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『静脈栄養目的の CV ポートの管理は、
化学療法目的よりも厳重な感染対策を講じる必要があります 』
変な、というか、困った気候の 7 月が終わろうとしています。豪雨⇒高温⇒台風⇒高温、本当に困った気候です。やは
り地球温暖化の影響であることは間違いないでしょう。北極の氷が溶けて、海水の量が増えて海面が高くなる。海水温が
上がる。魚の分布が変わる。台風の数が増えてスーパー台風になる。その影響は測り知れないものがあります。自然の力
にはかなわない、当然のことです。どうしようもないのでしょうか。トランプ大統領のように、何もわかっていない人が
トップに立つと、パリ協定から脱退して、地球温暖化を進めることになるのです。スーパーハリケーンを作っていること
に気づかない？そのトランプの影響で、たくさんのお金を払って軍備を整える日本。トランプのために IR 法案をあわてて
可決する安倍自民党。本当に、どうしようもない。特に、森友問題と加計学園問題で、うそが公然と認められる国になっ
てしまったことは、非常に残念です。
7 月第 1 週は外科代謝栄養学会が大阪で開催されました。豪雨でした。7 月 5 日は東宝塚さとう病院での外来を終えて午
後から参加しました。テーマが「マーカー」の一般演題を拝聴しましたが、PNI が予後と関連しているという演題が多か
ったのです。しかし、栄養評価をしていない、そう思いました。正直な気持ち、栄養管理としての経腸栄養や静脈栄養に
ついての話題がほとんどなくなっているな、と思いました。夕方は、関西医科大学総合医療センターの北出先生と食事し
ながら、第 7 回リーダーズのことなどについて相談しました。豪雨でした。6 日はいろいろ仕事もあり、豪雨で交通網も
大変でしたので、研究室で仕事をしていました。7 日は久しぶりに JSPEN の近畿支部学術集会に参加しました。豪雨でし
た。滋賀や姫路の交通が遮断されていて、出席できなかった方も多かったようです。私が知っている限りでは、滋賀の岩
川さん、姫路の松末さんは会場に行くことができず、別の方が座長をしていました。一般演題に聞くべきものがありまし
た。いろいろ質問もさせていただきました。盛り上げた？松末先生と一緒に拝聴させていただきながら、ぶつぶつ言いな
がら、質問したりしました。特別企画が「100 年ライフを楽
しく生き抜くためのアンチエイジング治療」というタイト
ルで、美容皮膚科の院長の講演でした。臨床栄養の専門家
が集まる学会での講演としては・・・と思いました。終わ
ってから、明和病院の方々の懇親会に参加しました。矢吹
さんからいろいろ話を聞かせていただきました。理不尽な
ことだらけだなと思いました。とにかく、この期間は大変
な豪雨で、広島、岡山、そして愛媛で大きな被害が出まし
た。被害が大きかった愛媛の大洲市、西予市、宇和島市は
私の故郷の近く。親戚もいます。幸い、親戚には被害がな
かったとのことでした。しかし、交通網にもかなりの被害。
JR 予讃線は不通区間があってバスで代替輸送をしていま
す。政府はカジノ法案より、復興のための活動をするべき

↑しろくまのかき氷を食べようと天文館へと向かったのですが、
坂本龍馬とお龍さんの像がありました。やはり、写真を撮らなく
てはならないでしょう。もう、何回、ここで写真を撮ったことだ
ろう、と思いながら・・・撮りました。

だと、私も思います。大雨で地元の方々が苦労している時、
安倍、岸田というお偉方が地元の酒を飲みながら大宴会を
していたということですからね。それではだめでしょう。
地元のことを本当に心配しているのでしょうか。
7 月 10 日には、第一外科の先輩、上池先生が会長をして
おられる介護老人保健施設

桃山へ施設見学に行きまし

た。7 月 15 日で退職される、ということでしたので、あわ
ててお願いしたのです。新しい、りっぱな施設でした。NST
検討会と回診に参加させていただき、施設内を見せていた
だきました。急性期医療とは別世界、そんな印象でした。
NST には、ST、歯科衛生士、もちろん PT がたくさんおられ、
管理栄養士が中心となっていました。静脈栄養や経腸栄養
をどうこうというより、如何にして食事を食べさせるか、
というのが NST の活動でした。がんばっておられるな、と

