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『胃瘻の代わりの CV ポートも，真の適応を考えてください』
5 月が終わります。私は予定通りゴールデンウィークを「Home 出ん week（ホーム出んウィーク）
」として過ごしました。
毎日，研究室と家の往復でした。いろいろ片付けました。ゴールデンウィークとして沖縄や北海道へ旅した方々がコロナ
をまき散らしたとしか考えられない，沖縄と北海道のコロナ陽性者数になっています。大阪府，京都府，兵庫県のコロナ
陽性者数はかなり減少しています。しかし，まだ医療には余裕がないので，緊急事態宣言を延長するほうがいいと思いま
す。それにしてもワクチン接種問題はひどい。早い者勝ち！予約できない。電話もネットも。こんなばかなことがまかり
通るのは本当におかしい。政治が悪いのではない，コロナ
が悪いのだ，そう思ってきましたが，ワクチンに関しては，
国の政策がダメです。もっと早く対応し，準備しておく必
要があったのは間違いありません。国には反省の色は全く
ありませんね。菅総理の質問に対する応対のひどさにもあ
きれています。日本には本当のリーダーはいないのか？そ
れに，オリンピック。もう，オリンピックはいらないのか
もしれません。今回の東京はコロナとの関連で悩んでいる
のですが，政治にも利用されているし，経済問題もからん
でいるし，純粋なスポーツの祭典ではなくなっているのか
もしれません。それぞれの競技には世界大会があります。
サッカーはワールドカップのほうが盛り上がります。テニ
スも世界 4 大大会のほうが，ゴルフはマスターズが，盛り

↑積極的に家と研究室の片づけをしています。A.S.P.E.N.の会員
なので，機関誌の NCP:Nutrition in Clinical Practice が送ら
れてきます。この雑誌は大阪大学の生命科学図書館にはありませ
ん。なので，寄付しました。2011 年から 2020 年までの分です。
いいことをしました，ですね。

上がりますし，世界陸上もあります。だから，とりたてて
オリンピックという必要はないのかもしれません。私自身
がアスリートではないので，こんなことを考えるのでしょ
う。アスリートのみなさん，ごめんなさい。アスリートに
とってオリンピックは特別なのでしょうが，東京は，新型
コロナウイルスのほうが大事なのでは？
4 月 20 日と 5 月 12 日に新型コロナワクチンの接種を終
えました。筋注部の硬結と軽い痛みだけで，発熱などの症
状は全然ありませんでした。東宝塚さとう病院院長の東野
先生によりますと，高齢者ほど痛みや発熱はないのだ，と
のこと。大川先生は，反応がない？それは抗体ができてい
ないからなのでは？などと私を脅します。
5 月 25 日に大阪大学総長選考会議がありました。同級生

↑オープンリールテープってご存じですか？見たことがありま
すか？いろいろ片付けをしていたら，高校 2 年の時のテープを見
つけました。49 年前のものです。これを CD に変換してもらいま
した。音質はかなり悪いのですが，ちゃんと再生できました。よ
くこんな昔のものを残していたな，そんな感じですが。

で，旧第一外科の仲間の澤芳樹教授が立候補しました。専
任教授らを対象にした意向調査では，澤教授が 346 票で西
尾章治郎総長の得票（263 票）を上回ったのですが，続い
て実施された選考会議委員による投票で西尾氏が選ばれ
ました。初めて，総長選考というイベントを目の当たりに
しました。いろいろ考えることもありましたが，同級生が
総長選考に立候補する，すごいことです。
5 月 7 日の夜には関西栄養管理技術研究会の世話人会。
オンラインで参加しました。11 月に第 24 回研究会を開催
するので，その内容についての検討。テーマは〔コロナに

