大変でした。木
暮くん、林くん、二人共自分としても言いたい意見、質問があっ
たようですが、時間の関係で踏みとどまった、ということです。
次回は、発表 5 分、質問 15 分にしますか？

↑質問者達です。かなりつっこんだ質問でした。でも、その質問
や、それに対する意見の中から、前向きな結論、次への検討課題
がみつかるんですよね。そういう意味で、非常に有意義だと思い
ますし、そうでなければ、本当は、発表する意味はないように思
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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翌日は、照林社の栄養管理テクニックセミナーでした。今
回は、大阪会場で、西岡先生、栗山先生とのジョイントでし
た。西岡先生が相当熱く語ったので、かなり時間が超過しま
して、私が時間調整をしなければならなくなりましたが、特
に問題なし。栗山先生の講演は、さらにレベルアップしてき
ていて、経腸栄養に関する非常にわかりやすい内容でした。
非常に忙しい 12 月だったので、いろいろ、仕事を後回し
にしながら過ごしていました。あせりながら。ところが、思
いついて部屋の片付けを始めたところ、大変なことに。3 日
を費やして、本、文献の整理をやるハメになりました。腰痛、
坐骨神経痛のために朝、靴下を履くのにも苦労しているとい
う状態で、3 日間、部屋の片付けで疲れ果て、でも、連載の
仕事を片付け、依頼原稿を片付け、年明け早々の講演や学会
の準備でもうヘトヘト？なのですけど。

↑企業 PR プレゼンテーションは大阪労災病院の吉川先生の司会で
7 社にお願いしました。トップバッターの大塚製薬工場の中野くん
は、写真の出来が悪くて出せません。すみません。その代わり、展
示会場での写真を拡大（中段右）しておきます。プレゼン後の展示
会場は、さすがに賑やかでした。これで、企業展示の、企業側の目
的も達成することができたと思います。次もお願いします。

↑形式としては、シンポジウム＋パネルディスカッションでしょ
う。本来は、シンポジウムでは檀上での討議はありません。パネ
ルディスカッションは個別の議論はありません。しかし、今回は、
それぞれの発表に対する質問が長くなりました。全体で 3 時間の
予定だったの、討議時間が 40 分となりました。やっぱり、全体
としての時間は短かったな、と反省。でも、非常に有意義だった
と思います。きちんとした記録集を作りますので、ご希望の方は
当研究室または事務局へ連絡ください。多分、非会員の方は有料
です。

↑企業展示には 7 社が協力してくれました。ありがとうございま
す。ギブアントテイクをきちんと考えていますので、今後とも、
よろしくお願いします。お金を集めるだけ、そんなつもりは毛頭
ありませんので。共存共栄です。

←↑懇親会風景の写真です。やっぱり、この阪大レストランミネル
バの料理は抜群です。乾杯は山田さんにお願いしました。中締めは、
愛媛から来てくれた中瀬先生にお願いしました。中瀬先生とのお付
き合いはまだ１年になっていないのですが、愛媛出身の私と愛媛県
立中央病院の医師の中瀬先生ということで、よろしくお願いしま
す。かつての？JSPEN の大御所、足立・山田両氏のツーショット↗
↗
写真もあります。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：12
月は大きなイベントがいくつもありました。
ゼン先生