↑7 月 12 日、東宝塚さとう病院の外来中、クラークの乾さんに鹿
児島へ行く、という話をしたら、是非、しろくまへ行ってかき氷
を食べて、写真を撮ってきてくださいと言われました。だから、
興味はなかったのですが、行きました。左の写真ですが、なんと
なく、白熊の顔に見えます。レギュラーサイズは 720 円もしまし
た。うまかった？まあ、こんなものでしょう。騒ぐほどのことは
ない、と思いました。だいいち、かき氷を食べると頭痛がします
から。小豆が入った金時のほうが好きです。乾さんに写真を見せ
るために、わざわざ行ったのです。この表の具材を食べてしまう
と、なかは単なるかき氷。昔は、中にもいろいろな具材があって
楽しかったと、鹿児島厚生連の油田さんが言っていました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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思いました。病院の NST とこういう施設での NST は違う！
そこを理解する必要があると思いました。それは、ある意
味、NST という呼称が間違っているという意味です。NST で
はなく、食事サポートチーム（shokuji support team：SST）
と か 、 経 口 摂 取 サ ポ ー ト チ ー ム （ oral intake support
team：OST）とか、そんな名称に変更するほうがわかりやす
いのではないでしょうか。いろいろ考えさせられた、いい
機会でした。
7 月 13 日は鹿児島での消化器外科学会。勉強のために出
席しました。CV ポートのセッションを聴講しました。確か

↑姫路中央病院での NST 特別講演会の様子です。気楽な雰囲気で
講演させていただきました。いろいろ質問もありました。

に、CV ポート留置術をたくさん実施している施設からの発
表だったのですが、管理には興味がないのか、という思い
でいろいろ質問させていただきました。化学療法目的での
CV ポートより、静脈栄養目的のほうが感染率が高い、口を
そろえて発表していましたが、感染対策をきちんとやって
いるのか、という質問をさせていただきました。感染率が
高いとわかっているのなら、静脈栄養目的の CV ポートにつ
いては、きちんと感染対策をしなければならない、そこが
大事だと思います。そういう発表は皆無でした。いろいろ
意見を言わせていただきましたところ、CV ポートを販売し
ているいろいろな企業の方も来ていたのでしょうか、井上
善文が厳しい意見を言っていたと、ちょっとした噂になっ
ていたとのことです。鹿児島観光としては、白熊のかき氷

↑懇親会での写真です。いい雰囲気で仕事をしておられるんだな、
と思いました。土用丑の日でしたので、ウナギ料理も出ました。
ありがとうございました。

を食べました、こむらさきで薩摩ラーメンを食べました。
歴史ドラマ館へ行きました。ふるさと維新館へ行きました。
NHK の大河ドラマは「西郷どん」ですが、ドラマ館は「し
ょぼい」という印象でしたし、
「篤姫」の時ほどは盛り上が
っていないのでは？そんな感じがしました。
「敬天愛人」の
扇子を買いましたが、不良品だと思います。
7 月 20 日には、姫路中央病院へ。豊田先生が入職され、
NST の活動を盛り上げるために、ということで呼んでいただ
きました。院長の金丸先生も以前から知っていますし、脳外
科の西村先生も JANVIC やリーダーズに参加していただいて
いるので知っています。NST 特別講演会「静脈・経腸栄養の

↑よくわからないのですが、講演が終わってから、写真を撮ろう、
ということになり、リハビリ用の台の上で写真を撮りました。ど
んなメンバー？よくわかりません。講師が真ん中に座っています
が、こんな気楽な服装で講演する？という感じだったように思い
ます。院長が後ろに立っています、謙虚!

