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『HPN を長期間実施するには，
10 年先まで考えた管理システムが重要！』
2021 年が，もう半分終わりました。早いような，遅いよ
うな・・・何とも言えません。この半年間，何をした？と
考えると，仕事が進まなかったので早かった，と感じてい
るのです。コロナに関しては，6 月 20 日に緊急事態宣言が
解除されましたが，まん延防止なんとか（蔓延防止等重点
措置）は 7 月 11 日まで続きます。まん延防止なんとかっ
て，有効なんでしょうか。緊急事態宣言中でも多くの方の
気持ちは緩んでいるし，オリンピックのためにコロナ対策
が中途半端になっているし，ワクチン狂騒は続いているし， ↑千里金蘭大学に掲載されていた，新型コロナウイルス対策のポ
どうしようもありません。コロナについて私は素人なので
何も言えませんが，希望する人には早くワクチンを打って

スターです。
「マスクしてイルカ？」
「こまめな手アライグマ」
「手
指のしょうドッグ（消毒）」などの洒落ですが，残りの洒落はい
まいちかも。

あげて欲しいとは思っています。
6 月 7 日から，千里金蘭大学，食物栄養学科での臨床医
学の講義を再開しました。緊急事態宣言中でしたが，大阪
のコロナ患者が少なくなったからでしょう，大学から「対
面講義をやってもいい」というお達しがあったので，やる
ことにしました。学生達は家で勉強しているので，対面講
義を喜んでくれる，そう思ったのです。しかし，最初の講
義で「対面講義，どうですか？」と聞くと，1 時限目のク
ラスは「自宅学習のほうがよい」という学生が多くて，正
直，驚きと同時にがっかりでした。だから，いつもの小テ
ストの時，アンケート調査をしました。1 時限目のクラス

↑私の講義は 7 階。学生達が小テストをやっています。私はうろ
うろしながら，窓の外の写真を撮っていました。

は「自宅学習のほうがいい」が 60%，2 時限目のクラスは
「対面講義がいい」が 56%，全体では「対面」と「自宅」
は同数でした。どう判断したらいいのか，わかりませんけ
ど。コロナ感染が怖いから，という理由が多かったので，
仕方ないと思ったり。私なりにがんばって講義をしている
つもりなのですが・・・。
昨年からジワジワと本などの整理をしています。
A.S.P.E.N.の機関誌，Journal of Parenteral and Enteral
Nutrition: JPEN も片付けようと思って，千里金蘭大学の
図書館に寄付しました。喜んでいただきました。図書館に
入ったことはなかったのですが，入ってみてびっくり。立
派な図書館でした。内容も充実していて，正直，驚きまし
た。いい意味で，図書館を見せてもらってよかったです。
6 月には 4 回。講演しました。3 回はオンラインでした。
8 日は「和歌山県立医科大学

特定行為研修，在宅・慢性

期領域パッケージ，行為：胃ろうカテーテルもしくは腸ろ

↑千里金蘭大学の図書館です。かなり立派な図書館で，蔵書もか
なりのものだと思いました。私の本「静脈経腸栄養ナビゲータ」
も，「漢字〔栄養〕のルーツをたどって」も置いてもらっていま
した。右は学長推薦図書だそうですが，「私の患者になってくれ
てありがとう」も置いてもらっていました。私が寄贈した「JPEN」
の写真は，次号にさせていただきます。

うカテーテル又は胃ろうボタンの交換」の「栄養に関する評価：胃ろう造設に関する患者の QOL と意志決定について」で
した。要するに，胃瘻問題について，120 分，講義しました。受講者は 6 人でした。（タイトルが長い！）
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑Otsuka Nutrition Webinar の講演をした，千里阪急ホテルで
す。2025 年に閉館するのだそうです。1970 年の大阪万博の時に
建てられたホテルです。便利なんですけどね。万博公園の外周
にあったホテル阪急エキスポパークも 2020 年 2 月末で営業終了
しています。阪大の近所にはホテルがなくなります。

