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『HPN 患者は増えたけど、HPN の管理レベルは下がっている、
重大な問題です』
前回号（第 81 回）はいろいろ写真も出すことができたの
ですが、今回は、本当、写真も撮っていないので困り果て、
原稿を書き始める気になりませんでした。どこへも行ってい
ませんし、ほとんど誰にも会っていませんから。友人たちか
らの応援写真も、今回はありません。本当、どうしよう・・・。
思い出の写真でも使うか、そう考えながら、書き始めること
にしました。
誰にも会っていないと書きましたが、9 月 2 日に松末先生
と大阪市内で会食しました。地下鉄で行きました。電車に乗
ったのは久しぶり。何か月ぶりかな？ちょっとびくびくしな
がらでした。非常においしい食事でしたし、久しぶりに、い
ろいろ話もできました。松末先生と話していると、もっと臨
床栄養学の適正な普及に力を入れなくては、と思います。臨
床栄養学の適正な普及？今頃、こういうことを言わなくては

↑阪大の学生食堂です。新コロ対策を徹底しています。
「食事中
の会話はお控えください。マスクを着用してください。
」しかし、
食事後、出て行けばいいのに、私の後ろの席で二人でしゃべり
続けている不届き者がいました。
「食事後だから会話してもいい
はず！」と解釈している？食堂がここまで気合をいれて防止対
策を講じているのに、と思いました。

ならないのは非常に寂しいのですが。
18 日には ZOOM を用いて、一般社団法人静脈経腸栄養管理
指導者協議会（リーダーズ）の理事会。実際には会っていな
いのに画面の中で「久しぶり。元気？」そんな会話。3 月の
学術集会も、9 月の学術集会も、8 月の Medical Nutritionist
セミナーも開催できなかったので、会計としては赤字。これ
も仕方ありませんが、健全経営です。風が吹けば吹っ飛ぶよ
うな小さな学術団体ですが、なんとか、継続していきたいの
で、ご協力、お願いします。ZOOM での会議は、なんか、照
れますね。いろいろ、ネットでの講演会なども実施できると
のことですが、IT に弱い人間ですから・・・。
9 月 19 日から 22 日は 4 連休。世の中の人達は GoTo キャ
ンペーンでお外で楽しまれたようですね。高速道路はお盆と

↑大阪大学工学部の道路が一変しました。石垣ができていま
す。その後も工事は継続中。街路樹が全く無くなっています。
工事が完成したらどうなるんでしょうか。お楽しみに。

お正月の時に負けないくらいの渋滞もあったとのことです。
そんな連休の 3 日目、9 月 21 日の月曜日、千里金蘭大学食
物栄養学科の後期授業、臨床医学Ⅱの講義が始まりました。
「敬老の日」という祝日なのに？しかも、私は「敬老の日」
の対象者ですよ。大学の講義があるのは仕方がないのですが、
月曜日を休みにするの、やめて欲しい。「敬老の日」は 9 月
15 日に戻して欲しい。2003 年から敬老の日は 9 月の第 3 月
曜日になったのです。9 月 15 日なら今年は火曜日だったの
です。火曜日が休みになる、それは楽しい。11 月 23 日（月
曜日）の「勤労感謝の日」も講義があります。「働く人々に
感謝の日」でしょう？それなのに・・・。講義は、いろいろ
工夫をしたつもりですが、反応なし。そういう年代なんだ、
と思うよう努力しながら講義をしました。いつもの英語の問

↑国語に関する世論調査結果です。以前、話題にした「敷居が
高い」が取り上げられていました。
「敷居が高い」の本来の意味
は「相手に不義理などをしてしまい、行きにくい」です。私も
誤解していました。リーダーズは「敷居が高い」のではなく「学
術レベルが高い」のです。学術集会が開催できるようになった
ら、絶対に参加してください。
「敷居は高くない」ので。