管理‐正しい考え方で実施するためには‐」と題して、講演
させていただきました。手作りの講演会の雰囲気で、気楽に
しゃべらせていただきました。懇親会も非常に楽しく、いい
時間でした。ありがとうございました。翌日は、朝食で姫路
の「おでん」や「ちゃんぽん」を食べて、大学へ戻って仕事
をしました。愛媛、八幡浜の「ちゃんぽん」のほうが長崎の
「ちゃんぽん」よりうまい、と講演の中で話したのですが、
姫路にも「ちゃんぽん」があることは知りませんでした。姫
路のちゃんぽんは、
「ちゃんぽん焼き」と呼ばれ、焼きそば
と焼きうどんを合わせたものだとのことで、ちょっと内容が
違います。
7 月 28 日と 29 日は、ニプロ iMEP で第 2 回 Medical

↑7 月 28 日、29 日、滋賀県の南草津、ニプロ株式会社研修センタ
ーiMEP で、第 2 回 Medical Nutritionist セミナーを開催しまし
た。台風に邪魔されそうになりましたが、なんとか、無事、セミ
ナーを開催することができました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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Nutritionist セミナー。参加者数は、私が期待していたより
も少なかったのですが、熱心な方ばかりでした。講義の内容
もレベルが高かったのですが、質問や意見のレベルも高く、
本当、もっと大勢の方に参加して欲しかったな、という感じ。
逆走台風 12 号のおかげで参加できなかった方もおられまし
たし、こちらも開催できるか心配していたのですが、無事、
予定通り開催できました。問題は、私の外付けハードディス
クが壊れたため、予定の講演をすることができなかったこと
です。申し訳ありませんでした。心からお詫び申し上げます。
7 月 6 日、リーダーズの仲間、関西医科大学総合医療セン
ター消化管外科の講師、中井宏治先生がお亡くなりになりま
した。この 3 月 18 日の第 6 回リーダーズ学術集会で魂の講演
を聞かせていただいたばかりなのに。ご冥福をお祈り申し上

↑講師陣です。栗山先生には 3 講演、西口先生には 90 分の講
演、増本先生には 2 講演をお願いしました。尾形先生、吉川先
生、木許先生、野呂先生、ビデオを駆使して非常にいい講演を
していただきました。ありがとうございました。とにかく、私
のハードディスクが壊れたのが最大のトラブルでした。

げます。寂しくなりました。

2

1

3
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↑中井くんの思い出の写真。
(1)2012 年 ASPEN 参加時、オーランドにて。
(2)2018 年 2 月 22 日、JSPEN 横浜にて。中井くんのポスター発表後。
(3)2017 年 9 月 24 日、第 3 回リーダーズ、星薬科大学にて。症例相談
で激しい議論の真っ只中で奮闘中。
(4)2018 年 3 月 18 日、パネルディスカッションでの発表。
「消化器外
科専門医が膵癌患者になって」中井くんの最後の講演でした。魂の講
演でした。
栄養管理の指導者仲間が一人いなくなりました。遺志を引き継いでが
んばりましょう。

↑質問をしてくれた方々です。何回もしてくれた方もいますの
で、延べ質問者数はかなりのものです。初めて質問した、とい
う薬剤師さんもいました。そういう、質問もしやすい雰囲気を
作るのも大事です。厳しい質問、厳しい意見が飛び交いました。
それだけ気合を入れて勉強している、ということです。これが
本気のセミナーですよ。

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：7 月の天気はひどかったですね。

ゼン先生：そうです。このレベルまで上がってこい、そういう

小越先生：そうだな。豪雨で亡くなられた方も大勢だし、家を

つもりでやっています。だから、参加したメディカルスタッフ

失われた方も。何百人も亡くなられたんだろう？

もレベルが高いし、やる気もある人ばかりでした。

ゼン先生：豪雨は死者 220 人、行方不明者 9 人です。

小越先生：でも、そういう意図のセミナーに、医師が少ないの

小越先生：すごいな。

は残念だな。

ゼン先生：私の故郷の愛媛でも死者は 25 人でした。

ゼン先生：何かの資格を取得したり維持したりするためには必

小越先生：大変な被害だな。

須、なんていうセミナーではありませんからね。

ゼン先生：大洲市を流れる肱川が氾濫したんです。肱川って鵜

小越先生：そうか。そこだよ、参加者が少ないのは。TNT だっ

飼でも有名です。大洲城も再建されて、非常にきれいな街で、

て、最初の頃は受講者は少なかったけど、NST の医師として活

小京都と呼ばれています。

動するには必須だ、ということにしたら受講者が急増したんだ

小越先生：そうか、早く復興して欲しいもんだな。

ったな。

ゼン先生：本当に。でも、その後が高温ですよ。7 月 23 日には
観測史上最高の 41.1℃でした。信じられない暑さです。
小越先生：41℃？それって、君が快適と感じるお風呂の温度な
んじゃないか？
ゼン先生：そうなんですよ。でも、これって日陰での気温です
よね。直射日光の下なら、50℃を超えているんじゃないでしょ
うか。
小越先生：本当だな。そんな所に長時間いると、死ぬぞ。
ゼン先生：熱中症になるのは当たり前ですよね。そうそう、以
前、群馬県の館林市へ講演に行った時、日本で一番暑い町、と