第９１回

↑大塚製薬工場のウェブ講演会です。左は第 1 回。カメラの撮影
条件を間違えたので，ネクタイだけが写っています。右は第 2
回。視聴者の数が 500 人以上になったので，2 セットで配信する
必要があるとのこと。しゃべるのは私一人ですが，同じ PPT を準
備して，私がクリックすると同時に大塚製薬工場の社員，山口く
んが別のパソコンで私のクリックに同期してクリックして配信
する，という方法でした。

オンラインの 2 回の講演は，大塚製薬工場の Otsuka
Nutrition Webinar，「NST から広げよう！“本気”で取り
組む栄養管理」のシリーズで，第 1 部は 6 月 15 日，
「本気
で学ぶアミノ酸！～エビデンスに基づいたアミノ酸の有
用性・投与意義」，第 2 部は 6 月 22 日，「本気で広めるア
ミノ酸！～血管痛・感染対策のポイント」でした。これも
タイトルが長い！大阪支店と九州支店限定だったそうで

↑配信時の雰囲気です。パソコンが 5 台もありました。

すが，視聴者は相当多かったようです。しかし，私がしゃ
べっている間は何人が視聴してくれているのかはわかり
ません。どういう反響があったのか？全くわかりません。
見えない相手に向かってしゃべる・・・なんか，気合が入
りにくいのですが，慣れたかも。
残りの 1 回の講演は，奈良市で，日本小児救急医学会（米
倉教授が会長）のランチョンセミナー。6 月 19 日（土曜）
の夜はホテル日航奈良に宿泊し，松末先生と食事。昨年の
9 月以来。私も外での会食はその 9 月以来。ホテルの感染
対策はかなり厳重に実施されていて，感心しました。翌朝

↑講演が終わってからの記念写真。「NST に火をつけよう」これ
が今回の講演の目的でしたが，伝わりましたかねえ。

は奈良市内観光。レンタサイクルでの観光を目論んだので
すが，コロナ禍でレンタサイクル店は閉店でした。そこで，
歩いて歩いて奈良観光。猿沢池，興福寺，東大寺，歩き回
りました。鹿の糞を踏まないように注意しながら。学会場
は奈良県コンベンションセンター。ここも歩いて往復。2
万歩，歩きました。ハイブリッド開催なので，全体の参加
者数は 1000 人を超えていたそうですが，私の講演の会場
には約 20 人，ガラガラでした。講演の内容は「CV ポート：
合併症を発生させることなく長期留置するためのコツ」。

↑松末先生が勤務している「木島病院」の NST 活動がこの雑誌に
取り上げられました。精神科における栄養管理に積極的に取り組
講演後に 5 人から質問があり，講演は意義あるものだっ
んでおられます。リーダーズの機関誌の 5 巻 2 号に管理栄養士の
樋口くんの論文も掲載されますので，読んで下さい。精神科領域
た？と思いました。しかし，オンラインでの視聴者は 500
における栄養管理に新たな流れができるのではないかと思いま
人くらいと予想していたのですが約 50 人だったとのこと。 す。松末先生，いつまでも新しい領域に飛び込んでいく，偉いな
あ，負けちゃいけない，そう思っています。そう思うべきなのは，
小児救急の方々は CV ポートに興味がない？米倉教授，こ
私だけではありませんよ。松末先生より若い我々，全員です。

のような機会をいただきありがとうございました。講演？
観光？
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：6 月 20 日に緊急事態宣言が解除になりましたが，蔓