題は、ソーシャルディスタンス、クラスター、東京アラート、
コロナウイルスなどを英語で書いてもらうようにしたのですが、出来は？大学生なんだから、このくらいは英語で書ける
ようになっておくべきだ、と思って出題したのですが、きっと、学生には不評でしょう。
「こんな英語、管理栄養士として
の仕事には関係ないでしょう!!!!!管理栄養士としてはもっと別に知っておくべきことがあるはずです。時間の無駄です。」
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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こう思われたはずです。教養としても不要？栄養食事指導
をしている時、教養が身に着いていると、できる管理栄養
士だ、と 1 ランク上がると思うのですが・・・。あああ、
後期の講師としての評価も平均点以下になるのは間違いな
い。でも、講義が終わった時、一人の学生さんがやってき
て「私の患者になってくれてありがとう」を読みました、
と言ってくれました。うれしかった！！一人でも私の講義
やその意図を理解してくれる学生さんがいるなら、がんば
れる、そんな思いになりました。
政治の世界では、安倍晋三氏が潰瘍性大腸炎の病状が悪
化したという理由で総理大臣を辞しました。自民党の総裁

↑近くの公園にこの碑がありました。この小説の舞台はここだ
ったのですね。掲載する写真はないか、と探していて見つけま
した。

選挙はひどかった。派閥政治は解消したのではなかったの
ですか？石破氏がかわいそう、堂々と選挙すべきだと思い
ました。石破氏が総裁になると、安倍政治で隠されていた
不正が暴かれるから、石破氏は絶対に勝たせてはならな
い？ひどい話です。それに、圧倒的多数で選出された菅氏。
安倍政治を継承する？森友問題、加計学園問題、桜を見る
会、などには触れない。それなのに菅内閣の支持率がもの
すごく高い。安倍総裁の時の内閣支持率は 30%くらいまで低
下していました。菅内閣は安倍政治の継承なのに高い支持
率になる？日本人って、ダメになっているのではないです
か。これが日本人の性質なのでしょうけど。もっと客観的
に、冷静に判断できる日本人であって欲しいと思います。
女性セブンの 10 月 8 日号に〔「昭和 29 年生まれ」はずっ

↑女性セブンの記事です。これ、女性セブンの許可をとらない
と掲載してはいけないのでしょうね。本当、ややこしくなって
います。本当は、ここに写っている方々、一人ひとりの許可を
得ないといけないのでしょうか？

と日本のフロンティアを走り続ける〕という記事。もちろ
ん買って、読みました。昭和 29 年生まれとして、安倍晋三、片岡鶴太郎、松任谷由実、黒岩祐治、石田純一、秋吉久美子、
立川志の輔、古舘伊知郎、林真理子、がリストアップされていました。私も 29 年生まれ。記事の内容は、どうってことあ
りませんでしたね。共産党の志位さんの名前はありませんでした。今度、厚生労働省の副大臣になられた公明党の山本博
司氏は、私の高校の同級生で、同じく昭和 29 年生まれです。別に・・・ですね。
大相撲では熊本出身の正代関が優勝。よかった。付き人に会って泣いていましたね。感動しました。何場所か前、勝っ
て、走って控えに戻っていた時の笑顔が忘れられません。いい人なんでしょうね。善人の大関誕生ですね。久しぶりに日
本人横綱が誕生するかも。怪我しないように気を付けてください。それから、女優の竹内結子さんがお亡くなりになりま
した。自殺？もったいない。素敵な女性でした。まだこれからなのに・・・。
9 月の最終土日に愛媛へ帰省。いろいろ写真を撮りました。ここに掲載するために。

↑故郷の家からの写真です。やっぱり故郷の海は・・・ああ故
郷だ、故郷だ・・・。

↑愛媛のお土産として「母恵夢」は非常に有名です。いろいろ
な味の母恵夢が作られています。「生母恵夢」が発売されてい
ました。私、食べたことがなかったのですが、食べてみました。
なかなかの味でしたよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