↑何年ぶりかで大阪大学豊中キャンパスへ行きました。総長選挙
のためでした。私の学生時代は 47 年ほど前ですから，いろいろ，
新しくなっていました。いい雰囲気でした。体育館は私が学生の
頃と同じでした。運動場は？剣道部の合宿の時，先輩に誘われて，
毎晩，この 400m トラックを 25 周走っていました。みんなとのふ
つうの練習が終わって，晩飯を食べてから，夜中に走りました。
20 歳の頃は元気でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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対応する！〕です。リモート開催なので全国から参加でき
ますよ。5 月 8 日の午後からは第 19 回 PEN 入門セミナー。
私はオンラインで参加。研修医に対する栄養教育として，
講義（栄養評価，経腸栄養，静脈栄養）とハンズオン（エ
コーガイド下 PICC 挿入法，PEG の手技）がありました。受
講者は 62 人でした。オンラインなので，いつ参加して，
いつ退室したかがわかります。15 人は 10 分以内に退室，
最後まで視聴していたのは 23 人でした。これをどう評価
するか？いい講義をしていましたよ。特に，吉川先生のハ
ンズオンでのエコーガイド下 PICC 挿入の説明はなかなか

↑関西栄養管理技術研究会のオンライン世話人会です。ZOOM 会
議の画面を写真に撮りました。私が写真を撮っているのがバレバ
レでした。

なものでした。
5 月 15 日は第 3 回 Medical Nutritionist Web 講演会。
堺市立総合医療センターの郷間厳先生と関西医科大学総
合医療センターの北出浩章先生に講演していただきまし
た。郷間先生は専門家として COVID-19 診療の現状を赤裸々
に解説してくれました。北出先生は栄養のわかる膵臓外科
医としての話でした。膵臓外科って，本当に栄養管理は大
事なんです。共催のニプロ株式会社，企業プレゼンテーシ
ョンのニプロ，テルモ株式会社，ニュートリー株式会社，
武田薬品工業株式会社，チラシの広告の株式会社クリニコ，
アボットジャパン合同会社，エイワイファーマ株式会社，
ご協力ありがとうございました。次回は 7 月 17 日です。
よろしくお願いします。
5 月 20 日には山口県の関豊病薬会研修会での講演。下関
へ行きたかったのですが，千里阪急ホテルからのオンライ
ン講演でした。テーマは「脂肪乳剤と感染＆栄養管理」で
したが，脂肪乳剤について，90 分もしゃべる？でも，時間
が足りなかったのです。来年も，と言っていただきました。
来年は下関へ行きたい！

↑5 月 15 日の第 3 回 Medical Nutritionist WEB 講演会の画面で
す。郷間先生の講演後の質疑応答の時の画面です。今回は，質
疑応答に加え，アンケート調査も実施しました。オンタイムで。

↑私の講演中に実施したオンタイムアンケート調査。20 秒ほど
で結果が出ます。興味深い内容でしょう？オンタイムで視聴して
いただいている方には結果も見ていただけます。オンデマンドで
は，残念ながら，結果を示すことができないのです。すみません。
次回も，いろいろ質問しながら講演します。このアンケート結果
は，次号の機関誌に論文として掲載します。

↑北出先生の講演のシーンです。背景をよく見てください。向か
って右に〔静脈経腸栄養ナビゲータ〕，左に〔漢字「栄養」のル
ーツをたどって〕の本を紹介してくれています。この気遣い！感
動！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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ゼン先生：緊急事態宣言が延長になりました。とりあえず 6 月

ごいし，足も速いし，背も高いし，体格もすごいし，足も長い

20 日までです。

し。

小越先生：医療のことを考えると当然だ。緊急事態宣言は全国

小越先生：いいことだらけだな。天は二物を与えず，というけ

一斉に出したほうがよかったんじゃないか？中途半端な政策に

ど，5 物も 6 物も与えているじゃないか。

なっている。緊急事態宣言にも慣れてしまっているから，効果

ゼン先生：本当，不公平ですよ。

は小さいんじゃないか？

小越先生：日本の野球はどうなんだ？

ゼン先生：確かにコロナ陽性者数の減少傾向が弱いですね。緊
急事態？どうってことない，そんな感じになっています，確か
に。
小越先生：だろうな。もうコロナ，コロナで 1 年 4 か月になる
し，第 4 波だし。
ゼン先生：オリンピックとの関係で中途半端になっているんで
しょうね。
小越先生：本気でコロナに対応するのか，オリンピックのため
の対応でコロナ対策が中途半端になっているのか，そこんとこ
が大事だ。
ゼン先生：いろいろな人がいろいろな意見を出す，それをまと
める人材がいない，困った国になったと思います。
小越先生：本当に困ったことだ。
ゼン先生：日本人ってオリンピックが好きですよね。しかし，現
在，80%の人が開催に反対しているんです。
小越先生：8 割もか。
ゼン先生：そうなんですよ。この状態で開催して，オリンピック

