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『せっかく留置した CV ポートなんだから、
便利、便利という考えではなく、
もっと大事に扱わなくては』
もっと大事に扱わなくては』
今回の原稿は、NHK の紅白歌合戦を見ながら、聞きながら書いています。現在、
『嵐』が歌っています。何を歌っている
のか、わかりません。初めて聞く歌ですから。最初からずっと紅白歌合戦を見ていますが、知らない歌がほとんどで、に
ぎやかで、華やかで・・・。歌って、何なのでしょうね、と思ったりしながら、です。今から最後の歌、
『トリ』の歌。松
田聖子の歌です（こうやって原稿として書いていると、歌手や俳優って、呼び捨てですよね。あの美空ひばりだって『さ
ん』をつけませんよね）
。松田聖子のデビューは 1980 年だそうです。すごいことですよね、もう 35 年になるのですか。こ
ういう風に、静かに歌っているのを聞くのが、歌なんじゃないかな、と思うのは、
『古い』のでしょうか。でも、騒がしい
ばかりの歌で、何が言いたいの？という歌を聞かされるのは、時間の無駄なんて思ったりするのですが、これも、古い考
え方ですよね。聞かなきゃいいんですよ。でも、いいんじゃないですか？受け取り方は、一人ひとり違うはずなんですか
ら。それにしても、なんとか 48 というグループがたくさん出場しました。AKB48 というのだけは、なんとか、知っていた
のですが、SKE48、HKT48、NMB48 なんていうグループが出てくると、わかんない、そんな感じです。この 4 グループだけ
で約 200 人の出演者です。エグザイル？何を言ってるのかわからないし、その関連のグループ？レコード大賞をとったの
ですが、たまたまその番組を見ていたのですが、聞いたこともない歌で、これがレコード大賞？なんて思ってしまいまし
た。不良っぽいね、そこが若者に受けるのでしょうか。水森かおりが、高い所で歌っていましたが、小林幸子の後継者？
でも、遠くから見ると、赤くなったタコに見えました。すてきな女性だから、ふつうに歌えばいい歌かもしれないのに。
サザンオールスターズ、福山雅治、別の会場で、何万人もの人が集まっているところからの中継でしたが、なんとなく、
特別扱いするのもなんだな、なんて思ったのですが、ファンの方々に叱られますかね。ついでに紅白歌合戦にも出演した
ろうか、みたいな感じなんでしょうね。私としては、薬師丸ひろ子、石川さゆり、松田聖子、天童よしみ、五木ひろしの
歌は、聞けてうれしかった、かな。あとは、わかりません、良さが理解できません。iPS 細胞の山中教授が審査員で出て
いましたが、さすがのノーベル賞受賞者も、単なる一市民として楽しんでおられたように思えました。それは、それで、
なんか、ほっとしました。そうそう、東京五輪音頭は、やっぱり、三波春夫、でしょうね。あの笑顔を思い出しました。
さて、12 月ですが、忙しかった。最初の行事は、阪大の IVH 研の忘年会。私が大学に戻ってから再開したので 2 回目。
今回も 24 人が集まりました。平均年齢？もちろん 50 歳以上です。60 歳以上になってしまっているかも。今度、計算して
みます。最後には 60 歳以上だけが集まって記念写真を撮影しました。RTP の測定をパルチゲンプレートで行っていて、そ
れがネフェロメーターに変わった時は、ちょうど、私が IVH 研の責任者の時だったのです。確か、昭和 63 年頃のことなの
ですよね。RTP って、その頃の栄養アセスメント指標としてのトピックだったのです。そんなことも思い出しました。阪
大の IVH 研に研究員として派遣され、RTP を測定していた、味の素の研究所の方が来ていたのです。
12 月 5 日には PICC の講演会のために山陰労災病院へ。寒い日で、岡山から米子までの中国山地は、雪が積もっていま
した。当然、米子も雪だろうと思っていたら、全然雪はありませんでした。もちろん、祭り寿司を食べながら汽車旅行を
味わいました。山陰労災病院では、『PICC 導入の勧め』というタイトルで講演し、その後、ハンズオンセミナー。みなさ
ん、熱心にエコーガイド下 PICC 挿入術をシミュレーションしておられました。山陰労災病院には、もう、何回、講演に出

↑2014 年 IVH 研の忘年会。今回の会場は、ちょっと騒がしくて、話し
声がよく聞き取れなかったのです。2015 年の忘年会は、ホテルでも予
約して、静かな所でやります。そうなんですよ、耳も遠くなってきて
いる方もおられるはずですから。実は、一昨年の健康診断で右耳が高
音の難聴と言われて、少々落ち込んだのです。昨年の健診では、異常
なしでした。