2

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

第８２回

小越先生：8 月と同じように、9 月もどこへも行けなくてつまら

ゼン先生：知っているんですか？

なかっただろう？

小越先生：君が何年か前の講演で使っていたネタだろう？

ゼン先生：もちろんです。だから、コロナ鬱だと言っているで

ゼン先生：そうなんです。昭和 28 年生まれは、横綱北の湖や竹

しょう？

下景子、松平健なんか有名人が多くて、昭和 30 年生まれは、明

小越先生：「鬱」な。漢字の書き方も、もう忘れているんじゃ

石家さんま、郷ひろみ、千代の富士、江川卓、掛布雅之、など

ないか？

がいて、昭和 29 年生まれは「狭間の世代」と言われていたんで

ゼン先生：覚えてます。「キ、カン、キ、ワ、キョウ、ワチョ

す。

ワチョワチョワチョ、ヒ、ミ」です。

小越先生：ところが、安倍晋三が総理になり、ユーミン、片岡

小越先生：そうか。それはよかった。それじゃあ「薔薇」は？

鶴太郎、などなどが活躍しているというんだろう？

ゼン先生：クサ、ツチ、ジン、ジン、カイ、クサ、ビー、イー

ゼン先生：はい。女性セブンを買って記事を読みましたが、ど

です。

うってことない内容でした。

小越先生：檸檬は？

小越先生：週刊誌のネタなんてそんなものだよ。もっと建設的

ゼン先生：キ、ウ、ゴコロ、サラ、テイ、キ、モウです。

なネタはないのか？

小越先生：なかなかやるじゃないか。

ゼン先生：静脈経腸栄養管理指導者協議会の理事会をウェブで

ゼン先生：こういうことででも楽しまないと、本当に「鬱」の

やりました。

ままになってしまいますから。

小越先生：ウェブ会議？

小越先生：そうだな。何か、楽しいことはなかったのか？

ゼン先生：そうです。画面上で「こんにちわ」でした。久しぶ

ゼン先生：楽しいことかどうかはわかりませんが、週刊誌の女

り、元気？そんな感じ。

性セブンに「昭和 29 年生まれはすごい！」という記事が出てい

小越先生：照れるだろう？

ました。

ゼン先生：確かに。照れます。こういう時期だから仕方ありま

小越先生：へええ。安倍総理やユーミンは 29 年生まれだろう？

せん。インターグループが仕切ってくれましたので、会議はう
まくいきました。
小越先生：それはよかった。
ゼン先生：リーダーズの名称変更もうまくいきました。手続き

↑淡路パーキングエリアです。後ろに見えるのは明石海峡大橋で
す。ちゃんとカメラを置いて自撮りができるようになっていまし
た。マスクをしての撮影です。

↑淡路パーキングエリアの観覧車と、恋人の聖地です。観覧車に
は川崎病院の海水浴の時に乗りました。もう 15 年以上前です。
恋人の聖地は全国至るところにありますね。

↑鳴門大橋を渡る時、運転中に撮影しました。こういうことをし
てはいけません。でも、そうでもしないとこういう写真は撮れま
せんよ。でも、危険ですから、しないでください。

↑この橋を渡る時、左にはオロナミン C とポカリスエットなどの
看板が見えます。大塚製薬です。鳴門市って、大塚製薬の町だな、
と実感しますよ。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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が完了しました。