↑7 月 6 日の豪雨の日の、研究室の近くの池です。水面が高くなり、右
の写真の排水路が見えなくなっています。水面は 1m ほど高くなってい
ると思います。本当、豪雨でした。水があふれなくてよかった。

いう触れ込みだけど、あれは測定場所がおかしいんですよ、と
いう話を聞きましてね。今年、測定場所が変わったらしくて、
気温が高い町のリストに上がってこなくなっていました。
小越先生：そうなのか？しかし、日本で一番暑い町というより、
夏は一番涼しい町、のほうが自慢できると思うけどな。
ゼン先生：本当にそうです。それにしても、7 月にこんなに気温
が高いと、8 月はどうなるんだっていう感じです。
小越先生：台風も来るし。
ゼン先生：そうですよ。台風 12 号なんて、逆走台風と名前がつ
きました。東から西へ走りましたよ。変です。
小越先生：本当だな。台風って、沖縄から九州、本州へと、西
から東へ走るものだと思っていたけど。
ゼン先生：こまったもんです。そのおかげで、7 月 28 日、29 日
と滋賀の草津で開催した、第 2 回 Medical Nutritionist セミナ
ーに参加できなかった方もいるんですから。開催できるかって、
心配もさせられました。
小越先生：開催はできたんだな。
ゼン先生：できました。

↑変な台風 12 号。ちょうど 28 日の午後から日本に影響を与え、29 日
の真夜中に会場だった草津付近を通過したとのこと。かなりの暴風雨
でした。その後、近畿、中国と四国に影響を与え、九州でうろうろし
て、31 日にも九州付近にいました。本当、困った台風。しかし、まだ
7 月です。台風の季節は、本来は 9 月です。9 月が怖い！

小越先生：それはよかったじゃないか。有意義なセミナーだっ
たんだろう？
ゼン先生：もちろんです。というか、それは、受講者がどう思
うか、ですが。
小越先生：受講者は多かったのか？
ゼン先生：いやあ、期待よりも少なくて、残念でした。特に、
医師の参加が少なくて、本当に残念でした。
小越先生：リーダーズのセミナーだから、レベルを高くして、
医師を対象として、メディカルスタッフのやる気のある人たち
のレベルアップも図ろうという意図なんだろう？

←阪大病院の裏口？に
は、こんなものがありま
した。6 月 18 日の地震の
時、建物の壁のタイルが
剥がれて落ちる恐れがあ
る、ということなのです。
それから、図書館の本が
大変で、雑誌などが棚か
ら落ちてバラバラとなっ
てしまったとのことで、
ほぼ閉館の状態です。9
月にならないと復旧しな
いということです。6 月 18 日の地震の影響はかなり残っています。
研究のための資料集めで困っています。
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：はい。それはそれで意味があるんですが、やる気が