小越先生：そうだ、そうだ。その打瀬船のツアー？そんな
小越先生

忙しい月でした。

のがあるのか？

小越先生：当然だろう？師走なんだから。
小越先生

ゼン先生：あるんですよ、八代市の南隣の芦北町に。
ゼン先生

ゼン先生：師走だから、というのとは少しニュアンスが違
ゼン先生

小越先生：へええ。君の田舎の愛媛には、もう打瀬船はい
小越先生

うと思っているのですが。

ないんだろう？

小越先生：そんなことはないだろう。師走というのは忙し
小越先生

ゼン先生：そうなんですが、芦北町では、まだ、打瀬船が
ゼン先生

いものだよ。

現役なんです。

ゼン先生：うううん、ま、いいですけど。
ゼン先生

小越先生：それはすごいな。
小越先生

小越先生：でも、確かに、いろいろ、忙しくしていたよう
小越先生

ゼン先生：でしょう？八代で講演、ということで、いろい
ゼン先生

だな。

ろ調べてみると打瀬船という記載があって、絶対に乗りた

ゼン先生：そうなんですよ。いろいろ、たくさん話したい
ゼン先生

いと思って、岡村先生にお願いしたんです。岡村先生もそ

ことはあるのですが、字数はある程度限られていますから

うですが、森崎先生や吉田先生を始め、懇親会にこられた

ね。でも、熊本の八代市でのことは、先生には詳しく話し

方々、誰も乗船したことはないということでした。

たいのです。

小越先生：そんなものかもしれないな。地元だから。
小越先生

小越先生：八代？行ったことはないけど、歌手の八代亜紀
小越先生

ゼン先生：岡村先生と、熊本総合病院の薬剤師の古田くん
ゼン先生

の出身地だろう？

の 3 人で乗船しました。岡村先生は、あらかじめ芦北町へ

ゼン先生：そうです。そこに、先生もご存知だと思います
ゼン先生

下見に行ってくれたそうですし、船頭さんとも連絡をとっ

が、熊大ＯＢの岡村健二先生が開業しておられるのです。

てくれたんです。

小越先生：そうか、岡村健ちゃんか。もちろん、知ってい
小越先生

小越先生：さすがだな、健ちゃんは。
小越先生

るよ。なつかしいな。元気なやつだったけど、どうしてい

ゼン先生：講演の最中に、司会をしてくれていた岡村先生
ゼン先生

る？

に電話がかかりましてね。船頭さんからで、天気が良さそ

ゼン先生：もちろん、今も元気ですよ。
ゼン先生

うだから、船を出す、という連絡だったということです。

小越先生：ははは、そうだろう、そうだろう。その健ちゃ
小越先生

中止になったら連絡してくれと言っておいたのに、律儀な

んに呼ばれたのか？

船頭さんだ、と言っていました。

ゼン先生：そうなんですが、実質的には八代郡医師会立病
ゼン先生

小越先生：司会の最中の電話な、ハハハ。
小越先生

院院長の吉田先生と八代市立病院院長の森崎先生が中心

ゼン先生：観光船ということなので、帆を挙げて、2
時間
ゼン先生

となっている八代 NST 研究会の特別講演に呼んでもらった

くらい船を流すだけなのかと思っていたら、実際に漁が始

のです。

まりましてね。午前 9 時に出帆して、港に戻ったのは 15

小越先生：なるほど。講演内容については、どうでもいい
小越先生

時近くでした。りっぱなエビをたくさん網で獲って、家に

んだけど、オレに何を話したいんだ？

持って帰りました。

ゼン先生：とにかく、岡村先生に歓待していただきました。

小越先生：ははは、実際に漁師をやったんだ。
小越先生

夜の懇親会も岡村先生の行きつけの料理屋で、楽しい時間

ゼン先生：まあそういうことなんですが、革靴を履いて、
ゼン先生

を過ごしたんですが、何より、翌日の打瀬船ツアーです。

ネクタイを締めて、漁をやる？という感じでした。それか

小越先生：うたせぶね？うううん、ちょっと待てよ。どこ
小越先生

ら、自分が打瀬船に乗ったら、帆を挙げた姿が見れないじ

かで聞いたことがあるな、打瀬船って。

ゃないか、と思っていたら、10 隻ほどがやってきたので、

ゼン先生：私の父が作った模型や、私の祖父が大正時代に
ゼン先生

いろいろ写真も撮れました。本当、うれしかったなあ。

アメリカへ密航した、あの船ですよ。

小越先生：そうか、それはよかったな。
小越先生

↑芦北町の打瀬船です。私達が乗った打瀬船から撮影したのです
が、私達の乗った船も、同じようにみえたはずです。エビ漁をし
ました、実際に。

↑ 漁の様子です。私は講演に行った時の服装です。これでエビ
漁？ま、見ていただけですけどね。だんだんとこの打瀬船でエビ
漁をする人も減ってきたということです。右のご夫婦がエビ漁を
しているのですが、よく働く方々です。当然ですが。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・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２５回
ゼン先生：そうそう、帰りに岡村先生とラーメン屋に入っ
ゼン先生