小越先生：まだホテル住まい？もう 1 年になるじゃないか。

延防止等重点措置は 10 都道府県で実施されています。沖縄はま

ゼン先生：そうなんです。大変ですよ。偉いなあ。

だ緊急事態宣言中です。

小越先生：本当だ。早くコロナに落ち着いてもらって，西口く

小越先生：緊急事態宣言って有効だったのか？

んにふつうに家で生活してもらいたいもんだ。

ゼン先生：それなりに陽性者数は減りましたから有効だったと

ゼン先生：私もそう思います。

評価できるんじゃないでしょうか。

小越先生：なんか，明るい話はないのか？前回は明るい話とい

小越先生：しかし，それなりに陽性者は出ているじゃないか。

うとスポーツの話ばかりだったけど。

ゼン先生：確かに。陽性者数については，慣れてしまいました
ね。昨年の今頃は，東京以外は 1 桁の陽性患者数でした。東京
でも 100 人以下だったんですよね。
小越先生：コロナにかかっても大したことはない，なんて思っ
ている人も多いんだろう。
ゼン先生：いろいろな情報が飛び交っているので，何が正しい
のか，これからどうなるのか，よくわかりません。
小越先生：君はワクチン接種は終わっているんだな。
ゼン先生：はい。2 回とも。
小越先生：だったら安心だ。
ゼン先生：そうでもないかもしれません。デルタ株が問題です
が，それもよくわかりません。

↑学会の雰囲気。ハイブリッドでの開催なので，参加者はこんな
ものでしょうか。全体での参加者数は約 1000 人で，会場参加者は
約 100 人だったそうです。本当，ガラガラでした。このシーンで
は座長は会場にいますが，座長も発表者もオンラインの時があっ
て，それなら，家で見るほうがいいと思いましたが，傍観者にな
ってしまわないようにしなければダメですよね。

小越先生：そうか。正確な情報が必要だ。
ゼン先生：でも，これまでに経験したことがないので，これから
もいろいろ，状況が変わってくると思います。ワクチンを接種
しても感染予防策を講じながら生活する，それを徹底しながら
様子を見るしかありません。
小越先生：医療系の学会はそろそろ開催できるんじゃないか？
ゼン先生：そうですね。医療関係者はワクチンの接種をほぼ終
えていますから。
小越先生：今年の 12 月 4 日の JANVIC は開催したいんだろう？
ゼン先生：はい。祈るような気持ちです。オリンピックが終わっ
てから考えます。

↑日本小児救急医学会の企業展示会場です。もちろん，ガラガラ。
展示企業の方達ものんびり。暇を持て余していたので，私が写真
撮影！ニプロの社員，ちゃんとブースで仕事をしていることの証
拠です。

小越先生：オリンピックか。複雑な心境で日本中がオリンピッ
クと COVID-19 の関係を見守っているんだろうな。
ゼン先生：すっきりと東京オリンピックを受け入れられない，
残念ですけど。
小越先生：そうだな。とにかく，オリンピック後のコロナの状
況を見ていくしかないな。
ゼン先生：本当，そうです。アスリート達もかわいそうですが・・・。
とにかく，早く元通りの生活に戻りたい。先日，十三市民病院
の西口院長と電話で話したんですが，まだ，ホテル住まいだそ
うです。

↑私の講演の時の会場です。こうして数えると 20 人ほどは聞いて
いただけたようです。服装も気楽に，でした。左は座長をしてい
ただいた大阪大学小児外科の奥山教授です。
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：6 月 20 日に奈良で開催された日本小児救急医学会で

小越先生：今頃そんなことを話題にしなければならないのか？

講演してきました。オンラインではなくて，会場で講演しまし

こんなにたくさん CV ポートが使われているのに。おかしいぞ。

た。

ゼン先生：そう言われたらそうなんですが。これが現実だと思

小越先生：そうか，久しぶりに会場で講演したか。もちろん，

います。

奈良観光はしたんだろう？

小越先生：困ったもんだ。君がよく言っているように，CV ポー

ゼン先生：ルンルンで観光しました。猿沢池，興福寺，奈良公園，

トの留置術には興味があるが，管理方法には興味がない，とい

東大寺，歩き回りました。よかったです。

うことか。

小越先生：鹿の糞は踏まなかったのか？
ゼン先生：きっと踏んでいます。興福寺の砂利道なんて，砂利と
鹿の糞が混ざっているはずですから。でも，道路の糞は避けな
がら歩きました。においは避けられませんでしたが。
小越先生：におい？匂い？臭い？
ゼン先生：私にとっては，臭いです，もちろん。
小越先生：なるほど。学会はどうだったんだ？
ゼン先生：ハイブリッド開催なので，9 割以上がウェブ参加で，
会場に来たのは 100 人くらいだったそうです。企業展示もあり
ましたが，ブースに来てくれたのは数人だったそうです。
小越先生：そりゃあそうだろう。