ゼン先生：そうですね。ピンチオフが起こらないとか起こると

なくて仕方なく受講する、という医師が増えた、そういう問題

か、そういう論点での発表はかなりありました。

もありましたよ。

小越先生：橈側皮静脈切開での前胸部ポート留置も多くなって

小越先生：まあな、それは仕方ない部分もあるだろう。

いるのか？

ゼン先生：それもわかった上で、受講することで栄養に対する

ゼン先生：ピンチオフが起こらない方法だということで、採用

考え方を変えてやろう、というつもりでがんばりましたが。も

している施設が増えているようです。

う今は TNT とは無関係になっています。テキストを読むだけの

小越先生：静脈切開での挿入って、君なんか、もう何十年も前

内容になっているんじゃないでしょうかねえ。かつては、首都

からやっているんじゃないのか？

圏なんか、そういう感じだったと聞いたことがあります。

ゼン先生：何十年になりますね。私がピンチオフによるカテー

小越先生：もういいんじゃないか？君は関係ないんだから。

テル断裂を経験したのは 1987 年のことですから、そうですね、

ゼン先生：そうですね。でも、全体に、医師の栄養に対する興

もう 30 年になります。それを経験してから、橈骨皮静脈切開を

味が薄れている、それは強く感じています。

第一選択にしてきましたから。もちろん、それまでにも橈側皮

小越先生：そうか、それは困ったことだな。

静脈切開はたくさんやっていました。そうですね、30 年ですよ。

ゼン先生：鹿児島で消化器外科学会がありまして、鹿児島だか

小越先生：確か、アメリカの CDC ガイドラインでは「静脈切開

ら、ということも一つの理由で行ってきました。

は推奨しない」となっていたことに対して「いいじゃないです

小越先生：3 月のリーダーズで行ったばかりなんじゃないか？

か、CDC はアメリカのもの、日本には日本のやり方がある」な

ゼン先生：そうなんですが。一つは、要望演題として CV ポート

んて講演で言っていたんじゃなかったか？

が取り上げられていて、3 セッション、18 演題だったんです。

ゼン先生：そうです。本当にそうなんです。1988 年からは、CV

それを聞いておこう、ということで出かけたんです。

ポート留置法としては橈側皮静脈切開を第一選択にしてきまし

小越先生：なるほど、CV ポートの特集か。どうだったんだ？そ
の内容は。
ゼン先生：何百例と CV ポートを留置した経験がある、という猛
者がたくさんいました。
小越先生：へええ、そうか。何百例か。
ゼン先生：1000 件以上という発表もありましたよ。
小越先生：すごいな。毎日 CV ポートを留置しているんだ。
ゼン先生：何年間で、ということですよ。
小越先生：まあそうだろう。しかし、年間 500 件以上留置して
いる施設があるって言っていなかったか？
ゼン先生：ああ、あります。CV ポートの全国調査をした時、2
施設ほどありました。
小越先生：多すぎるんじゃないか？
ゼン先生：そうかもしれませんが、施設の規模にもよりますし、
方針にもよります。それに、化学療法目的の CV ポート留置が多
くなっていますから、どういうレジメを採用しているかによっ
ても変わってくると思います。
小越先生：しかし、週休 2 日として祝祭日を考慮して計算する
と、どうなる？
ゼン先生：土日祝祭日の合計は 117 日ですから、年間の診療日
数は 248 日ですね。ということは、1 日に 2 件ずつ、CV ポート
を留置していることになります。
小越先生：すごいな。適応が甘すぎるんじゃないか？
ゼン先生：確かに、CV ポートを留置しなくてもいい、そういう
症例もいるんじゃないかと思います。
小越先生：発表内容に対する感想やコメントはないのか？
ゼン先生：みなさん、挿入する時のことばかりに注目している
んですよ。内頚静脈穿刺と鎖骨下穿刺の比較、橈側皮静脈切開
は安全だとか、そういう内容でした。
小越先生：挿入時に注意すべきこと、がポイントになっている
のか。

↑第２回 Medical Nutritionist セミナーの情報交換会です。私はしゃ
べり過ぎて声が嗄れてしまいましたので、挨拶は西口くんにお願いし
ました。中締めは、敦賀の林先生にお願いしました。真剣に勉強して
議論し、終わってからは和気藹々で楽しい情報交換を行う、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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た。