ゼン先生：まだ、私自身のなかでこなせていない部分があ
ゼン先生

たんですが、そこに、芦北町の打瀬船のポスターがありま

るんですが。

して、これはいいな、と思ったんですよ。そしたら、岡村

小越先生：いつだって、オレとの会話の中で考えをまとめ
小越先生

先生が、芦北町の役場に連絡してくれて、岡村医院の看護

ているんじゃなかったのか？

師長さんがわざわざ役場へ行って、ポスターをもらってき

ゼン先生：確かに、そうですね。わかりました。JAN-VIC
ゼン先生

てくれたんです。しかも 2 種類も。

として、一番重要だった部分について、説明します。要す

小越先生：へええ、岡村くん、ごっつい感じだけど、細や
小越先生

るに、カテーテル感染の診断をどうするか、ということだ

かな心遣いだな。

ったんです。

ゼン先生：そうなんです。感動です。しかも、そのポスタ
ゼン先生

小越先生：第
2 回の JAN-VIC の時もそれが話題になったん
小越先生

ーは大きくて送ることができないから、ということで、翌

だろう？

週に阪大で開催した、血管内留置カテーテル管理研究会に

ゼン先生：そうです。そこをはっきりさせたいと思って、
ゼン先生

参加してくれた森崎先生が持ってきてくれたんです。わざ

アンケート調査をしました。CLABSI と CRBSI のどちらを使

わざ、ポスター用の筒に入れて。もう感動です。うれしく

って診断していますか？という内容です。

て。

小越先生：結果はどうだったんだ？
小越先生

小越先生：そうか、本当によかったなあ。
小越先生

ゼン先生：155
施設から回答をいただきました。回収率は
ゼン先生

ゼン先生：本当、よかったです。私の父が生きていたら、
ゼン先生

65.4%ですから、まあまあだと思います。CLABSI を判定基

絶対に喜んでいますし、芦北町へ連れて行って、打瀬船に

準としている施設が 73 施設、CRBSI を用いている施設が

乗せてやりたかったな、と思いましてね。

79 施設で、院内でさまざまなので答えられないという施設

小越先生：いい話だ。しかし、今回は打瀬船の話で終わり
小越先生

が 3 施設でした。

なのか？

小越先生：へええ、CRBSI
の方が多かったんだ。
小越先生

ゼン先生：終わりたいくらいですよ。もっといっぱい先生
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。しかも、ICT
はすべて CLABSI
ゼン先生

にしゃべりたいんですが。

を採用しているのかと思ったら、そうでもなくって、これ

小越先生：しかしだな、そうすると、読んでくれる方々に
小越先生

も半々でした。それよりも大事だと思ったのは、現場で実

叱られるぞ。

際に患者を診察している医師の考え方は、ほとんどが

ゼン先生：そうですね。先生のいうとおりです。そうする
ゼン先生

CRBSI なんですよね。発熱がある、カテーテル感染かな？

と、やっぱり、JANVIC の話になりますね。

疑わしいからカテーテルを抜こう、抜いたら症状がどう変

小越先生：そうだろう、そうだろう。君と俺の会話は、や
小越先生

化した？それを大事にしている人が多いんです。

っぱり、学術的内容にしなくては、な。

小越先生：そこだな、問題は。
小越先生

ゼン先生：その通りです。打瀬船の話題が、本当にうれし
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。もちろん、血液培養の結果は重要
ゼン先生

くて、感動的だったので、学術活動を忘れるところでした。

で、血流感染として治療しなければならない、というのは、

小越先生：ははは、それじゃあダメじゃないか。カテーテ
小越先生

ほとんどの方が考えていることもわかりました。

ル管理の研究会としては、盛会だったんだろう？

小越先生：そしたら
CLABSI ではダメなのか？
小越先生

ゼン先生：もちろんです。詳細は、記録集をきちんと作り
ゼン先生

ゼン先生：私の主観的な考え方で説明してもいいですか？
ゼン先生

ますので、それを読んでください。

小越先生：もちろんだよ。それが、このゼン先生の栄養管
小越先生

小越先生：ちょっと待てよ。記録集ができるのはいつだ？
小越先生

理講座の主旨だろう？

何ヶ月も先のことだろう？

ゼン先生：まあそうなんですが。調査結果として、なぜ、
ゼン先生

ゼン先生：3
ケ月くらい先でしょうか。
ゼン先生

CLABSI ではなくて CRBSI を採用しているのだ、という考え

小越先生：それじゃあホットな話題にはならないだろう。
小越先生

方をまとめてみると、
『CLABSI はいろいろ解釈できるから』

今、ホットな話題としてちょっと説明しろよ。

↑船の上の雰囲気です。大きな帆が挙げられ、これで船を流し、
網を引っ張るのです。私と一緒に写っているのは、熊本総合病院
の薬剤師、古田くんです。

↑芦北の港です。こんなに高い柱の船は、ここだけです。これ
に帆を挙げるのです。久しぶりに岡村先生とのツーショット写
真を撮りました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第２５回
と『CVC 抜去後の症状の変化を重視しているから』という