↑ホテル日航奈良の感染対策。実に細かい配慮がなされていまし
た。エレベータのボタンは特殊加工されているし，エレベータの
中には消毒薬が置かれているし，部屋の入口にも「客室内消毒実
施済」と書かれていて，安心して部屋に入りました。テレビのリモ
コンもビニール袋で包まれていて「このまま御使用ください。衛
生面に配慮し，袋は毎回交換しています」でした。

ゼン先生：展示の費用はいくらか知りませんが，1 ブース 20 万
円として，ブースに来てくれた人が 5 人とすると，一人あたり
4 万円も使っていることになります。企業もやってられない，
そう思っているはずです。大きな学会だと展示費用で何百万も
かかります。ブースに来てくれるのが 10 人とか 20 人だと，本
当，展示の意味は全くない，お金の無駄使いとなりますから，
今後，企業も手を引くでしょう。
小越先生：やっぱり，ハイブリッド開催は難しいんじゃないか？
ゼン先生：資格をとる，資格を維持するために参加証が必要，と
いう学会はハイブリッドでもいいと思います。でも，リーダー
ズや JANVIC は議論をするための学術集会なので，ハイブリッ

↑ホテル日航奈良の朝食会場の入口です。体温測定はもちろん，
消毒薬が 3 個置かれていました。中のテーブルもソーシャルディ
スタンスを考えて配置されていました。

ド開催はしません。熱心に議論したい，勉強したい，そんな人
だけでいいんです。参加者が少なくても，それはそれで，仕方
ないことです。
小越先生：そうだな。そのスタンスで行けよ，それが君らしい
とオレは思っている。
ゼン先生：頑固に，議論をするための学術集会だ，としてがんば
ります。
小越先生：ところで，今回の話題はどうするんだ？
ゼン先生：前回，CV ポートの適応を話題にしましたが，なんか，
正しい管理方法が普及していないんじゃないか，そんな感じが
しているんですよね。

↑朝食はバイキングスタイルでした。料理をとる時はビニール手
袋を使うシステムで，ビニール手袋を取りやすいような機械が置
かれていました。私は料理を 3 回，取りに行ったので，手袋を 6 枚
も使いました。レジ袋の有料化でプラスチックゴミ問題に配慮さ
れているのですが，こんな風にビニール手袋を使ってもいいのか，
と思ったりしましたが，今は感染対策のほうが重要ですよね。し
かし，どこかで，可能なところでプラスチックゴミ問題に対処し
なければならない，それも大事だと思います。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：医師は，そうだと思います。とにかく，正しい管理方