ゼン先生：そういう考え方もあります。ですが、外頸静脈の場

小越先生：それが、今頃になって採用する施設が増えてきてい

合は、皮下トンネルに工夫が必要になりますし、できたら頚部

る、ということなのか。

には傷をつけたくないという思いもありますから、第一選択に

ゼン先生：そうですよね。でも、30 年たって、私の方針が理解

はしたくないんです。

されてきた、ということなんでしょうか。

小越先生：首の傷は見えるな、確かに。

小越先生：ピンチオフは鎖骨下穿刺特有の問題だろう？

ゼン先生：とにかく、カテーテルの挿入は、どの方法でも安全

ゼン先生：そうです。だから、ランドマーク法はやめて、エコ

に挿入できるはずなんです。問題は、維持期間中の管理ですよ。

ーガイド下で胸郭外の腋窩静脈穿刺をやれ、そうするとピンチ

小越先生：感染の問題だな。

オフは起こらないから、ということになっています。

ゼン先生：いろいろな合併症が起こる可能性がありますが、や

小越先生：エコーガイド下腋窩静脈穿刺か。

はり、感染の問題が一番重要です。

ゼン先生：ランドマーク法でもピンチオフによるカテーテル断

小越先生：感染については、どういう発表があったんだ？

裂は起こっていないから、これからもランドマーク法でやる、
という発表もありました。
小越先生：それでいいのか？
ゼン先生：ダメとは言い切れないでしょうね。しかし、私の調
査では 50%以上の施設でピンチオフによるカテーテル断裂を経
験していましたから、どうなんでしょうね。
小越先生：腋窩静脈穿刺ならピンチオフは起こらないんだろ
う？
ゼン先生：まあそうなんですが、大胸筋と小胸筋を貫くことに
よって、ピンチオフではないメカニズムでカテーテル断裂が起
こるという発表がありました。
小越先生：そういうメカニズムもあるのか。
ゼン先生：腕を大きく動かすことによって、という発表でした。
もう論文にもなっています。
小越先生：そういうことなら、エコーガイド下穿刺でも安全で

↑薩摩ラーメンを食べようと思ってネットでいろいろ調べたら、こっ
てり系が上位を占めていました。でも、やっぱり、薩摩ラーメンは「こ
むらさき」だと思って、ここへ来ました。あっさり系で、非常にうま
い。2009 年に鹿児島で JSPEN が開催された時、自転車で市内観光をし
たのですが、その時もここで食べました。

はない、ということになるな。
ゼン先生：だから、でしょうか。内頚静脈穿刺や橈側皮静脈切
開で挿入することにしている施設が増えているのでしょう。
小越先生：しかし、単純に考えても、内頚静脈穿刺で挿入する
と、血管内のカテーテルの走行と、ポートを埋め込む部位への
皮下トンネルの走行が同じ方向になるから、注意しないといけ
ないんじゃないか？
ゼン先生：そうなんですよ。内頚静脈穿刺で挿入したカテーテ
ルは、外側か内側へカテーテルを走行させて、折れ曲がらない
ようにしなければなりません。そこがポイントになります。

中骨
親骨
↑西郷どんドラマ館で購入した「敬天愛人の扇子」。どう考えても不
良品です。この半分折れたような中骨は、余分ですからね。ちなみに、
左右外側の一番太い骨は親骨といい、親骨と中骨を含めて扇骨（せん
こつ）というのだそうです。

小越先生：そうだな。注意が必要だ。
ゼン先生：確かにそうです。
小越先生：そうすると、橈側皮静脈切開が一番いい、というこ
とになるんじゃないか？
ゼン先生：まあそうなんですが、橈側皮静脈の場合は、血管が
細くてカテーテルが入らない症例がいるんです。
小越先生：なるほど。しかし、それは困るだろう。どうするん
だ？切開した部位から鎖骨下穿刺をするのか？
ゼン先生：いろいろ方法はありますが、私は、そういう場合は
外頸静脈を使うことにしています。外頸静脈は、まあ、太い静
脈ですから。
小越先生：そうか、外頸静脈か。いい考え方じゃないか。しか
し、それだったら、最初から外頸静脈を選択すればいいんじゃ
ないか？

↑7 月 30 日、千里金蘭大学の臨床医学の前期試験を行いました。学生
達が必死で答案用紙に向き合っている時、窓の外の景色を撮影しまし
た。千里の丘から、大阪市内の景色が見えます。この日も暑かったの
ですが、写真で見ると、なんとなく、緑が多い爽やかな景色です。建
物の 7 階から撮影しました。
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：化学療法目的よりも静脈栄養目的のほうが感染率が