↑これは、還暦以上の方々の写真です。私が一番若いのです。
ちょうど還暦ですから。岡田正先生の薫陶を受けた面々で
す。笠原先生が最高齢ですが、お元気です。次が高木先生か
な？最近、歌を歌っていないようですので、今度、カラオケ
に行きましょう。山下先生は、山崎先生を研修医の頃の思い
出で叱っていました。この関係は、この年になっても続いて
いるのだそうです。阪大の第一外科では、一年違えば奴隷同
然、という言い伝えがありました。根津先生も髪が真っ白に
なりましたね。私？ノーコメント。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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かけたのでしょうか。終わってからの懇親会会場は、もう何回目だったでしょうか。記憶にあるだけで 3 回目でした。そ
して、いつも宿泊するのは皆生温泉。今回も、いい湯でした。もっと、ゆっくりしたかった。翌朝は米子鬼太郎空港（鬼
太郎という名前加えるの、悪くないけど・・・高知龍馬空港というのもあります。いろいろ、あるみたいです。
）から羽田
空港へ。神奈川 NST フォーラムでの特別講演のためでした。でも、早く着きすぎたので横浜観光をしました。クルーズ船
に乗って横浜港をめぐりました。よく考えたら、この船、何年か前に外科代謝栄養学会の懇親会で乗船したことがあった
のです。日米和親条約の記念碑、日本郵船記念館などへ行き、早めに会場へ。神奈川 NST フォーラムには最初から参加し
ました。またまた、ついつい、きつめのコメントを言ってしまいました。終わってから、その海老名総合病院の石井先生
とはメールでやりとりもしています。ごめんなさい、こういう性格ですから。研究会が終わってからは、三宅くん、千葉
くん、林くん、森さん、添野さんと一緒に食事。元祖、牛鍋。味噌味の角切りのすき焼き。うまかったけど、でも、私は
醤油味の方が好きかな？それにしても、思いが同じ方たちとの会食は楽しいですね。三宅くんとのお付き合いも、もう何
年になるのでしょう。年は一緒なんですが、どっちが年上に見える？態度は、私の方が大きいようです。今回、調子に乗
って余計なこともしゃべってしまったようで、ちょっと反省しています。

↑山陰労災病院の方々との懇親会のお店にあった、横綱の手形。
誰の手形か、全部、理解していたつもりなのに、もう忘れました。
一人、名前を聞いてもわからない横綱がいて、驚きました。私が
アメリカ留学中に横綱になって、引退したのです。空白の 4 年
間？

↑山陰労災病院 NST の方々との懇親会です。もうおなじみの顔ば
かりです。この会場も 3 回目かな？みなさん、非常に明るくてい
い雰囲気で活動しておられるようです。この写真は、撮影のアン
グルが悪いです。奥の方の方が非常に小さく見えますから。

↑米子鬼太郎空港の、鬼太郎達です。妖怪ウォッチってはやって
いるそうですね。紅白歌合戦で初めて知りました。もちろん、ゲ
ゲゲの鬼太郎はよく知ってますよ。でも、妖怪やお化けって、嫌
いなんです、私。怖いのです。ホラー映画なんて、誰が見る？見
たくないです。わざわざ、そんなものを喜んでみる必要もないで
しょう。

↑横浜湾クルーズです。この船で約 1 時間。船内ではいろいろ説
明もありましたが、忘れました。スパゲッティを食べながら、の
んびり、景色を見ていたのです。ま、のんびりした時間でした。
何年か前の外科代謝栄養学会の懇親会は夜で、ハワイアンショー
がありました。覚えてます。

↑海の日って、こういう意味があったのです。知らなかった。で
も、現在は『海の日』は 7 月 20 日ではなくて、7 月の第 3 月曜日
になってしまいました。これって、おかしいでしょう？良くない。
体育の日は 10 月 10 日で、東京オリンピックの開会式の日だった
のに、10 月の第 2 月曜日？おかしいでしょう。成人の日は 1 月 15
日だったのに、1 月第 2 月曜日。休みが多すぎます。月曜日の休み
って、診察日が月曜日の担当は困るのです。体育の日は 10 月 10
日、敬老の日は 9 月 15 日、その方がいいと思います。