が悪かったんだと伝えたのか？

法を理解して実践してもらわなくてはなりません。特に，長期

ゼン先生：伝えました。担当医が傷つかないように気を使いま

HPN を実施するためには，管理方法が大事なんです。順番にチ

したが。

ェックしてみましょうか？

小越先生：そうか，一応，気配りはしたんだな。

小越先生：そうだな。適応の話は，前回，かなり突っ込んだか

ゼン先生：もちろんです。

らな。

小越先生：CV ポート留置時の注意点は，それだけか？

ゼン先生：あれで十分かというと，そうではないのですけど。

ゼン先生：ポートを埋め込む部位の皮膚切開も大事です。皮膚

小越先生：まあいい。まずはな，CV ポート留置時の注意点は，

切開線がポートの縁にかからないようにすること，皮下ポケッ

何なんだ？

トを十分な広さにする，これは大事です。もちろん広すぎる皮

ゼン先生：自分でヒューバー針の針刺しをするかどうかで，ポ

下ポケットはダメです。

ートを埋め込む部位を決める，ですね。

小越先生：皮膚切開線とポートのエッジの位置関係，だな？

小越先生：それは大事だ。自分で管理する場合は，自分の目で

ゼン先生：そうです。針を刺す部位には皮膚切開線がないよう

見える部位にポートを埋め込むことが大事，だな。

にする必要があります。

ゼン先生：そこが一番のポイントです。以前，東京から，針刺し
が下手な患者がいて困っている，なんとかしてくれ，と紹介さ
れたことがあります。下手なんじゃなくて，見える部位にポー
トを埋め込んでいなかったことが問題だったんです。ポートの
位置を変えたら，患者は非常に上手に針刺しをしていました。
むずかしい部分にポートが埋め込まれていて苦労していたので，
針刺しは非常に上手になっていたんです。
小越先生：なるほど。その担当医には，ポートを埋め込む位置

↑患者さん自身が CV ポートの針刺しを行って HPN を実施する場
合は，A の部位にポートを埋め込んではいけない。B の部位に埋め
込まなければならない。中央の写真のように，ポートを埋め込む
位置を決める際，座位で見える部位を患者さん自身に示してもら
う。そうしないと，右の写真のように自分でポートに針を刺すこ
とが非常に難しい。これが理解できない，CV ポートを留置する医
師が多いのです。しかし，なぜ，こんな簡単なことがわからない
のだろう。患者さんの立場に立っていないとしか言いようがあり
ません。

↑奈良観光です。JR 奈良駅直結のホテル日航奈良に宿泊し，猿沢
池，興福寺，東大寺，歩き回りました。さすがに春日大社まで行
く余裕はありませんでした。時間的にも，足の力にも。その後，
ホテルから奈良県コンベンションセンター（学会場）までも歩い
て往復しました。

↑猿沢池と興福寺五重塔。奈良らしい景色の一番でしょうか。歩
いて猿沢池を一周したのは初めてかもしれません。

↑ポートを埋め込む際，皮膚切開線とポートの縁の間に 5mm 以上
の距離をとること，これは基本手技です。皮膚切開線の真ん中に
ポートを埋め込んでいる写真を見たことがありますが，間違った
方法です。
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：なるほど。皮膚切開線がある部位にヒューバー針を