ゼン先生：かもしれません。ま、いやな見方だと、いやが
ゼン先生

意見が多かったんですよ。もちろん『経験的に』というの

られるかもしれませんが、本当の問題の根源はそこにある

も多かったんですが。

と私は思っています。

小越先生：CLABSI はいろいろ解釈できるから、というのは、

小越先生：その考え方は、間違っていないとオレも思うけ
小越先生

以前問題にした、他の感染源がないことが確認できなかっ

どな。

たら CLABSI と診断しないから、カテーテル感染の発生率

ゼン先生：それからですね。これは、研究会から終わって
ゼン先生

がものすごく低くなる、ということだろう？

から、宝塚市立病院の感染症科の小林先生とメールでやり

ゼン先生：そうなんですよ。
要するに、CLABSI の考え方は、
ゼン先生

取りした内容なんですが、アメリカで CLABSI が使われて

『疑わしきは罰せず』で、できるだけ発生率を低く評価す

いるのは、アメリカの保険診療体制に原因があるんじゃな

る、ということになるんです。

いか、ということなんです。

小越先生：それに対して、CRBSI
は『疑わしきはカテーテ
小越先生

小越先生：日本とアメリカの保険診療体制は大きく違うの
小越先生

ルに原因がある』とするんだな。でもな、CLABSI を使って

は知っているけど。

サーベイランスをやっているんだろう？

ゼン先生：要するに、アメリカは、カテーテル感染は医原
ゼン先生

ゼン先生：そうですよ。
ゼン先生

性だから、カテーテル感染だと診断されたら、それにかか

小越先生：それだったら、CLABSI
の発生率がものすごく低
小越先生

った治療に関して保険がおりない、治療費は病院の負担と

く評価されて、サーベイランスとして調査する意味なんて

なる、ということなんです。

ないんじゃないか？

小越先生：なるほど。そのためにはカテーテル感染と診断
小越先生

ゼン先生：そう思います。でも、これも、性格が悪いから
ゼン先生

できないようにする必要がある、ということか？

そういう見方をするんじゃないか、と言われそうですが。

ゼン先生：悪い見方かもしれませんが、カテーテル感染で
ゼン先生

カテーテル感染予防対策を講じたら、これだけ感染率が下

はないが、血流感染ではある、だから治療しなければなら

がった、ICT はがんばっている、という成果を見せるのに

ない、ということにする方が都合もいいんですよね。

都合がいいんです。さらに、全国的なサーベイランスをし

小越先生：なるほど、そういう意味もあるんだ。
小越先生

ていて、他施設との比較ができる、というのも CLABSI の

ゼン先生：カテーテル感染ではない、ということにしたい
ゼン先生

利点とされているんですが、その全国的なデータよりも高

んだ、と思ってしまうんですが。

くない、という理由付けをするのにも便利なんですよね。

小越先生：いや、その考え方は間違ってはいないんじゃな
小越先生

小越先生：なるほど。でも、それだったら、実態が評価さ
小越先生

いか。

れることにならないんだから、意味がないんじゃないか？

ゼン先生：研究会自体の雰囲気として、やっぱり、CLABSI
ゼン先生

↑打瀬船から撮影した、打瀬船の写真です。下右がすべての帆を挙げたところですが、風の強さによって、どこまで帆を挙げるのかが
決まるそうです。もちろん、経験ですが。不知火の貴婦人と呼ばれているそうです。遠くから見ると、白いドレスでおしゃれをした海
の貴婦人のような優雅な姿だから、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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では、カテーテル感染を正確に把握できないんじゃないか、