↑上が氷川丸、下は豪華客船。こんなんで世界一周旅行に行きた
い、なんて思ったりするけど、きっと、倦きますよ。時間を持て
余します。乗ってみたいけど、ま、2 泊 3 日が限度かな？3 泊 4
日までならがまんできる？ずっと乗っていたいと思うようにな
るかも・・・。乗ってみないとわからない！！
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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12 月 9 日には、2016 年の日本外科学会会長の澤教授の、プログラム委員会。偉い教授達が集まっていました。私は、栄
養・代謝・感染の領域のプログラム委員に選んでいただきましたので、出席してきました。早々とプログラムを決めて、
一番早く会場をあとにしました。やっぱり、日本外科学会なんていうのは、組織としてきちんとしています。事務局がき
ちんとしている、これが基本でしょう。代議員も、一人一人が自分の考えをきちんともっている方々の集まりです。学会
って、個人的な考えで動くものではないし、そうであってはいけないのです。JSPEN とは、組織力が全然違います。参加
者は、JSPEN の方が多いかもしれません。いや、延べ参加者数は、もちろん外科学会の方が多いと思います。でも、外科
医はさぼって？途中でいなくなるから、実際に会場にいる人の数は、圧倒的に JSPEN の方が多いはずなのです。だから、
神戸での JSPEN 学術集会の運営は大変なのです。
12 月 14 日には東京でエキスパートナースフォーラム。片多、栗山、井上で 9 時から 17 時までの講演会。片多くんは、
昨年と同じ、スライドを動かす『黒曜石』を、まだ使っていました。え？壊れてないの？私のは不良品だったの？そんな
感じ。会場で、日生病院時代に私が手術した患者さんが挨拶にきてくれました。うれしかった。東京で栄養士として働い
ているのです。自分が手術した患者さんが元気にやっておられるのをみると、本当、うれしいものです。東京も寒かった
けど、熱い講義でした。私は、いつもの通りでした。
12 月 20 日、21 日は、私にとって最後の TNT 研修会。感慨深いものがありました。１回だけ、自分の手術のために講師
ができなかったのですが、今回が近畿地区の第 51 回だったので、ちょうど 50 回、近畿地区で講師をしたことになります。
50 回という、いい区切りで辞めることになったのかな、という感じ。講義開始前に試験をして、2 日間のセミナー後にも
う一度同じ試験をする、という形式も、これで終わり。全部のデータがありますので、近いうちに TNT の効果として論文
にさせていただきます。TNT についての論文を書いてきたのは私ですし、外国で発表したのも私ですし、という感じで TNT
には関与してきたのですが、こんな形で終わって、ちょっと残念。一緒に講師をやってきてくれた仲間に申し訳ないとい
う気持ちでいっぱいです。ごめんなさい。

↑横浜港です。ランドマークタワー、インターコンチネンタルホ
テル、横浜はすごい。神戸より大きい街です。観覧車も横浜のほ
うが大きい。でも、神戸には神戸の良さがあります。神戸の観覧
車の電飾はきれいですよ。もちろん LED です。JSPEN の 30 回は
神戸で開催しますが、横浜で開催された第 29 回よりも、大勢の
方に来てほしいな。よろしくお願いします。神戸は、いい街です。
神戸らしい趣があります。

↑神奈川 NST フォーラムの後、なわのれん、という元祖牛鍋屋さ
んへ行きました。楽しい、いい時間でした。本気で臨床栄養を考
えたいと思っている、そんな話を、ちょっと勢いに乗ってしまっ
てしゃべり過ぎたような感じ。本当、純粋にそう思っているので
すよ、私。今の JSPEN は、ちょっとずれてしまっている、そう思
います。本質を見逃しているように思います。

↑日米和親条約締結の記念碑があるなんて、知りませんでした。
1853 年にペリーが浦賀に来て、その翌年、日米和親条約を結ん
だのです。1858 年が日米修好通商条約締結で、井伊直弼が天皇
の勅許を得ずに締結した、ということで時代が動いたんですよ
ね。でも、確かに、いろいろ評価はあるだろうけど、井伊直弼が
この条約を敵結したことで、横浜は開港して、現在のように繁栄
するようになったのです。井伊直弼の銅像が横浜にあること、横
浜の方々も知らない、それもどうかな？最近、正しい歴史認識に
ついて考えることが多くなっています。井伊直弼って、そんなに
悪者だったのでしょうかね。薩摩と長州が明治維新で官軍になっ
たから、そういうことになっているのかもしれません。

↑片多先生は、講義がお上手です。講演というより、講義ですね。
いい教師だ、そんなイメージです。壇上から降りて、会場を動き
回り、身振り手振りがすばらしい。右手の薬指の黒いのが、例の
『黒曜石』です。これを使って、スライドを送るのです。私なん
て、買って 2 回使っただけで壊れてしまいました。使い方が荒い？
そんなことはないのです。不良品だ！もう忘れていたのに、片多
くんが使っていたので思い出してしまった。悔しい！