要がない検討をする、ということになるんですよ。感染させな

高い、でしたね、どの施設も。

いように CV ポートを留置するのは、基本中の基本、当たり前の

小越先生：まあ、それは当たり前だな。

ことです。

ゼン先生：いやあ、それは、明らかに間違いです。感染対策を

小越先生：そこで、きつい意見を言ったんだな、君は。

きちんとすれば、静脈栄養目的のほうが感染率が高いと、単純

ゼン先生：いやあ、きついというか、ちゃんとしたコメントは

にはいえないはずです。そもそも、感染率を、カテーテルあた

しましたよ。私が診ている短腸症候群やクローン病の HPN 症例

りで検討しているだけなんです。

では、何年も感染せずに管理できているんですが、先生の発表

小越先生：それじゃあダメなのか？

では感染率が非常に高いんですが、どうしてですか？という質

ゼン先生：何年も留置するのが CV ポートです。5 年が経過して

問もしました。

感染して抜去するのと、数か月で感染して抜去するのと、同じ

小越先生：それがきつい質問だというんだよ。きつい意見だよ。

だとしていいんですか？

わかってないな、君は。

小越先生：ダメだな、確かに。留置期間を考えるべきだという

ゼン先生：きつい？そんなことはないでしょう。ふつうですよ。

んだな。

小越先生：ふつうじゃないんだよ。君はわかっていない。

ゼン先生：もちろんです。1000 日あたりの発生件数で比べるべ

ゼン先生：先生にはそういうことを言われたくありません。私

きです。長期留置症例だけでなく、短期症例の検討でもそうす

は覚えていますよ。淡路島で開催された外科代謝栄養学会の時、

るべきなんです。でも、そういう発表は全くありませんでした。

先生が座長をしていて、
「What’s New?」ってコメントしました

小越先生：そうか。君は、発表者達はカテーテル感染のことを

よね。あれはきついコメントですよ。

よくわかっていないといいたいんじゃないか？

小越先生：そんなことを言ったか？忘れたよ。

ゼン先生：その通りです。カテーテルあたりの発生率に加えて、

ゼン先生：学会で発表するんだから、何か、新しい知見がある

1000 日あたりの発生率も計算しなければなりません。これは、

んだろう。でも、今の発表内容を聞くと、何も新しい知見はな

常識です。

いんじゃないか？新しい知見がないのだったら、ここで発表す

小越先生：そういうこともわかっていないのか、と言いたいん

る意味はないだろう、という意味ですからね。

だ。

小越先生：What’s New?の意味はその通りだけど。オレが言っ

ゼン先生：そうなんですよ。だから化学療法目的よりも静脈栄
養目的のほうが感染率が高いと発表している演者に、どういう
管理をしているのか、具体的に教えてください、と聞くと、よ
くわかっていないんです。そこに問題があるとは思っていない
んだと思います。在宅だから、訪問看護師が管理しているから
感染率が高いんだ、なんていう答えもありました。
小越先生：それは問題だな。自分は知らないっていう感じだ。
感染率って、維持期の管理が大事なんだからな。そこまで自分
で考えて管理しなければ。
ゼン先生：当然です。それなのに、内頚静脈穿刺で挿入した場
合と鎖骨下穿刺で挿入した場合での感染率の比較とかをしてい
ましてね。差があるはずがないんですよ。管理方法が同じなら。

↑東宝塚さとう病院の外来でお世話になっている医療クラークさんと
看護師さんです。話相手にもなってくれます。電子カルテの操作も、こ
の方たちがいなかったら私は仕事ができません。いつもお世話になって
います。ありがとうございます。

もちろん、手技としてきちんと留置できたら、という前提です
が。
小越先生：手術時に感染させたら、1 週間以内に抜去せざるを
えないような感染徴候が出現するんだろう？
ゼン先生：もちろんです。創感染や、ポケット感染です。これ
は術後合併症です。
小越先生：そうだよな。だから抗菌薬をいつ投与するか、も議
論になるんだ。
ゼン先生：手術だから、感染させないように留置するのは当た
り前で、それがクリアできたとすると、あとは、維持期の管理
をどうするか、ということになります。挿入方法では差が出な
い、これも考えたらすぐにわかることだと思うんですけどね。
小越先生：わかっていないから、挿入経路による差を検討して
いる、と言いたいんだな。
ゼン先生：そうです。カテーテル感染の問題や、維持期間中の
問題に興味がないというか、わかっていないから、比較する必

↑東宝塚さとう病院の栄養回診です。いつもの臨床検査技師がいませ
んが、こんな雰囲気です。看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、
臨床検査技師、6 人で回診しています。NST 加算？とっていません。だ
って、誰も研修を受けていませんから。でも、レベルの高い栄養回診
を行っていると思っています。加算を考えず、本当に栄養管理が重要
だと思っているから、回診をしています。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼン先生の栄養管理講座