おくべきだと、私も思っています。問題は、その期間なん

ということになったように私は思いました。

ですよね。

小越先生：現場の意見も強かったんだろう？
小越先生

小越先生：現場では、熱がおさまれば抗菌薬はいらないと
小越先生

ゼン先生：そうですね。やはり、臨床の現場に還元できる
ゼン先生

いう意見が強いんだろう？

ような診断方法でないと、サーベイランス自体に意味がな

ゼン先生：いや、必ずしもそうではなくて、念のため、と
ゼン先生

いということです。

いう考え方で数日間は投与する、という人が多いですね。

小越先生：そうだよな。CRBSI
でサーベイランスをやって
小越先生

全く投与しない、という人は、ほとんどいません。第一、

もいいんじゃないか？

カテーテルに原因があるかどうかが、ある程度でも判明す

ゼン先生：実はそうなんですよね。CLABSI
はサーベイラン
ゼン先生

るのに、数日間はかかりますので、それまで、抗菌薬を投

ス用だと言いながら、カテーテルに原因がある感染症を見

与しない、ということにはなりません。少なくとも 3 日、

落としたり見逃したりするんだったら、サーベイランスと

4 日は抗菌薬を投与しながら様子を観察する、という方針

しての意味自体がない、ということになりますからね。

を採用している人が多いようです。

小越先生：その通りだよ。可能な限り、カテーテルに関連
小越先生

小越先生：なるほど、現実的だな。しかし、原因菌によっ
小越先生

がある感染症かどうかを見極めならが、そのデータでサー

て、投与期間も変わってくるんじゃないか？

ベイランスをやる、それが正しいと俺は思うけどな。

ゼン先生：その通りです。カテーテルを抜いた、熱が下が
ゼン先生

ゼン先生：おそらく、研究会に参加した、大多数がそう思
ゼン先生

った、もう抗菌薬はいらない、ではなくて、やっぱり血流

ったはずです。

感染になっていますから、菌の源であるカテーテルを抜い

小越先生：オレもそう思うよ。記録集も楽しみだな。
小越先生

ても、その菌が、別の場所に感染巣を形成する、それがこ

ゼン先生：もう一つの問題は、抗菌薬の投与期間なんです
ゼン先生

わいんですよね。

よね。日本でも IDSA のガイドラインを指針にしていると

小越先生：だから、IDSA
が方針を出している抗菌薬の投与
小越先生

いう施設が多いんですが、現場では、必ずしもそうではな

期間が長いんだろう？

いんですよ。

ゼン先生：そうです。でも、IDSA
の方針は、カテーテル感
ゼン先生

小越先生：その
IDSA って何なんだ？
小越先生

染による血流感染のデータに基づいたものではなく、全般

ゼン先生：Infectious
Disease Society of America、米国
ゼン先生

的な血流感染に対する治療方針であって、カテーテルを抜

感染症学会です。そこに血管内留置カテーテル感染に関す

去することによって感染源がなくなるという場合は考慮

るガイドラインがあって、抗菌薬の投与期間が掲載されて

されていないんですよね。だから、カテーテル感染のすべ

いるんです。

てに対してそこまで抗菌薬を投与する必要がない場合も

小越先生：そうか。そういうことか。
小越先生

多いと考える人が多いんですよね。

ゼン先生：しかし、今回の調査結果では、施設としての決
ゼン先生

小越先生：なるほど、それもわかる。
小越先生

まりはない、主治医が決めている、という回答が、CRBSI

ゼン先生：それに、
単純なカテーテル感染の場合、確かに、
ゼン先生

を使っている施設では 8 割、CLABSI を使っている施設では

カテーテルを抜去すれば、それで治療完了ということにな

7 割、という結果だったんです。

る場合も結構あります。もちろん、細菌の種類にもよりま

小越先生：へええ、
そうなんだ。そういう調査って、実は、
小越先生

すが。そういう場合にも１週間以上抗菌薬を投与する必要

まったくなされていないんじゃないか？

がある？と思っている人が多いんですよ。

ゼン先生：そうです。そういう実態調査は行
ゼン先生
われていないので、多分、感染症の専門家達
も驚いたんじゃないかと思います。
小越先生：結構有意義な調査だったんだな。
小越先生
ゼン先生：そう思っています。個人的な聞き
ゼン先生
方をしたので、本当のことを回答してくれた
からこういう結果になったのだと思います。
そういう点でも意義があると思います。もち
ろん、論文にしますよ。
小越先生：当然だよ。そうれはそうと、抗菌
小越先生
薬の投与期間は、
それじゃあ、
どうするんだ？
経験的には、カテーテルを抜去して解熱すれ
ば、抗菌薬は不要だという考え方もあるだろ
う？
ゼン先生：確かにそうです。私も実は、そう
ゼン先生
いう症例もあると思っていました。でも、や