↑大学の学生食堂です。黙食，ソーシャルディスタンス，距離をと
って並ぶ，などなどの対策が実施されています。

後にコロナ患者が激増したら，オリンピックを嫌いになる日本
人がものすごく増えるかもしれません。
小越先生：本当だ。そうならないように祈るしかないな。しか
し，もういいだろう，コロナの話題は。
ゼン先生：そうですね。別の話題にしましょう。
小越先生：しかし，コロナ以外の話題はあるのか？すぐにコロ
ナに戻ってしまうんじゃないか？
ゼン先生：そうならないように努力しましょう。
小越先生：ハハハ，努力しましょうか。明るい話題はないのか？
ゼン先生：明るい話題ですか。野球です。アメリカの大リーグで
の大谷翔平くんの活躍が一番の明るい話題じゃないでしょうか。
小越先生：二刀流だろう？
ゼン先生：そうです。ピッチャーとしてもすごい，バッターとし
てもすごい。
小越先生：ホームラン数もすごいんだってな。
ゼン先生：そうなんですよ。盗塁もします。本当にすごい。男前
だし，性格もいいし，ピッチャーとしてもバッターとしてもす

↑阪大豊中キャンパスの学生食堂で昼飯を食べました。吹田キャ
ンパスの生協の食堂と同じでした。この食堂で，学生の時，毎日の
昼飯には「阪大ランチ」を食べていました。当時，240 円でした。
レジのおばさんと顔見知りになっていて，いつも，
「阪大ランチで
すね」と言ってもらっていました（もう，阪大ランチはメニューに
ありませんでした）。夕方，剣道の練習の前には，
（卵かけ）ご飯，
うどん，生卵 2 個で腹ごしらえ。これで 100 円でした（ご飯と素
うどんがそれぞれ 30 円，生卵 20 円）
。あの頃は，太らなくてはと
いろいろ工夫して食べていたのに，173cm，58kg でした。今は，ダ
イエットしているのに，171.2cm と縮み，体重は〇〇kg 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：今年は阪神タイガースが強いんです。新人の佐藤輝