小越先生：なんとなくわかる。

刺すと，創が開く恐れがあるんだな。

ゼン先生：周期的輸液として夜だけ投与している患者は，毎日，

ゼン先生：あります。もう何十年も前ですが，皮膚切開線がエッ

針を刺し換えています。しかも，針を刺すポイントを，毎日，

ジの部分ぎりぎりのところになっていて，創の一部が開いてポ

ずらすように指導しています。どうしてもポートの中央付近に

ートの一部が露出したことがあります。その部分を紡錘形に切

針を刺すようになります。そうすると，セプタムのコアリング

り取って，周りを剥離して縫い直したんですが，3 度ほどやっ

が集中するだけでなく，皮膚も弱い部分ができてくるはずなの

て，同じ結果でした。結局，CV ポート全体を入れ換えることに

で。

なりました。

小越先生：そうか，皮膚とセプタムの両方を考えての対策なん

小越先生：長持ちさせる大事な対策なんだな。

だな。

ゼン先生：本当に大事です。ポートを埋め込む手技の基本中の

ゼン先生：もちろんです。だから，ポートは，目で見える部位に

基本です。もちろん，挿入する時にはポートを埋め込む皮下ポ

留置しておく必要があるんです。

ケットは十分に止血して血腫を作らないようにする，これも大

小越先生：鏡で見たりして確認しているんだろう？

事です。

ゼン先生：はい，そこまで気を使っている患者もいます。私が診

小越先生：それは手術手技の基本中の基本だ。ところで，CV ポ

ている患者さん達は，本当に真剣に CV ポートを管理していま

ートって，植え込んだらすぐに使ってもいいのか？
ゼン先生：植え込むんじゃなくて，埋め込むんです。植え込むと
いうと，なんか，ポートのセプタムから芽が出てくる，そんな
気がします。
小越先生：植え込むと芽が出る？なるほど，面白い。埋め込む
んだな。
ゼン先生：そうです。それから，フーバー針と言う人がいます
が，フーバーではなくヒューバーです。
小越先生：フーバー針ではなくてヒューバー針か。わかった。
ゼン先生：さっきの質問，埋め込んだらすぐに使えるか，です
が。使えないことはないんですが，私は，創が安定するまで待
ちたいと思っています。3～4 日待ってから使い始めるようにし
ています。
小越先生：理由は？
ゼン先生：私の印象と言っておくほうがいいと思いますが，炎
症が落ち着く，皮下ポケット内に浸出液が溜まらなくなる，な
どでしょうか。
小越先生：印象か。外科医としては，それも大事だ。ヒューバ

↑東大寺南大門の金剛力士像。左が阿形（あぎょう）像，右が吽
形（うんぎょう）像で，阿吽の呼吸の起源です。こんなすごい像
を何百年も前に作った，すごい，としか言いようがありません。
右は世界遺産に認定されたことを示しているのですが，
「東大寺」
という文字が変？

ー針はどのくらいの期間で刺し換えるべきなんだ？
ゼン先生：基本的に，持続投与の場合でも週 2 回は針を刺し換
えます。1 週間，同じ部位に針を刺したままにしたくないんで
す。
小越先生：これもエビデンスはないんだろう？
ゼン先生：ヒューバー針を 1 週間に 1 回刺し換える場合と，2 回
刺し換える場合の比較はありません。できるだけ針の留置に伴
う炎症を抑えたいんです。

↑東大寺はかなり遠かったのですが，やはり，奈良に来たら東大
寺ですよね。南大門，大仏殿，鹿の糞をよけながら歩きました。
大仏は，正面よりも斜め方向のほうが雰囲気があります。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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す。医療者も，ここまで丁寧に管理して欲しいと思っています。

です。

CV ポートの針刺しの場面をビデオに撮ってもらったことがあ

小越先生：脂肪乳剤を側注する場合の輸液ラインはどうしてい

りますが，本当，ここまで丁寧にやる必要はないかも，と思う

るんだ？

ほど丁寧に管理しています。絶対に感染させない，そんな意気
込みでやっています。
小越先生：へええ，まあ，その通りだな。
ゼン先生：輸液メニューの話は別にするとして，輸液ラインは，
接続部がない，一体型を使うのが基本です。接続するのは，ヒ
ューバー針と輸液ラインだけ，としています。
小越先生：いろいろ，輸液ラインや延長チューブ，三方活栓を
接続すると感染源になるからな。
ゼン先生：そうなんです。輸液ラインとヒューバー針を接続す
る場合も，輸液を満たしながらではなく，輸液ラインもヒュー
バー針も，袋から出したらすぐに接続するようにしています。

↑奈良というと，鹿です。立派な角の鹿もいました。糞もあちこ
ちにありました。景色を見るのも大切ですが，足元も見ながら歩
いてくださいよ。

滅菌状態を壊さないように接続するんです。
小越先生：ヒューバー針に生理食塩液の注射器を接続して CV
ポートに刺して逆血を確かめる操作はしないのか？
ゼン先生：しません。抗癌剤の場合は必要ですが，HPN ではや
りません。接続して自然滴下を確認するだけです。
小越先生：ヒューバー針に注射器を接続して逆血を確認して，
注射器を外して輸液ラインに接続する，という操作も感染のリ
スクになると考えているんだな。
ゼン先生：そうです。可能な限り，感染の機会を減らしたいんで
す。
小越先生：インラインフィルターが組み込まれた輸液ラインを
使っているんだろう？