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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12 月のもう一つの重要な仕事は、消費者庁の特別用途食品制度に関する委員会。中村丁次先生、佐々木敏先生、石見佳
子先生と 4 人で、いい議論ができたと思います。検討内容？まだ、しゃべってはいけないようですが、総合栄養食品の内
容は、ほとんど変わらないようです。
そして、クリスマスから年末にかけては、孫の世話、ユニバ、帰省と、忙しかったのですが、それだけではなく、照林
社からいただいた依頼原稿の執筆で、大変でした。でも、無事、新年を迎えることができました。
新しい年、2015 年を迎え、がんばるぞ、という気持ちに満ちあふれた状態でこの原稿を書いているのです。

↑近畿地区 TNT は、セミナーが始まる前に試験をします。真剣に
回答しているシーンです。採点は、1 日目の夜に私が採点し、一
問一問、一人ひとりのデータを入力し、修了書を渡すときにお返
しします。2 日間のセミナーが終わったら、全く同じ試験をやり
ます。かなり得点は上がります。医師が、いかに臨床栄養につい
て勉強していないのか、その証明ですよ。TNT セミナー受講前後
のデータ、何千人分も持っています。ちゃんと論文にしなければ
なりませんね。セミナーも、やりっぱなしはダメ。ちゃんと効果
を検証しなければ。

↑講義が続くと、いかにやる気があっても寝てしまいます。仕方
ないですよね。でも、途中で全員が立ち上がって、背伸び体操を
やります。そして、また、講義を聞いてもらいます。2 日間、が
んばってくれたら、それなりの成果はあるはずです。

↑西口先生の 3 連発。2 日間のセミナーが終わってからの最後の
全体写真を撮影する時、大阪市立総合医療センターへ患者さんの
治療のために帰っていたのです。だから、3 枚、ここで写真を出
すことにしました。本当に長いことありがとうね。

↑私にとって最後の TNT。今回の講師は、松村先生、伊藤先生、
西岡先生、曺先生、西口先生。いいチームワークでした。長い間、
ありがとうございました。

↑最後の記念写真。今回も松村先生に仕切ってもらって、いい写
真がとれました。明るい、いい雰囲気です。やる気のある研修医
たちが、これからの臨床栄養の領域を背負ってくれるでしょう。
くれる、はずです。
↑近畿地区の研修医対象の TNT では、この臨床栄養の領域の先人
に特別講演をしていただいています。小越先生、大柳先生、入山
先生、松末先生、そして、今回は馬場先生にお願いしました。講
演の内容が難しくて理解できない研修医も多かったでしょうが、
馬場先生のこの領域に対する意気込みは理解してもらったと思い
ます。がんばれ、若人。私は、馬場先生の紹介をさせていただき、
そして、最後の修了書を渡して・・・私の TNT は終わりました。

↑私にとって最後の TNT ということで、アボットジャパンの方々
と一緒に記念写真。感慨深いものがあります。本当、協力してい
ただき、ありがとうございました。あなた方の力がなかったら、
この TNT は成功しなかったと思います。本当にありがとう、心か
ら。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：あけましておめでとうございます。今年もよろ
ゼン先生