ゼン先生：へええ。Human ですか。ヒューマン，ヒューマ，ヒ

明くんがすごいんです。

ユウマ，飛雄馬ですか。へええ。知りませんでした。いいこと

小越先生：ふううん。そうか。阪神タイガースか，佐藤くんか。

を教えてもらいました。

ゼン先生：そうなんです。今，関西は盛り上がっています。

小越先生：そうか。それはよかった。

小越先生：君は阪神ファンなのか？

ゼン先生：毎朝，ラジオで「ABC ラジオ，おはようパーソナリ

ゼン先生：昔は巨人ファンでした。愛媛には巨人の情報しか入

ティ

ってきませんでしたから。

45 年も続いています。

小越先生：だろうな。

小越先生：それはすごい。45 年か。

ゼン先生：それに，愛読書が巨人の星でしたし。

ゼン先生：この道上さんが阪神タイガースの大ファンで，毎朝，

小越先生：なるほどな。ところで，星飛雄馬くんが主役だけど，

六甲おろしを歌うんです。連勝していた時は替え歌にして 8 番

この名前の由来を知ってるか？

まで歌っていました。

ゼン先生：知りません。飛雄馬って，珍しい名前ですけど，由来

小越先生：作曲者は古関裕而だな。

なんて考えてもみませんでした。

ゼン先生：そうです。ちなみに，巨人の球団歌は「闘魂こめて」

小越先生：そうか。教えてやろう。人間らしい，という意味で

ですが，これも古関裕而作曲なんです。

ヒューマンという英語が発想の源なんだそうだ。

小越先生：古関裕而は阪神ファンなのか？巨人ファンなのか？

道上洋三です」を聞いているんです。この番組，なんと，

どっちなんだろう。
ゼン先生：さあ，どっちなんでしょう。古関裕而は NHK の朝ド
ラ「エール」のモデルでした。ドラマではどう表現したんでし
ょう。古関裕而は福島県出身だから，木暮くんが知っているか
もしれません。
小越先生：君は，かつては巨人ファンだったんだから「闘魂こ
めて」は歌えるんだろう？
ゼン先生：歌えません。六甲おろしは歌えます。道上さんの番組
↑5 月のゴールデンウィーク中，いや，ホーム出んウィーク中，研
究室にずっと籠って，部屋の整理をしていました。シュレッダー
で書類を整理しました。10 袋分の書類をシュレッダーしました。
連休明け，ドアを開けるとこのシュレッダーゴミの山。秘書の藤
本さんが驚いていました。その後の片づけ，ありがとうございま
す。

↑本も片付けています。これらの本は，藤本さんにブックオフで
対応してもらっているのですが，これで 500 円くらいでしょうか。
まだまだたくさんの本を捨てなくてはなりません。本気で断捨離
中です。

のおかげですっかり覚えてしまいました。
小越先生：すっかり阪神贔屓になってしまっているような感じ
だな。

↑今回，話題として取り上げた方々の写真です。インターネット
から拝借したのですが，ダメでしょうか。本当は，これをネットに
掲載している方の許可を得ないといけないのでしょうが。よろし
くお願いします，と言ってもダメ？といいながら掲載させていた
だきました。上左から，アメリカ大リーグの大谷翔平選手，阪神タ
イガースの佐藤輝明選手。二人とも本当にすごい！上右は道上洋
三氏といがらしあみ氏。毎朝，聞いていますので，許可してくださ
い。下は，優勝した照ノ富士関，照ノ富士に勝った遠藤関，準優勝
の貴景勝関，です。今場所はこの 3 人が盛り上げましたよ。

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：そんな感じです。

ゼン先生： 1980 年代から使われているそうです。このコロナ禍

小越先生：大相撲も照ノ富士が優勝して喜んでいるんじゃない

でふつうに用語として知られるようになったようです。

か？

小越先生：なるほどな。話は戻るけど，胃瘻の代わりの CV ポ

ゼン先生：そうですね。苦労して大関に復活したんだから，がん

ートか。前回の胃瘻問題の続き？

ばって欲しい，結果を出して欲しい，そう思っていますから。

ゼン先生：そういうつもりではないんですが，この問題って，結

小越先生：このまま一気に横綱へ駆け上りそうだな。

構，大きいと思います。本来は胃瘻が適応の症例に対して CV ポ

ゼン先生：問題は膝の調子だということです。

ートを使う，そんな傾向がかなり出てきています。これは医学

小越先生：そうか。あれだけの体重を支えるんだから，膝にか

的に間違いだと思っています。

かる負担は相当なものだろう。

小越先生：胃瘻バッシングが起こってから，この問題が出てき

ゼン先生：来場所も優勝して横綱昇進です。白鵬が引退して世
代交代，このシナリオを予想しています。
小越先生：そのためには照ノ富士の膝がポイントなんだな。
ゼン先生：そうです。
小越先生：明るいネタは，大谷翔平，阪神タイガース，佐藤輝
明，照ノ富士，それだけ？
ゼン先生：他にですか？そろそろ栄養の話をしましょう。
小越先生：栄養？明るい話題はあるのか？
ゼン先生：ありますよ。「漢字：栄養のルーツをたどる」と「ゼ
ン先生の栄養管理講座Ⅱ」を出版した，です。
小越先生：どうせ，売れてないんだろう？