↑東大寺から興福寺経由で猿沢池へ戻ろうと歩いていたら，興福
寺の入口に鹿が！いやだな，鹿に付きまとわれるのは，と思って
いたら，左の女性が鹿せんべいを買いに左へ移動。鹿がそれにつ
いて動いたので私は鹿に付きまとわれることなく興福寺へ入るこ
とができました。よかった！！！

ゼン先生：はい。側注用 Y 字管も組み込んでいます。脂肪乳剤
を投与するため，生食でのフラッシュ，ヘパリンロックのため

↑輸液ラインはフィルター，側注用 Y 字管が組み込まれた一体型
を使用します。輸液を満たす前にヒューバー針と接続します。生
食フラッシュ，ヘパリンロック，脂肪乳剤の投与は側注用 Y 字管
から行います。生食フラッシュ，ヘパリンロックは 1/2 インチの
短い針を用いて行います。脂肪乳剤の投与は側注用 Y 字管に Isystem で接続します。この方法なら輸液ライン内が汚染すること
はありません。

↑東大寺の記念品のお店にはたくさんのグッズが並んでいまし
た。何か，記念品を買おうと思ってこれを選びました。幸福の砂入
り，とのことです。しかし，
「幸」と「福」が別の製品になってい
るので，
「幸福」とするためには 2 個，買わないといけません。2
個，買いました。
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：側注用 Y 字管は I-system で接続するタイプなので，