ゼン先生：はい。学会の中で、私の出番が挨拶だけで全然
ゼン先生

しくお願いします。

ないのですよね。それが、どう、受け止められるか、です

小越先生：いやいや、こちらこそ、よろしく。今年もよろ
小越先生

よね。

しく、ということは、今年も、このゼン先生の栄養管理講

小越先生：君の講演を聞きたいと思っている人も多いんじ
小越先生

座に、オレを出演させてくれるってことか？

ゃないか？

ゼン先生：はい、そのつもりです。いろいろ状況が変わっ
ゼン先生

ゼン先生：いいんです。私の学会に対する姿勢を理解して
ゼン先生

たり、私の気が変わったり、いつ、どうなるかはわかりま

欲しい、そっちを優先したかったんです。司会や座長、講

せんが、その時は、許してください。

演など、突然問題が起こったりしたらピンチヒッターとし

小越先生：いいよ、いいよ。君が思うようにやればいいん
小越先生

て出ますから。

だよ。

小越先生：ハハハ、司会、座長、講演演者の予備員か？会
小越先生

ゼン先生：ありがとうございます。
2015 年という新しい年。
ゼン先生

長は。それも面白いな。

私は、今、還暦なので、0 歳というつもりで、新たな気持

ゼン先生：トラブルなく、進行して欲しいと思っています。

ちでがんばろう、なんて思っているのです。

小越先生：そりゃあそうだ。ところで、今回の会話のネタ
小越先生

小越先生：あと、まだ、60
年生きるのか？
小越先生

は何なんだ？

ゼン先生：そういうことは考えていませんよ。人間、自然
ゼン先生

ゼン先生：いつも、お気遣いありがとうございます。この
ゼン先生

に年をとって、自然に消えていく、それの繰り返しなので、

年末年始は、CV ポートの管理についての依頼原稿を書いて

無理なことは期待していません。自分に与えられた運命の

いたんです。CV ポートについては、化学療法目的に使う症

中で精一杯生きるだけ、そんなつもりでいます。

例、胃瘻の代わりに使う症例、非常に増えていましてね。

小越先生：なかなか謙虚な発言だな。
小越先生

でも、使い方など、本当はわかっていないのに見よう見ま

ゼン先生：謙虚ですよ。強引なことをやっても、無理なこ
ゼン先生

ねで使っている人が多くて、かなりトラブルも発生してい

とは無理なんですから。よくわかっているつもりです。

るようなんですよ。

小越先生：そうだな、確かに、その通りだ。
小越先生

小越先生：胃瘻の代わり、というのは医学的に間違いだと
小越先生

ゼン先生：無理せず、自然に、そんな
2015 年にしようと思
ゼン先生

思うけど。

います。

ゼン先生：そうなんです。でも、実際に
CV ポートはよく使
ゼン先生

小越先生：でも、今年は
2 月の日本静脈経腸栄養学会の学
小越先生

われていますから、その使い方もきちんと教えないとダメ

術集会の会長だから、大変だな。

でしょう。

ゼン先生：そうでもないですよ。地道に準備しています。
ゼン先生

小越先生：確かに、そうだな。その原稿は完成したのか？
越先生

ジェフの江口さん、藤村さん、佐藤さん、そして石渡社長

ゼン先生：完成して、出版社に送りました。正月は、ずっ
ゼン先生

がきちんとやってくれていますので、うまくいくと思いま

と、研究室に来て原稿を書いていました。

す。

小越先生：正月って、家で、のんびりテレビでも見ながら
小越先生

小越先生：今のところ、大きな問題はないんだな。
小越先生

過ごせばいいのに。

ゼン先生：そうですね。ちょっとした改革的な形になって
ゼン先生

ゼン先生：確かに、箱根駅伝なんか見ながら、のんびりす
ゼン先生

いるかもしれませんので、いろいろ批判はあると思います。

るのもいいんでしょうが、今年は、なんか、気持ちがあせ

小越先生：ま、どういう運営をやっても、批判は絶対にあ
小越先生

っていて、そういう雰囲気じゃなかったんです、自分とし

るからな。

ては。

ゼン先生：でも、
今回は、会長のための学会運営ではなく、
ゼン先生

小越先生：君の正月の過ごし方に、どうこういうつもりは
小越先生

参加者目線でやっているつもりなんです。ただ、正直、司

ないけどな。

会や座長など、一人一役にさせてもらいましたので、出番

ゼン先生：いいんですよ、これが私流ですから。
ゼン先生

が少なくなったじゃないか、という不満を持っておられる

小越先生：その
CV ポートだけど、単純に『ポート』って
小越先生

方はいるかもしれません。

呼ぶ人が多いな。それでいいのか？

小越先生：この学会は、大きくなって、出番を作ってあげ
小越先生

ゼン先生：ダメですよ。CV
ポートは、
『ポート』と『カテ
ゼン先生

なくてはならない人が多いから、一人一役、という発想は、

ーテル』の組み合わせで構成されているんですから。日本

若い人達にとってはうれしいんじゃないか？

語でも、本当は『完全皮下埋込み式ポート付
ポート付きカテーテル』
ポート付

ゼン先生：そうなんですけど、いろいろ・・・いろいろな
ゼン先生

として欲しいんですよね。だから、
『ポート』ではなく、
『CV

考え方の人がいますから。

ポート』と呼んで欲しいと思っています。

小越先生：余計な心配せず、思うようにやってみたらいい
小越先生

小越先生：なるほど、ポートとカテーテルで
CV ポート、
小越先生

んじゃないか。君の考えを理解してくれている人はたくさ

いいんじゃないか。その CV ポートって、便利だよな。

んいると思うぞ。

ゼン先生：確かに、便利ですよ。カテーテルの先端は上大
ゼン先生
静脈に留置されていますから、刺激の強い薬剤だって、す

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ぐに薄められます。抗がん剤、カテコラミン、TPN 輸液、