↑何回でもこの本の広告は出しますよ。知って欲しい，買って読
んで欲しい，ので。臨床栄養に携わる人は，みんな，読まなくて
はならない！

ゼン先生：売れる売れないの問題ではない。響く人には響く本，
必要な人には必要な本，ですから。
小越先生：それは負け惜しみだろう。
ゼン先生：そんなことはありません。でも，ちょっとはそうか
も。神奈川県立保健福祉大学の中村学長にはほめてもらってい
ます。中村先生が理事長の「日本栄養学教育学会」で講演させ
てもらうことになりました。
小越先生：へええ，それはよかったな。
ゼン先生：そうなんです。響く人には響く本なんです。
小越先生：ほかの話題は？
ゼン先生：そうですね。明るい話題は少ないですね。
小越先生：だろう？コロナにばかり興味が集中していて，栄養
なんて 2 の次，3 の次になっているんじゃないか？
ゼ ン 先 生 ： そう か も し れ ませ ん 。 そ う そう ，CV ポ ート の
WEBINAR を視聴したんですが，胃瘻の代わりにものすごい数
の CV ポートを埋め込んでいる，という講演だったんです。
小越先生：WEBINAR って何なんだ？
ゼン先生：WEB Seminar を WEBINAR というようになっている
んだそうです。
小越先生：へええ，知らなかった。新しい用語か？

↑2020 年 8 月に出版された，中村丁次先生の本。タイトルが「中
村丁次が紐解く」です。推薦のことばは小泉純一郎です。すごい！
皇位継承の儀式にも参列しておられます。〔国家に貢献した領域と
して「栄養」が認められたことに大きな意義を感じた。〕と書かれ
ています。これは，当然のことのはずなんですが，「栄養」って地
味なんですよね。いつも，縁の下の力持ち的な存在になっています。
本当は，生きていく上で一番大切なんですけど。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ていると考えているんだろう？

のに，2016 年には CV ポートのほうが多くなっていました。

ゼン先生：そうですね。ものすごい数の CV ポートを入れてい

小越先生：もっと適応を厳密にするべきだよ。

る病院もあります。この WEBINAR の演者の施設なんて，年間，

ゼン先生：でも，胃瘻ではダメ，誤嚥性肺炎があるし，家族が胃

500 本くらいの CV ポートを留置しています。

瘻を拒否する，などの理由付けはいくらでもできますから，な

小越先生：それはすごい数だなあ。平日に，として計算すると，

かなか本来の適応として考えるのは難しいようです。

毎日，2 本の CV ポートを留置していることになるんだ。

小越先生：そうか。

ゼン先生：そうです。2002 年 4 月の診療報酬改定において外来

ゼン先生：この問題は 2019 年の JANVIC でも議論になりまし

化学療法加算が新設されて CV ポート留置件数が増えました。

た。対象は PS が 3 とか 4 の患者さんばかり。動けない患者さ

胃瘻バッシングは 2010 年頃からですが，2011 年から「抗悪性

んですから，表現は悪いけど，生かすために CV ポートを入れ

腫瘍剤静脈内注入用植込型カテーテル設置」が急に増えていま

ているということでした。

す。2010 年は 2250 件/月だったのが 2011 年には 3945 件，2012

小越先生：そこで，胃瘻のほうがやっぱりいいはずとなるのか？

年には 4266 件になり，2019 年には 5683 件になっています。静

ゼン先生：私は胃瘻も適応ではないと思っています。

脈栄養用としては，それほど増加していません。2010 年は 2013

小越先生：そうだな。胃瘻が延命医療だと言われて問題になっ

件/月で，2019 年は 2792 件/月なので，抗悪性腫瘍剤用ほどは増

ているのと同じように，CV ポートも延命医療となっているん

えていません。

だから，これも適応を考えるべきだという議論が起こるべきだ。

小越先生：静脈栄養用なのに抗悪性腫瘍剤用だとしているんじ

ゼン先生：本当にそう思います。それに，本気で在宅中心静脈栄

ゃないだろうな。静脈栄養用 CV ポート留置の手技料が 10800

養が行われているのではないと思います。輸液処方内容をどこ

点なのに，抗悪性腫瘍剤用は 16640 点と，かなり差があるから
な。
ゼン先生：それはないと思いますが，抗悪性腫瘍剤用に留置し
た CV ポートを静脈栄養用として使うことはあるでしょう。
小越先生：そうだな。悪意をもって解釈するのはよくないな。
ゼン先生：もちろんです。でも，在宅中心静脈栄養法指導管理料
が，1996 年には 1 か月あたり 724 件だったのに，2019 年には
6343 件になっているんです。すごい増え方でしょう？
小越先生：それはすごいな。10 倍近くまで増えている。
ゼン先生：そうなんです。やはり，PEG バッシングの影響は大