入した CV ポートを，線維性鞘（fibrin sheath）を用いた入れ換

接続する時の無菌性が保たれますし，生食フラッシュ，ヘパリ

えを行いながら，もうすぐ 20 年になります。

ンロックは 1/2 インチの短い針を I-plug に刺して実施していま

小越先生：線維性鞘を使った入れ換え？

す。

ゼン先生：私の経験の中で考案した方法です。カテーテルを留

小越先生：なるほど。そうすると，輸液からの微生物の侵入を

置しておくと周りに線維性の鞘ができます。それを静脈切開の

ほぼ完璧に阻止できるんだ。

要領で，留置されていたカテーテルを抜いて，新しいカテーテ

ゼン先生：もちろんです。

ルを同じ経路で入れ換えるんです。この患者さんは，発熱で 2

小越先生：こうすれば無菌性が保たれる，そういう方法を確実

回入れ換え，5 年が経過してポートのセプタムが緩くなってい

に実施させる，それが大事なんだな。

るだろうから，という理由で 3 回入れ換え，もう 20 年になりま

ゼン先生：本人の努力次第で感染を防ぐ，それではダメです。こ

す。

うすれば感染しない，その方法を確立しておくことが大事です。

小越先生：なるほどなあ。そこまでの気合で主治医も管理する

とまあ偉そうに言っていますが，この方法は 30 年以上前に，岡

必要がある，ということか。

田先生と高木先生が確立した方法なんです。方法というか，シ

ゼン先生：もちろんです。熱が出たら CV ポートを抜けばいい，

ステムですが。

そんな考えで管理するから，長期管理はできないものだ，とあ

小越先生：30 年以上前か。それなのに，なぜ，本当の長期管理

きらめてしまうんです。もっと CV ポートを大事にしなければ。

ができる施設が少ないんだろう，な。

感染すると，患者が悪い，仕方ない，そう思うんですよ，主治

ゼン先生：勉強してないんですよ。論文を読んで，正しい管理方

医が。

法を理解している人が少ないんです。

小越先生：患者が悪い，オレには責任はない，だな。

小越先生：そんなのが長期管理ができない理由？

ゼン先生：そうです。カテーテル感染の原因は，たとえ患者が管

ゼン先生：間違いないと思います。CV ポートを使って，長期間，

理していて感染しても，責任は医療者側にあるんです。システ

HPN を実施できる施設は極めて少ない，専門家が少ないんです。

ムに問題はないか，指導に問題はないか，とは考えないんでし

CV ポートの管理なんて簡単だ，そう思っているんじゃないで
すか？
小越先生：管理は簡単？CV ポートを留置してヒューバー針を
刺せばいい。もともと感染しにくいはず。感染したら CV ポー
トを抜いて，入れ換えたらいい，そんな感じなんだろうな。
ゼン先生：入れ換え，入れ換えをすると，静脈が損傷します。穿
刺するたびに静脈の内皮を損傷して，壁在血栓ができて，徐々
に狭窄し，閉塞します。長期 HPN はその場その場しのぎで実施
してはダメなんです。10 年先，20 年先を見ながら管理しなけれ
ばならないんです。

↑1.カテーテルが線維性鞘で被覆されている，2.静脈切開の要領
で線維性鞘を切開する，3.留置されていたカテーテルを抜き，4.
新しいカテーテルを線維性鞘の内腔を介して挿入する。

小越先生：長期 HPN 症例は，クローン病や短腸症候群の若い症
例が多いんだろう？
ゼン先生：小児症例で成長して成人する症例もいますし。
小越先生：なるほどなあ。だから何年というスパンで考える必
要があるということか。
ゼン先生：そうです。今，私が診ている一番長い患者さんは，昭
和 60 年から HPN をやっているので，もう 36 年になります。
小越先生：へええ，36 年か。すごい！
ゼン先生：クローン病の患者さんは，2001 年に鎖骨下穿刺で挿

↑この三冊の本は，今回も紹介させていただきます。知らないと，
買おうという気にはならないでしょうから。買って，読んでくれ
ましたか？
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ょうね。
小越先生：考えないんだろう。
ゼン先生：システムとしてどうするか，病院全体として考える
必要があります。この方法で実践すれば，よほどのことがない
限り感染しない，そんなシステムにしておいて，私のいうとお
りに実践してくれたら感染しないから，として管理してもらっ
ています。もちろん，実際に管理しているのは私ではなくて患
者さんですけどね。
小越先生：システムの問題，体制の問題か。
ゼン先生：そうです。だから，器具の使い方もちゃんと指導する

↑研究部門の建物の傍の池。池の名前は知りません。睡蓮が咲い
ています。

し，器具自体も最良のものにしています。
小越先生：なるほど。この問題については，君は自信をもって
いるんだろう？
ゼン先生：うぬぼれているつもりはありませんが，実績がある，
という自負はあります。いい患者さん，優秀な患者さんを診さ
せてもらっているからなんですけどね。
小越先生：とにかく，長期間，CV ポートを使った HPN を実施
できる施設，実施できる医師に育って欲しいもんだ。
ゼン先生：そうです。いくらでもお手伝いさせていただきます。
講演にも行きます，呼んでいただいたら。

↑うちの研究部門がある建物の地階です。いい景色です。この建
物に 8 年もいるのに，初めて行きました。

小越先生：それも君の大事な役割だ。

【今回のまとめ】
1. 希望する人には全員，できるだけ早くワクチンを接種してあげるべきだと思います。
2. CV ポートは，安全に留置するのは当然ですが，その後の患者さんが管理しやすいように，と考えて留置し
てあげてください。自分が楽だから，ではダメです。
3. CV ポートを長く安全に使うためのコツは，管理方法です。システムとして，管理体制を確立する必要があ
ります。
4. 長期管理のコツなど，知りたい方には，いくらでも教えさせていただきます。上から目線の表現と言われ
るかもしれませんが，教えさせてください，でしょうか。
5. 第 4 回 Medical Nutritionist WEB 講演会は 7 月 17 日です。オンデマンドもありますので，大勢の方に視
聴して欲しい。申し込み締め切りは 7 月 9 日です。
★ 実は，みんなの栄養管理講座の第 1 回が 2001 年の 7 月号なのです。そこから計算すると，この号は 20 年
と 1 回目なのです。よくもまあ，こんな記事を書き続けているなあと自分でも感心していますが，今後と
もよろしくお願いします。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

9