小越先生：やったな、前々回の会話だ。
小越先生

なんでも投与できます。

ゼン先生：今回は、化学療法との関連の話をしようと思っ
ゼン先生

小越先生：それに、感染率も低いんだろう？感染しない、
小越先生

ていたんですよ。

と考えている人もいるようだな。

小越先生：化学療法に
CV ポートを使った場合は、感染率
小越先生

ゼン先生：そこが問題なんですよ。その考えで安易な使い
ゼン先生

も高くないから、問題はないんじゃないか？

方をしているから、結構、問題が起こっているんですよ。

ゼン先生：そうでもないようですよ。それにしても、抗が
ゼン先生

小越先生：感染率は低いんじゃないのか？
小越先生

ん剤の無菌調剤のほうが、TPN の無菌調剤よりも診療報酬

ゼン先生：理論的には、体外式カテーテルの、カテーテル
ゼン先生

が高いというのは、気に入らないし、納得もできないんで

の外壁に沿って菌が侵入するという経路がないので、感染

すが。

率は低いはずです。

小越先生：気に入らないといっても、それは、決められた
小越先生

小越先生：なるほど。だったら、感染率は低いといっても
小越先生

ことだから仕方ないだろう。

いいんじゃないか。

ゼン先生：わかっています。でも、決める方々が、このあ
ゼン先生

ゼン先生：でも、皮下ポケットの感染が起こることはあり
ゼン先生

たりのことをわかっていないんですから、そういう意味で

ますし、そうなると、カテーテルの外壁を通って一気に全

仕方ない、と思っています。

身性の感染症となります。感染率が低いと言えるかどうか

小越先生：ま、そうだな。その気持ちはよくわかる。
小越先生

は、カテーテル感染の原因となる微生物がどこから来るの

ゼン先生：問題は、CV
ポートが便利なのはわかっているの
ゼン先生

か、という問題について考える必要があるんです。アメリ

ですが、抗がん剤の投与目的に留置した CV ポートを、TPN

カは、カテーテルの外壁を伝って微生物が入る経路を重要

に使ってもいいのか、ということなんです。

視していますが、私は、輸液の汚染や輸液ラインを介して

小越先生：いいんじゃないか、厳重な感染対策を講じたら
小越先生

微生物が侵入する経路が感染の 70%程度を占める、という

感染率は低いんだから。

風に考えています。ヨーロッパ系もそう考えているんです

ゼン先生：厳重な感染対策を講じていれば、ですよ。厳重
ゼン先生

よ。私の考え方の基本となる論文は、スペインからの論文

な感染対策が徹底されている施設って、どれほどあるんで

です。この考え方をすると、CV ポートの感染率は低いと、

しょうか。

単純に考えてはいけないことになります。

小越先生：そうきたか。
小越先生

小越先生：そういうことなのか。だったら、感染率は低い
小越先生

ゼン先生：そこですよ。そこが問題です。化学療法をやっ
ゼン先生

ということで安易な管理をしてはダメだな、当然だけど。

ていると、食欲が落ちる、栄養障害に陥る、さて、TPN で

ゼン先生：そうです。厳重な感染対策をしなければならな
ゼン先生

もやらなくては。そうだ、CV ポートが入っているじゃない

いんです、言うまでもありません。特に、CV ポートを用い

か。すぐに TPN ができるじゃないか、ということになるん

て静脈栄養をやるほうが、感染率が高いんです。

ですよね。

小越先生：化学療法の方が感染率は低いんだな。
小越先生

小越先生：そういう意味では、確かに、CV
ポートって便利
小越先生

ゼン先生：データがありますよ、ちゃんと。だから、CV
ポ
ゼン先生

だな。

ートを用いて TPN はやるな、
という論文もあります。
逆に、

ゼン先生：しかし、感染対策は十分ではない。熱が出た。
ゼン先生

TPN の感染率の高さを強調しすぎているという矛盾もあり

どうする？白血球も減っている。カテーテル感染？CV ポー

ます。

トを抜かなくては。しかし、抗がん剤治療はまだまだ続け

小越先生：しかし、君が診ている
HPN の患者さん達は、CV
小越先生

たい。抜きたくないな。抗生剤でロックするか？そうこう

ポートを用いて TPN をやっているじゃないか。

しているうちに感染が重症化してしまう、という問題が起

ゼン先生：厳重な感染対策をやったら、ものすごく感染率
ゼン先生

こるんですよ。

が低い管理ができるんです、実際には。しかし、それがで

小越先生：それは大問題だな。
小越先生

きていないから感染率が高くなるのに、その感染対策につ

ゼン先生：そうなんですよ。だから、私は、理想論かもし
ゼン先生

いて議論することなく、CV ポートを使った TPN をやると感

れませんが、入院して TPN をやるんだったら、上腕 PICC

染率が高い、そんな議論になっているからダメだ、と言っ

を挿入して、そこから TPN をやるようにしなさい、CV ポー

ているのです。CV ポートは感染しないと単純に思っている

トは抗がん剤投与だけに使いなさい、という指導をしてい

人たちがいて、CV ポートを用いて TPN をやると感染率が高

ます。

いからやらない方がいい、という人達がいて、本当、矛盾

小越先生：なるほどな。わかるよ、君の考えは。しかし、
小越先生

していますが、それも現状なのでしょう。

そこまで考えて PICC を入れる医師がいるだろうかね。CV

小越先生：確かに、な、その通りだな。
小越先生

ポートが入っているから、簡単に TPN ができるから、TPN

ゼン先生：でしょう？問題は、
胃瘻の代わりに CV ポートを
ゼン先生

をやろう、と考える医師が大部分なんじゃないか？

使っている人達ですよ。この人達は、CV ポートについて理

ゼン先生：そうだと思います。でも、感染対策が十分では
ゼン先生

解できていないんじゃないでしょうかね。あれ？この話は

ない、感染した、CV ポートを抜かなくてはならない、抗が

もうやりましたよね。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ん剤が投与できない、そうなったら、患者さん達がかわい