ゼン先生：臨床栄養の 3 学会でも同じような解釈を海外の人は

小越先生：一般社団法人静脈経腸栄養管理指導者協議会になっ

するんでしょうね。

たんだな。

小越先生：だろうな。

ゼン先生：そうです。JSPEN が「静脈経腸栄養」を捨てたので、

ゼン先生：仕方ないでしょう。3 つの学会がそれぞれ、違う活

余計にがんばらないといけません。

動をしていると主張しているんですから。

小越先生：そうだな。がんばれよ。

小越先生：まあ、そうだな。要するに、JSPEN が日本静脈経腸

ゼン先生：日本では〔「栄養」とは「食」〕となってしまって

栄養学会という名称のままで活動していたら、何も問題は起こ

いますので、静脈栄養と経腸栄養を考える学会として、がんば

らないんだろうな。

らないといけません、本当に。

ゼン先生：名称を変更してしまったんですから、もう、どうし

小越先生：その通りだな。JSPEN が改称したのは、やっぱり、

ようもないでしょう。後ろを振り返らず、静脈経腸栄養管理指

寂しいものがあるよ。オレが理事長の時、日本臨床栄養学会と

導者協議会と名前を変えてさらに前へ進もうとしているリーダ

の区別も考えて日本静脈経腸栄養学会にしたんだけどな。学会

ーズを応援してください。

として、その名称はダメだった、だから改称した、としてしま

小越先生：そうだな。そうしよう。

ったんだからな。

ゼン先生：静脈栄養と経腸栄養は大事なんです。静脈栄養と経

ゼン先生：時代の流れかもしれません。

腸栄養がちゃんと実施できないと、本当の栄養管理はできませ

小越先生：しかしな、よく見ると、日本臨床栄養学会と日本臨

ん。どうこう言っても、食べられない患者さんはたくさんいま

床栄養代謝学会は名前が似すぎていないか？

す。その患者さん達に対しては、静脈栄養や経腸栄養で栄養管

ゼン先生：「代謝」がついているので区別はできるでしょう。

理をしてあげなくてはいけないんです。そうしないと、助ける

小越先生：しかし、名前から、両学会の活動内容が区別できる

ことができないし、元気にしてあげられないんですから。

か？

小越先生：その通りだ。そのために、ダドリックは TPN を開発

ゼン先生：そういう意味では、区別は難しいでしょうね。

し、ダドリックのおかげで近代栄養学というか、食べられない

小越先生：だろう？英語だって、Japanese society of clinical

患者に対する栄養管理が進歩し、普及したんだから。

nutrition（日本臨床栄養学会）と Japanese society for clinical

ゼン先生：そうです。それなのに、静脈栄養や経腸栄養をおろ

nutrition and metabolism（日本臨床栄養代謝学会）だよ。そうそ

そかにしたら、ダドリック先生に申し訳ありません。

う、英語というと、日本病態栄養学会の英語名は Japan society of

小越先生：この 1 月に亡くなってしまったけど。オレにも申し

metabolism and clinical nutrition だから、違いもよくわからないな。

訳ないだろう？岡田さんにも申し訳ないだろう？先人達に申し

外国から見ると、この 3 学会は区別できないんじゃないか？
ゼン先生：そういえば、大阪大学と大阪公立大学の英語表記が
問題になっています。
小越先生：University of Osaka と Osaka University だな。
ゼン先生：相当、もめていますね。
〔大阪大学は国際的に「Osaka
University」だけでなく「University of Osaka」としても広く認知
されている〕と大阪大学のホームページに掲載されています。
小越先生：これからどうなるんだろうな。

↑図書カードが当たったのです。うれしい出来事でした。毎月、
送るぞ！

↑久しぶりに栄養寺へ行きました。高橋住職は法事の最中だった
ので、挨拶はできませんでしたが。

↑久しぶりに、佐伯矩の記念碑と一緒に写真を撮りました。自撮
り棒を使ったのではなく、タイマーを使いました。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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訳ないだろう？

ゼン先生：本当は、そういう現状を調べたくてたまらないんで

ゼン先生：本当、そう思います。生きておられたら、きっと、

すが、難しすぎます。

叱られます。

小越先生：そうか。

小越先生：間違いない。あの世で怒っているぞ。

ゼン先生：輸液の内容も、病状を考えてはいないようです。エ

ゼン先生：はい。その通りです。

ネルギーやアミノ酸、水分の投与量、それを厳密に考えてはい

小越先生：まあ、君はそこのところがわかっているけどな。と

ないはずです。

ころで今回はどんな話題にするつもりなんだ？

小越先生：そうか。電解質輸液だけとか、エルネオパ NF1 号

ゼン先生：HPN です。

1000mL だけとか、だな。

小越先生：HPN か。在宅静脈栄養法だな。

ゼン先生：そうです。在宅医療を担当している会社や調剤薬局

ゼン先生：そうです。在宅 IVH ではありません。

に話を聞くと、そういう雰囲気です。

小越先生：わかっているよ。在宅医療が普及しているから HPN

小越先生：対象が、高齢者や癌末期の患者さんがほとんどなん

のレベルも上がっているんだろうな。

だろう？

ゼン先生：本気でそう思っておられますか？

ゼン先生：そうだと思います。

小越先生：そうじゃないのか？

小越先生：そいじゃあ仕方ない部分もあるんじゃないか？

ゼン先生：違います。HPN のレベルは下がっています。
小越先生：へええ、と言いたいところだが。
ゼン先生：在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定件数はものす
ごく増えています。
小越先生：だろう？
ゼン先生：それと管理レベルとは別です。
小越先生：どのくらい増えているんだ？
ゼン先生：1996 年は月に 724 件でしたが、2019 年は月に 6343
件に増えています。
小越先生：1 年では、その 12 倍だな。8688 件／年から 76116
件／年に増えたのか。すごい増加率だな。10 倍近くだな。
ゼン先生：そうです。
小越先生：それだけ、在宅静脈栄養を実施している患者が増え