第５６回

た？忘れた。

小越先生：その点については、君は、ここんとこよく指摘して

ゼン先生：まあいいですけど。さっきの感染率の話に戻ります

いるな。

が、維持期の管理として、感染率を下げるための方策は講じて

ゼン先生：実際、どこまで HPN の管理技術を教育できているの

いない、という答えだったんです。まあ、CV ポートを留置する

か、疑問ですよ。教育するというか、自分で勉強しなければな

のがわれわれの領分で、あとの管理は看護師に任せているから

らないと思うんですけどね。

詳しくは知らないし、我々には責任はない、そんな感じでした。

小越先生：確かにそうだな。勉強してもらわないといけないな、

小越先生：そうか、それでは感染率は低くはならないな。

患者さんのために。

ゼン先生：その通りです。それに、化学療法目的の場合、化学

ゼン先生：本当にそうです。在宅だからこそ、です。特に CV ポ

療法剤って、微生物は増殖できるんでしょうか。栄養輸液は、

ートは、何年も使うために留置するんですから、数か月、ある

もちろん、増殖培地みたいなものですから。同じような管理を

いは 1 年やそこらで感染させてはいけない、そういう気持ちで

すれば静脈栄養のほうが感染率が高くなるのは当たり前です。

管理しなければならないと思います。

静脈栄養のほうが厳重な感染対策を講じるべきです。
小越先生：その通りだ。
ゼン先生：それに、同じ CV ポートでも使う頻度が違います。HPN
の場合は、毎日、針刺しをしたり、輸液投与をするんですから。
本気で無菌的管理をしないと、簡単に感染してしまいます、当
たり前です。
小越先生：化学療法目的よりも、静脈栄養目的の方が厳密な無
菌的管理をしなければならない、ということだな。
ゼン先生：もちろんです。そこの考え方が甘いんです。でも、
HPN 用の CV ポート留置よりも、化学医療法目的のほうが診療報
酬はいいんです。10 万円対 16 万円の差です。
小越先生：なるほど。そういう問題もあるのか。
ゼン先生：HPN 用のほうが留置に際して気を使うんですけどね。
小越先生：ポートを埋め込む位置なんか、特に気を使う必要が
あるな。
ゼン先生：それから、HPN の管理を実施する、訪問看護師や在宅

←4 年間、医歯薬出版の「臨
床栄養」に連載した［あな
たは知っていますか？いま
さら聞けない臨床栄養の常
識］を 1 冊の本として出版
しました。講演やセミナー
で抜き打ちに行った試験結
果を紹介しながら、その問
題についての解説をする、
というスタイルです。かな
り細かい点まで記載したつ
もりです。臨床栄養の常識
と私は思いながら執筆しま
したが、もはや常識ではな
くなっているかもしれませ
ん。薀蓄（うんちく）的な
内容も多いと思います。6 月
25 日に発売しました。

医が本当に HPN における無菌的管理法を理解して実践している
のか、これも問題だと思います。

【今回のまとめ】
1. 困った気候だった 7 月が終わりました。第 2 回 Medical Nutritionist セミナーは、逆走台風に邪魔されま
したが、無事、開催できました。レベルの高い内容ですから、来年は、もっと医師にも参加してほしいと思
っています。
2. 医師の栄養管理に対する関心が低くなっているのではないでしょうか。その結果、知識レベル、管理レベル
も低くなっているのではないかと思います。ゆゆしき問題です。
3. CV ポートは、安全に留置できて当然です。維持期も安全に管理できるように考えて留置してください。鎖
骨下穿刺であろうと、エコーガイド下であろうと、内頸静脈穿刺であろうと、橈側皮静脈切開であろうと。
4. 感染率は、カテーテルあたりの頻度だけではだめです。留置 1000 日あたりの発生頻度も計算して検討して
ください。これは、カテーテル感染を考える場合の常識です。
5. 化学療法目的よりも栄養管理目的のほうが感染率が高い？それは、維持期の感染対策をどうやっているかの
問題です。化学療法目的よりも栄養管理目的のほうが厳重な感染対策が必要です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