小越先生：確かに、そうだ。昔、阪大の岡田さんが鎖骨下
小越先生

そうですよ。

穿刺のほうがいい、と言っていた時、オレは、鎖骨下穿刺

小越先生：確かに、PICC
を入れて管理しておけば、CV ポ
小越先生

って危険だ、気胸も起こりうるし、血胸も起こりうるじゃ

ートは抜かなくてすむ、そういう方法があるのに、それを

ないか。肘の静脈から挿入すれば、そういう問題は起こら

採用せず、CV ポートを抜かざるをえなくなる、そういうこ

ないんだから、と主張していたんだが、その通りだろう？

とだな。

ゼン先生：先生が肘の静脈から挿入していたカテーテルに
ゼン先生

ゼン先生：そうです。もっと、ちゃんと考えて管理して欲
ゼン先生

比べると、今のカテーテルは柔らかいので、レベルは違い

しいんですよね。もちろん、感染対策がきちんとしていな

ますけど、基本的な考え方は、先生の考え方が正しいと、

ければ、PICC だって感染しますから。でも、その場合でも、

思います。

とりあえず PICC を抜いてみる、という方法で管理するこ

小越先生：だろう？しかし、君は、本当は岡田さんの味方
小越先生

とは可能ですから。

をしないといけないんじゃないか？

小越先生：確かにそうだ。なるほどな、そこまで考えてい
小越先生

ゼン先生：それは、先生の発言とは思えませんね。人間関
ゼン先生

るのか、君は。

係より、医学的にどちらが正しいのか、それを考えるべき

ゼン先生：もちろんですよ。そういう意味でも、PICC
はい
ゼン先生

なんじゃないですか。

いんです。

小越先生：そうだよ、その通りだよ。医学的に、PICC
のほ
小越先生

小越先生：CICC
を挿入する時は、挿入する術者もドキドキ
小越先生

うが CICC よりも安全だから、こういう場合には PICC が適

するし、合併症が起こらないか、患者さんもドキドキする

応になるし、うまく使うと非常に有用だ、と言いたいんだ

けど、PICC の場合は、もっと気楽に挿入することができる、

な。

という意味だな。

ゼン先生：そうです。大事な、恩のある師匠や先生であっ
ゼン先生

ゼン先生：え？先生。CICC
って、知っているんですか？
ゼン先生

ても、間違っていることは間違っていると言える、それが

小越先生：知ってるよ。Centrally inserted central venous

大事ですよね。

catheter、中枢挿入式中心静脈カテーテルだろう？鎖骨下

小越先生：オレもそう思うよ。ま、そういう生き方をする
小越先生

穿刺や内頚静脈穿刺で挿入するカテーテルのことだよ。君

と、出世もしないし、つらい生き方になるかもしれないけ

が書いた原稿を読んでるからな。確か、臨床栄養の 11 月

どな。

号に『いまさら聞けない臨床の常識』という連載に、
『PICC

ゼン先生：よーく、本当によーくわかっていますよ。60
年
ゼン先生

と CVC は同じ？違う？』という論文をかいていただろう。

間も生きてきますと、そういうことがよくわかります。で

ゼン先生：論文というようなものではないと思っています
ゼン先生

も、そういう下手な生き方って、直すことができませんよ、

が、あれ、読んでくださったのですか？

今更。

小越先生：もちろんだ。オレも、CVC
の一種として PICC と
小越先生

小越先生：わかっているよ。特に、君に関しては、な。
小越先生

いうものがあると思っていたのに、最近、なんか、PICC と

ゼン先生：ありがとうございます。
ゼン先生

CVC は違うもの、みたいな感じになっていて、納得できな

小越先生：ところで、今回の会話の結論はどうなるんだ？
小越先生

い部分があったんだ。だから、あの論文は、オレの頭の中

ゼン先生：CV
ポート留置中の患者さんには、とにかく、も
ゼン先生

を整理してくれたよ。

っと感染対策を注意深くやるべきだ、と言いたいんです。

ゼン先生：ありがとうございます。そういう考え方の人が
ゼン先生

小越先生：それから、化学療法目的に留置した