↑八幡浜市の道の駅です。左の看板は「ちゃんぽん」です。顔を
入れて撮影できるようになっていますが、いくらなんでも、恥ず
かしいので写真はとっていません。八幡浜には新コロ患者は出て
いませんが、テイクアウト、お持ち帰り、そんなことにもなって
いました。

ているんだ。いいことじゃないか。
ゼン先生：そうでしょうか、私はそうは思っていません。安易
な在宅静脈栄養が増えていることの証明です。その結果として
どうなったか？本気の HPN 患者をきちんと管理できなくなっ
ているんです。私としては、HPN という名称は使わないで欲し
いと思っています。輸液を投与しているだけなんですから、
Home Infusion Therapy で HIT としてもらうほうがいいように思
います。
小越先生：HIT か。区別したいのだな。
ゼン先生：そうです。本気の HPN のレベルを保つには、そうで

↑伊予サービスエリアからの写真です。松山湾と島々も見えま
す。いい天気で、いい写真が撮れました。

もしないといけないと思います。
小越先生：本気の HPN か。どこが本気なんだ？
ゼン先生：まず、適応ですね。胃瘻の代わりの HPN がものすご
く増えているようです。
小越先生：「ようです」？君らしくないな。数字では示せない
のか？
ゼン先生：すみません。そうしたいのはやまやまなんですが・・・。
小越先生：そんなにあっさりと、素直に謝られると責める気は
なくなるけど。

↑伊予サービスエリアにも恋人の聖地がありました。カメラを置
く台もありました。なので、一人で写真を撮りました。
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：その点は、私も受け入れなければならないかもしれ