↑CV ポート留置症例の 19.3%が本来は胃瘻の適応であったと判断
された。この割合は療養型施設で最も高く，CV ポートの 55.0%が
本来は胃瘻の適応であったと判断された。

きいと思います。
小越先生：だろうな。君のアンケート調査結果ではどうだった
んだ？
ゼン先生：ある日の栄養管理実施経路の調査結果では，CV ポー
ト留置症例のうちの 19.3%が本来は胃瘻の適応であったと判断
されています。療養型施設に限ると，55%が本来は胃瘻の適応
だったということです。
小越先生：大学病院や急性期病院では抗悪性腫瘍剤用が多いん
だろうが，療養型では胃瘻の代わりが多くなっているんだな。
ゼン先生：どこまで PEG の代わりとして CV ポートが使われて
いるのかはわかりませんが，かなりの割合だと思います。栄養
目的の CV ポート造設数と PEG 造設数の推移についての論文が
ありますが，2008 年には PEG が CV ポートの 6 倍以上だった

↑やはり、この本も何回も紹介しなければなりません。購入して、
手元において、是非、栄養管理の現場で使ってください。読みや
すいと評判です。最新の考え方が記載されています。図も写真も
きれいです。偉そうに，と言われるかもしれませんが，サインが
欲しい方には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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まで考えているのか，それも問題なんですよね。

族だからな。生きていてくれるだけでいい，その気持ちもわか

小越先生：そうだな。エルネオパ NF1 号 1000mL を入れている

るが，本人がどう思っているか，それを考えるべきだと思う。

のは，まあ，ましなんだろう。

ゼン先生：本当に，この世からいなくなることは寂しいことで

ゼン先生：そうだと思います。在宅中心静脈栄養法指導管理料

すが，それは，自然であって，その流れを無理に止めてはいけ

は，輸液内容は問わないんですから。

ないと思います。

小越先生：ということは，電解質輸液だけでもいいんだ。

小越先生：もういい，そういう患者さん達は思っているんじゃ

ゼン先生：そうです。

ないかな。

小越先生：TPN とはいっても脂肪乳剤なんて投与しないだろう

ゼン先生：本当の気持ちはわかりません。でも，生きていてくれ

な。

たら年金がもらえるから，なんていう理由での胃瘻や CV ポー

ゼン先生：もちろん，ですよ。とにかく，いろいろ投与しない理

トは，患者さん本人のために，実施しないようにして欲しいで

由を挙げることは簡単なんです。脂肪乳剤は感染しやすいから，

す。

必須脂肪酸欠乏症が発症するには相当時間がかかる，などです。

小越先生：そうだな。

小越先生：そうだな。胃瘻の代わりに CV ポートを選択する理

ゼン先生：それと，栄養管理の専門家として言わせてもらうと，

由もいろいろ挙げられるな。

やるのなら，適切な栄養管理をやって欲しい。とりあえず，経

ゼン先生：さっき挙げた理由のほかに，後方病院が CV ポート

腸栄養剤を投与すればいいんだ，とりあえずフルカリックやエ

じゃないと引き受けてくれないという理由もあります。逆に胃
瘻じゃないとダメという施設もあります。いろいろです。
小越先生：この問題は解決できそうにないか？
ゼン先生：難しい問題です。胃瘻造設の診療報酬が 10070 点か
ら 6070 点に下げられて胃瘻の件数が減ったように，CV ポート
設置の診療報酬を下げる，という方法はありますが，それは，
やってもらっては困ります。本当に CV ポートが必要な患者さ
んがいるんですから。
小越先生：適応を厳密にするしかないかもしれないな。
ゼン先生：そうですね。とにかく，医療をする側は，儲かる方向
へと進むのは間違いありませんから。
小越先生：胃瘻を用いた経腸栄養に指導管理料をつけてもらう，
そうすると胃瘻が増える，CV ポートが減る。これは，一つの方
向性かもしれないが，そうすると，全体としての医療費が上が