CV ポート
小越先生

多いから、確かに、すっきりさせたかったんです。

は、できるだけ化学療法専用に使え。TPN が必要になるこ

小越先生：ちょっとした論文でも、見ている人は見ている
小越先生

とも多いが、
入院して TPN をやるんだったら、
できたら PICC

んだぞ。だから、手抜きしてはダメだって、いつも言って

で TPN をやる、それを推奨する、ということだな。

るだろう？

ゼン先生：そうなんです。CV
ポートを、もっと大事に・・・
ゼン先生

ゼン先生：そうですね。気をつけます。というか、いつも
ゼン先生

大事に使って欲しい、それが、今回の会話で言いたいこと

そういう気持ちで書いています。

なんですよ。

小越先生：わかってるよ。君の姿勢は。
小越先生

小越先生：大事なことだな。それは、患者さんのためであ
小越先生

ゼン先生：その、PICC
は気楽に挿入できる、という話なん
ゼン先生

る、ということだな。

ですけど。

ゼン先生：確かに、CV
ポートは、いろんな目的にも使える
ゼン先生

小越先生：そうだった。話が少し横にそれてしまったな。
小越先生

ので、非常に便利だし、その時は患者さんも楽なんです。

ゼン先生：いいんですよ。
いつものことですから。その・・・
ゼン先生

でも、本当に深く考えたら、こういう考え方もある、とい

PICC の適応をどこまで広げるか、それは、ちゃんと考えて

うことです。

おかなければならないのですが、ちゃんと考えて利用すれ

小越先生：なるほどな。今年も、ためになる会話をしよう
小越先生

ば、PICC を用いて非常にいい管理ができる、そこが大事だ

な。

と思うんです。

ゼン先生：ありがとうございます。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。
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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１３回

↑クリスマスイブに、孫を連れてユニバへ行き、世界一のクリスマスツリーを見てきました。点灯式は盛大でした。もう、これ以上
の説明は不要でしょう。ユニバって、ユニバーサルスタジオジャパンのこと。東京の方にはわからないそうです。ジェフの江口さん
と藤村さんが言っていました。USJ、ユーエスジェイでしょう？マクドとマックの違いと同じです。

【今回のまとめ】
1. 2015 JSPEN in 神戸まで 1 ケ月ちょっととなりました。本当、もうすぐです。発表の準備は、
もう始めておられますか？直前になってあわてないように、早めの準備をお願いします。
2. 『ポート』は『
『ポート』は『CV
CV ポート』と呼ぶことにしてください。『ポート』は、カテーテルが接続さ
れていない、シリコーンゴムで蓋をした本体だけを意味するのですから。
3. 化学療法目的に使うほうが、
化学療法目的に使うほうが、TPN
TPN 目的に使うよりもカテーテル感染の発生率は有意に低いので
す。TPN
す。TPN 目的で CV ポートを使う場合は、特に感染対策を厳重に実施してください。
4. 化学療法目的に留置した CV ポートは、できるだけ TPN に用いるのは避けたいと思っています。
そういう場合は、PICC
そういう場合は、PICC を用いて TPN を行い、TPN
を行い、TPN が終われば PICC を抜去する、という管理を
推奨します。
5. 今回の主張は、もっと CV ポートを大事に扱ってください、ということです。便利、
ポートを大事に扱ってください、ということです。便利、便利で使
うのではなく、感染させないよう、合併症を起こさないよう、もっと真剣に考えて使って欲し
いのです。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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