が最大の要因のようです。

ないと思います。でも、もう少しは考えた輸液管理をして欲し

小越先生：セレンを知らない？

いと思います。

ゼン先生：知らないんです。セレン製剤を発売しましたので、

小越先生：そういう状況だったら、脂肪乳剤は投与していない

と紹介や説明をしに行くと、「セレン？何？」という返事が返

だろうな。

ってくるのだそうです。

ゼン先生：ほとんど投与してないようです。

小越先生：なにい？セレンを知らない？そんなレベルなのか、

小越先生：そうだろう。

今の医療者は。

ゼン先生：脂肪乳剤の必要性なんて考えていないはずです。

ゼン先生：そうなんです。長期 TPN を実施するとセレン欠乏症

小越先生：そうかもしれないな。病院での TPN だって、脂肪乳

に陥るなんて、聞いたこともない、そんなレベルなんです。そ

剤をほとんど使っていない施設もあるんだからな。

の上、セレン欠乏症の説明をしても、なかなか欠乏症に陥らな

ゼン先生：今は在宅医療連合学会に名称も変わっていますが、

いんだろう？投与する必要なんてないよ、面倒だし、という反

日本在宅医療学会は、脂肪乳剤の投与に関しては否定的な見解

応なんだそうです。

でしたし。

小越先生：そうか、それは大変だ。

小越先生：否定的？

ゼン先生：低セレン血症の段階でアセレンドを投与する必要が

ゼン先生：私が日本在宅医療学会の谷水先生（診療報酬担当）

あります。セレン欠乏症に陥って、心筋障害などの状態に陥る

と一緒に診療報酬の問題で厚労省に相談に行って、診療報酬を

と、不可逆性になるという知識がないんです。

算定できるようにしたんですが、その後の学会としてのコメン

小越先生：困ったもんだ。セレンは、数多い微量元素欠乏症の

トは、大塚製薬工場との共同の意見ですが、お薦めはしません、

中でも、欠乏症になると死に結び付く微量元素だということを

という雰囲気だと私は理解しました。

認識してもらわないといけないな。

小越先生：しかし、ちゃんと使用方法は掲載しているんだろう？

ゼン先生：本当、そうです。勉強してもらわなくては。欠乏症

ゼン先生：しています。でも、こう記載されたら、脂肪乳剤は

に陥ったらアセレンドを投与しなければならない、ではなくて、

使いにくい、そんな感じでした。

欠乏症に陥る前にアセレンドを投与しなければならないんです

小越先生：企業としては、厳重な管理をしてもらわなくては、

から。

という考えだろうな。

小越先生：その通りだ。そこまで理解してもらわないとなあ。

ゼン先生：それは否定しませんが。現場では、非常に使いにく

とにかく、セレンについての啓発活動が必要だということだな。

くなっています。

ゼン先生：はい。そこから始めなくてはなりません。

小越先生：そうそう、長期 TPN となると、昨年、セレン注射剤

小越先生：HPN 用としての CV ポートの使い方は、CV ポート

の「アセレンド」が発売されただろう？

の猛者が増えているから大丈夫だろう？

ゼン先生：はい。長期 TPN というか、HPN のトピックでした。

ゼン先生：CV ポートを留置する、そっちの猛者は増えていま

本気の HPN を実施している私達にとっては、本当にうれしいこ

すが、管理には興味がない猛者が大部分ですから、大丈夫では

とでした。

ないでしょう。

小越先生：アセレンドはたくさん処方されているんだろう？

小越先生：在宅の訪問看護師が管理を理解していればいいじゃ

ゼン先生：それがですね、販売元の藤本製薬の方と話をすると、
かなり困っておられます。
小越先生：要望があるからアセレンドを開発して販売すること
にしたんだろう？
ゼン先生：もちろん、そうなんです。
小越先生：藤本製薬って、知られていない会社なのか？
ゼン先生：そんなことはありません。非常にやる気のある会社
だと思います。会社の方針が「ひとのやらないことをやれ」だ
そうです。まあ、セレンの治験をしているのは「ピップフジモ
トという会社だ」なんて言った臨床栄養の領域の有名人もいま
すが。
小越先生：そんなやつがいるのか。まあ、いろんなやつがいる
から仕方ないけど。しかし、なぜ、困っているんだ？
ゼン先生：セレンそのものを知らない医療者が非常に多いこと

↑長期 TPN 症例では、セレン欠乏症が発生するリスクがあること
を知っておくことが重要である。セレン欠乏症の症状が出る前に
対応しなければならない。心筋に不可逆性の変化が生じる恐れが
ある。長期 TPN 症例では血清セレン濃度を測定し、低セレン血症
の段階でアセレンドの投与を開始するべきである。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ないか。