↑4 月の第 5 回福島県 PEG と経腸栄養と在宅医療フォーラムの講
演はオンラインで，千里阪急ホテルから発信したのです。その際，
デザート？として，アイスコーヒーとケーキをごちそうになりま
した。久しぶりにホテルでケーキを食べたのです。じっくり味わ
って，それから，特別講演でした。

ってしまうな。
ゼン先生：でも，在宅中心静脈栄養法指導管理料が減れば，それ
なりに相殺される可能性はあります。
小越先生：非常に難しい問題だが，その前に，患者さん達が胃
瘻も CV ポートも，本当は望んでいないのじゃないか？そうい
うことも考えるべきだ。君は，そういう状態になった時，胃瘻
も CV ポートもいやだろう？
ゼン先生：もちろんです。自分が生きていることの意義がなく
なったら，もういいです。胃瘻も CV ポートも不要です。
小越先生：そうだな。ほとんどの人がそう思っているはずだ。
決定することができなくなった人たちを生かしているのは，家

↑右が第 3 回ウェブ講演会の時の昼飯。左の第 2 回とほぼ同じ，
と言ったのですが，同じではなかったのです。しかし，買ったの
は同じお店。千里阪急百貨店の食料品売り場。うれしくて，いろ
いろ見て回って，結局，同じお店で似たようなお弁当を買いまし
た。おにぎり 2 個の追加は，確かに余分ですが，食べずにはおら
れない。久しぶりだから，いいでしょう？しかし，この積み重ね
がメタボの原因であることは明らかです。毎日，反省しているの
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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ルネオパ NF，ワンパルをつないでおけばいいんだ，脂肪乳剤な

ゼン先生：はい。CVC を入れてもらわなくてはならなくなった

んて投与する必要がない，そんな管理はやらないで欲しい。

時，あなたは，内頸静脈穿刺をしてもらいたいですか？鎖骨下

小越先生：その通りだ。やるなら，きちんとやって欲しい。

穿刺？大腿静脈穿刺？PICC？と質問すると，全員が PICC と答

ゼン先生：最終的には，自分がその立場に立ったららどうして

えるんです。だから，患者さんにも PICC にしてあげてくださ

欲しいかも考えるべきですね。

い，と言っていました。

小越先生：そうだよ。そうそう，PICC の講演の最後に，君はい

小越先生：そうだな。己の欲せざるところ，人に施すことなか

つも孔子の格言を使って PICC にしてあげましょうと言ってい

れ（己所不欲，勿施於人），だったな。

たな。

ゼン先生：そうです。これこそが医療の原点だと思っています。

【今回のまとめ】
1. ワクチン接種が始まったのは，2 月からですが，まだまだです。全員にワクチンが行きわたるのはいつの
ことでしょう。政府のやり方は，本当に行き当たりばったりです。困ったもんだ。ワクチン騒動です。
2. 明るい話題？大谷翔平くん，佐藤輝明くん，照ノ富士，阪神タイガースしかない？オリンピックは，やっ
ぱり，やらないほうがいいのでは？
3. 胃瘻の代わりの CV ポートがものすごく増えています。しかも，CV ポートを使って，きちんとした，適正
な静脈栄養が実施されているのでしょうか。胃瘻と同じように延命治療となっている場合が多いと思いま
す。
4. 胃瘻の件数は減ったけど，在宅中心静脈栄養法指導管理料がものすごく増えていること，厚労省は気づい
ているのでしょうか。
5. 第 3 回 Medical Nutritionist WEB 講演会も有意義な内容でした。次回は 7 月 17 日です。オンデマンドも
あるので，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。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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