↑岡村医院の看護師長がわざわざ役場までもらいにいってくれて、森崎先生がわざ
わざ大阪へ持ってきてくれた、2 枚のポスターです。研究室の雰囲気が変わりまし
た。うれしいポスターです。右の写真の打瀬船は、私の父が昭和初期に撮影した船
とほぼ同じ雰囲気です。ありがとうございました。

っぱり、ある程度の期間は抗菌薬を投与して
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２５回
小越先生：確かに。周術期など、抗菌薬の投与期間をでき
小越先生

小越先生：でも、そういうふうに感染が起こってもカテー
小越先生

るだけ短くしよう、耐性菌の問題もあるし、と考えられて

テルを抜かずに対応できる方法があるから、ということで、

いるのに、カテーテル感染の場合は長期間投与しなければ

カテーテル管理がおろそかになってはいけないよな。

ならない？なぜ？ということだろう。

ゼン先生：そうなんですよ。だから、積極的には推奨して
ゼン先生

ゼン先生：そうですよ。
結論的には、私が思っているのは、
ゼン先生

いないんです、私は。

黄色ブドウ球菌とカンジダが原因である場合は、IDSA の方

小越先生：なるほど。血液内科も特殊だろう？
小越先生

針通りにすべきだと思います。

ゼン先生：もちろんそうなんです。好中球がゼロ、という
ゼン先生

小越先生：黄色ブドウ球菌はカテーテルを抜去して点滴静
小越先生

状態なんですからね。免疫能も低下しているんですから、

注で全身投与を 14 日間以上、と書いているな。

ある意味、熱が出ていて当たり前。そういう状態でカテー

ゼン先生：そうです。化膿性血栓性静脈炎や心内膜炎、骨
ゼン先生

テルを抜去して経過をみて、カテーテル感染かどうかを診

髄炎などを引き起こすおそれがありますから、予防してお

断する、なんてできるはずがありませんから。

くべきだ、という考え方です。

小越先生：そういう場合はどうするんだ？
小越先生

小越先生：カンジダ属は血液培養が陰性化してからさらに
小越先生

ゼン先生：はっきりとこうするべきだ、という指針もない
ゼン先生

14 日間以上、ということか？

ようです。カテーテルからの逆流血液の培養結果を用いる、

ゼン先生：カンジダは深在性真菌症になるリスクが高いで
ゼン先生

という話はありますが、確定診断はできません。

すから、その方針でいいはずですし、カンジタに対しては

小越先生：やっかいな話だな。どうするんだ？
小越先生

現在もこの方針が採用されていますよ。

ゼン先生：結構真剣に感染対策が行われているようなんで
ゼン先生

小越先生：それを徹底する、ということだな。
小越先生

すが、やはり、徹底的な予防対策を講じる、ということが

ゼン先生：そうです。懇親会の場でですが、金沢医大の感
ゼン先生

大事です。抗菌薬も大量に使っていますし、手洗いなど、

染症科の飯沼教授とも話したんですが、同じ意見でした。

標準的な感染予防対策が徹底的に行われていますから、本

小越先生：そうか、感染症の専門家の意見か。
小越先生

当は、カテーテル感染と診断されることは、ほとんどない

ゼン先生：その他の原因菌の場合は、慎重に経過を観察し
ゼン先生

はずです。

ながら、ということですが、カテーテルを抜去して、3～4

小越先生：輸液ラインの管理や、側注の管理に相当注意し
小越先生

日でいい、というのが標準的考え方ではないかと思います。

ないといけないな。

ま、この抗菌薬の投与期間という問題については、結論は

ゼン先生：そうですね。かつて、私が阪大病院で血液内科
ゼン先生

出せないのですが、合併症が併発していない、カテーテル

のカテーテル管理をサポートしていたことがありますが、

を抜去して解熱した、とう単純な CRBSI の場合は、その方

その時に I-system を導入して、感染率を下げた、という

針でいい、ということにしてもいいのではないかと思いま

ことで論文を書きました。

す。

小越先生：なるほどな。そういう、感染させないようにと
小越先生

小越先生；原因菌が黄色ブドウ球菌、
特に MRSA の場合や、
小越先生

いう努力が大事だ、ということだな。

カンジダの場合は併発症が起こらないように、その時点で

ゼン先生：そうなんですよ。これだけきちんとした管理を
ゼン先生

徹底的に菌をたたけ、ということだな。

しているんだ、カテーテル感染が起こるはずはない、とい

ゼン先生：そういう方針でいいのではないかと思います。
ゼン先生

う自信というか、そういうものも大事だと思います。それ

小越先生：なるほどな。ところで、各領域ごとのカテーテ
小越先生

から、カテーテル感染の原因として bacterial

ル感染の診断と治療についてのパネルディスカッション