ットを作る時、ポートの真ん中に皮膚切開線が来るような埋め

ゼン先生：本格的に勉強して CV ポートの管理を実践している

込み方をしているのも見たことがあります。

訪問看護師がどれくらいいるんでしょうか。

小越先生：ポートの縁に皮膚切開線が来ないようにしないと、

小越先生：これも見様見真似か？

傷が開いたりするんじゃないか？

ゼン先生：そうだと思います。だから、きちんとした管理法が

ゼン先生：そうなんです。そういうことも知らずにポートを埋

実施できないから感染して CV ポートを抜かざるを得ない場合

め込んでいるのか、そんな気がします。もう何十年も前ですが、

が多いんです。もう一つの問題は、CV ポートはなかなか感染

それで苦労した患者さんがいました。ポートを埋め込む手技の、

しないと思い込んでいる医療者が非常に多いことです。

基本中の基本です。これも、ちゃんと指導を受けていないんで

小越先生：そこは大事だな。CV ポートだってちゃんと管理し

しょうね、外科医として。

ないとすぐに感染するという認識が必要なのは当然だ。

小越先生：君は本当にいろいろな経験をしているんだな。

ゼン先生：CV ポートの猛者は多くなっていると言いましたが、

ゼン先生：しているというより、させてもらいました。患者さ

例えば、患者さん自身がポートに針刺しを行う場合にはどこに

んが先生だ、というのを実感しています。そうそう、上腕ポー

ポートを埋め込めばいいのか、それを理解している CV ポート

トですが、私はやり始めた時から、カテーテルを挿入するのは

の猛者はほとんどいません。

上腕の内側ですが、皮下トンネルを作って上腕の外側にポート

小越先生：自分で管理する場合にはポートを埋め込む場所は特

を埋め込むようにしています。でも、全国調査をすると、上腕

別なんだろう？

の内側にポートが埋め込まれている患者さんのほうが多いんで

ゼン先生：特別という表現はどうかと思いますが、自分の目で

す。

見える部位にポートを埋め込む必要があることを理解していな

小越先生：それはなぜなんだ？

い猛者がほとんどです。

ゼン先生：私の論文を読んでくれていないのが一つの理由だと

小越先生：へええ、今でもそうなのか。

思いますが、そもそも、皮下トンネルを作成して上腕の外側に

ゼン先生：そうだと思います。私の経験では、ちゃんと、ポー
トを自分の目で見える部位に埋め込んでいる患者さんは見たこ
とがありません。
小越先生：見たことがない？本当か？
ゼン先生：はい。もう随分前のことですが、東京から紹介され
てきた患者さんは「ポートへの針刺しが非常に下手で、失敗し
て感染します。なんとかしてください。」という手紙を持って
こられたんですが、ポートが鎖骨のすぐ下に埋め込まれている
ので患者さんは見ることができないんです。だから、うまく針
刺しができなかったんです。すぐに CV ポートを入れ換えて、
患者さん自身が目で見える部位にポートを移しました。そうす

↑自分でポートへの針刺しをする HPN 患者さんでは、ポートをど
こへ埋め込むかが非常に重要です。この患者さん、A の位置にポ
ートが埋め込まれていて針刺しで苦労していました。B の位置に
入れ換えたら、非常に上手に、失敗することなく針刺しができる
ようになりました。この患者さんが針刺しが下手なのではなく、
こんな場所（A）にポートを埋め込んだ主治医が悪いのです。

ると、見えない部位での針刺しをしていたので、実は、非常に
上手に針刺しができるようになっていたんです。だから、その
後は全然失敗しなくなったんです。
小越先生：なるほど。患者さんが悪いんじゃなくて、主治医が
ダメだったんだ。
ゼン先生：ダメだった、という表現はしてはいけないんじゃな
いですか？
小越先生：まあ、そうだな。君は、その時、どういう説明をし
たんだ？主治医が悪い、こんな所にポートを埋め込んではいけ
ないん、なんて言ったんじゃないか？
ゼン先生：言ったかもしれませんが、否定したのではなくて、
ここに埋め込むとちゃんと見えるから針刺しが楽にできますよ、
とポジティブに説明したと思います。
小越先生：ポジティブな説明か？まあいいだろう。
ゼン先生：それから、ポートの埋め込み方法ですが、皮下ポケ

↑ポートをどこに埋め込むか？手術の前に、患者さんに座っても
らい、ここなら見えるという部位を示してもらいましょう。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ポートを埋め込むほうが手技的に難しいし、面倒なんです。内

ゼン先生：そうです。10 年、20 年という単位で CV ポートの管

側に埋め込むほうが楽なんです。

理をしなければなりません。

小越先生：それが理由なのか？

小越先生：君が診ている患者さんは、どういう状況なんだ？

ゼン先生：それだけではないとは思いますが、要するに、正し

ゼン先生：私の患者さんは、みなさん優秀なので、カテーテル

い方法を知らないんでしょう。JANVIC でこれを議論にした時、

感染はほとんど起こしていません。管理システムをしっかりし

ポートは外側に埋め込む方法があること自体知らなかった、と

て、指導した通りに管理してくれたら、ほとんど感染しません。

言った医師がいましたから。

小越先生：すばらしい患者さんたちだな。

小越先生：なるほど。

ゼン先生：「私の患者になってくれてありがとう」で紹介した

ゼン先生：もう一つは、患者さんの立場に立って考えていない

絵里さんなんて、17 年間、1 回も感染しませんでした。

んでしょうね。上腕の内側って、皮膚が非常に柔らかいんです。

小越先生：すごく厳重な管理をしていたんだろうな。

吉川くんに調査してもらいましたが、皮膚の厚さも上腕では外

ゼン先生：もちろんです。私のほうが感謝しています。

側のほうが内側より厚いんです（吉川正人、ほか：皮膚の厚さ

小越先生：ほかの患者さんもなんだろう？

の差異からみた上腕ポート留置部位選択の一考察―内側か外側

ゼン先生：一番長く HPN をやっている患者さんは、もう 40 年

か―．Med Nutr PEN Lead 2019;3:124-128） 。それに、針を刺す

になります。短腸症候群です。上大静脈も下大静脈も閉塞して

時、内側のほうが痛いだろうし、ポートで皮膚が盛り上がるか

いますので、側副血行路からカテーテルを挿入しています。

ら胸壁と擦れるはずです。

小越先生：へええ、40 年か。

小越先生：そういういろいろなことを考えて、上腕外側のほう

ゼン先生：もう一人の患者さんは、20 年前に鎖骨下穿刺でカテ

がいいと判断しているんだな。

ーテルを挿入しているんですが、同じ経路からの入れ替えで、

ゼン先生：もちろんです。とにかく、HPN っていうのは、何年

もう 20 年になります。

も実施するんですから、本当にしっかりと考えて実施しないと、

小越先生：20 年間、同じ経路からカテーテルを入れ換えて管理

苦労するのは患者さんです。そこをもっと考えて欲しいんです。

しているのか。すごい。

小越先生：その通りだな。特に、短腸症候群やクローン病の患

ゼン先生：そこまで考えて HPN は実施しなければなりません。

者さんって、何年も HPN をやるんだからな。

小越先生：そういうやり方って、どうやって勉強するんだ？

ゼン先生：1 年や 2 年で感染するような管理をしたら、患者さ

ゼン先生：あまり勉強している医師はいないんじゃないです

んがかわいそうです。良性疾患なんですから。

か？

小越先生：20 歳代で HPN を開始したら、60 年、70 年も HPN

小越先生：君が書いた「私の患者になってくれてありがとう」

をする必要があるという計算になるな。

↑上腕ポート、上腕の内側に埋め込むと、針を刺す時も痛そうで
しょう？胸壁で擦れないように注意しなければなりません。上腕
ポートでは、上腕の外側にポートを埋め込んでください。患者さ
んのことを考えると、絶対に外側のほうがいいんです。そんなこ
と、簡単にわかると思うのですが・・・。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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には、いろいろ具体的な記載もあるな。
ゼン先生：そうですね。何人かの HPN 患者さんが、あの本を読
んで、相談のメールが来ました。
小越先生：そういうこともあるな。もっとあの本を読んで欲し
いな。医師にも、看護師にも・・・そうだな、すべての医療者、
日本人みんなだ。
ゼン先生：そう思っています。先生、もっと強く推奨してくだ
さいよ。
小越先生：そうだな。「井上善文著『私の患者になってくれて
ありがとう』いい本です。HPN に関連している医療者全員に、
そして、一般の方にも読んでもらいたい。医師と患者の関係、
そして、栄養管理そのもの、輸液管理、HPN について、きちん
と書かれているから。推奨します。」これでいいな。
ゼン先生：ありがとうございます。

↑島根県松江市で一番大きな本屋さんでの写真です。真紀さんが
撮って送ってくれました。なんと、私の本と西口先生の新コロの
本が並んで置かれています。新コロの本はものすごく売れていま
す。私の本も、買って読んで欲しいのですが・・・。

【今回のまとめ】
1. 新型コロナウイルスに負けるな！なんて表現は好きではないけど、そうとでも言いたくなります。新コロの
おかげで世の中が変わってしまっていますから。
2. 政治の世界っていやですね。アメリカもそうですが、日本も。自分のことより国民のためを優先して考えて
くれる政治家って、いないし、出てこないのでしょうね。
3. 在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定件数はものすごく増えています。それに伴って管理レベルも上がって
いればいいのですが、逆です。安易な輸液療法（Home Infusion Therapy:HIT）が増えて、本気の HPN がで
きなくなっています。
4. 脂肪乳剤もきちんと投与してあげましょう。長期 TPN 症例にはアセレンドを投与してください。セレン欠
乏症に陥る前に投与しなければなりません。
5. CV ポート、ちゃんと留置できて当たり前。大事なのは留置後の管理です。何十年と管理する、そういう意
識で埋め込んでください。
6. 「私の患者になってくれてありがとう」買って、読んでください。栄養管理のレベルが上がります。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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