translocation がクローズアップされることがあるんです

だったんだろう？

が、この血液内科の症例って、腸管にもものすごい障害が

ゼン先生：そうなんです。面白い議論ができました。要す
ゼン先生

起きるんですよね。それなのに、カテーテル感染がこれだ

るに、カテーテルをすぐに抜いてもいい症例と、なかなか

け予防できる、ということは、bacterial translocation

抜けない症例に対する対応の違いだと思います。

によるカテーテル感染って、実は、ほとんど起きていない

小越先生：小児は、なかなか抜けないだろう？
小越先生

ことの証明なのかな、なんて思ったりもするんです。

ゼン先生：もちろんです。カテーテルを大事にしなければ
ゼン先生

小越先生：bacterial
translocation って、ヒトではきち
小越先生

なりません。今のトピックは、シリコーン製の Broviac

んとは証明されていないんだろう？

catheter などに対しては、エタノールロック療法（ELT）

ゼン先生：概念としては正しいのですが、ヒトでは、そう
ゼン先生

が積極的に行われています。

なんですよ。

小越先生：ほほう。エタノールでカテーテル内腔を殺菌す
小越先生

小越先生：とにかく、予防対策をきちんと講じれば、カテ
小越先生

るんだな。

ーテル感染は予防可能、という意味になるんだな。

ゼン先生：そうです。文献的には
87%くらいの成功率だそ
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。大事なのは、絶対に感染させない
ゼン先生

うです。

ようにする、という気合ですかね。

小越先生：へええ、かなり有効だな。
小越先生

小越先生：またまた古風な考え方だけど、
それが本質かな。
小越先生

ゼン先生：成人でも行われていますよ。CV
ポートやヒック
ゼン先生

ゼン先生：私もそう思います。特に血液内科の症例は、診
ゼン先生

マンカテーテルでは、私も実践して、論文も書いています。

断がむずかしいし、カテーテルを大事にしなければならな
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
・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座
ゼン先生の栄養管理講座 第２５回
いので、徹底的な感染予防対策を講じることが、非常に大
事ですよね。

↑12 月 25 日に大掃除をして、高崎総合医療センターの小川先生に
送っていただいたダルマの右目に墨を入れました。第 30 回日本静脈
経腸栄養学会学術集会、血管内留置カテーテル管理研究会の第 2 回
と第 3 回を無事運営し、一般社団法人栄養管理指導者協議会（愛称：
リーダーズ）を立ち上げて第１回を成功裏に開催しました。今年の
目標達成！ということです。地道に仕事をしてくれた博さんが墨を
入れました。本当、いろいろありましたが、無事、研究室として 2015
年を過ごすことができた、という意味です。秘書も交代しました。
新しく来てくれた秘書は、管理栄養士の清水綾花です。よろしくお
願いします。

↑朝、車に乗る前の空です。月と夜明けの明星（金星）を撮影す
ることができました。星の名前なんて、ほとんど知らないのです
が、朝の綺麗な天体ショー、です。

【今回のまとめ】
1. 八代での講演、岡村先生ありがとうございました。芦北町の打瀬船、感激でした。岡村先生、
ありがとうございました。すばらしいポスターを持ってきていただいた森崎先生、役場までも
らいに行っていただいた岡村医院の看護師長さん、ありがとうございました。
2. カテーテル感染については、臨床の現場に還元できる診断方法としては、
カテーテル感染については、臨床の現場に還元できる診断方法としては、CRBSI
CRBSI を使うべきで
す。調査の結果でも、実際には CRBSI を使っている施設の方が CLABSI を使っている施設より
も多かったのです。
3. CRBSI を用いてサーベイランスをすることに、何も問題はないはずです。アメリカで CLABSI
が使われているのは、医療保険との関連があるようです。これは極めて重要なことです。
4. 黄色ブドウ球菌とカンジダがカテーテル感染の原因である場合は、徹底的にたたくよう、抗菌
薬を投与しなければなりません。
5. 血液内科の領域でのカテ
血液内科の領域でのカテーテル管理、
ーテル管理、感染対策を考えたら、徹底的な予防対策を講じることに
よって、ほぼ完全にカテーテル感染を予防できると思います。そうしましょう。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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