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 中心静脈カテーテル挿入・管理  

＜挿入時の手順＞ 

 

【挿入の適応】  

 

 適応 説明 

1.  抗がん剤の投与 末梢静脈ラインから投与し血管外漏出と

なった場合、周辺組織の傷害が強くなる

ため。 

2.  昇圧剤の投与 末梢静脈ラインから投与し血管外漏出と

なった場合、持続投与していた昇圧剤投

与が中断され、循環動態に影響するため。 

3.  刺激性・腐食性・高浸透圧性薬剤の投与

（ガベキサートメシル酸塩、ナファモス

タットメシル酸塩、高濃度カリウム製剤、

降圧剤など） 

末梢静脈ラインから投与し血管外漏出と

なった場合、周辺組織の傷害が強くなる

ため。また末梢静脈ラインから投与した

場合、血管痛が強く現れることがあるた

め。 

4.  高カロリー輸液の投与 長期にわたり経腸栄養が不可能か不十分

な場合の栄養補給目的。 

5.  抗生剤の長期投与 末梢静脈ラインの定期的かつ頻回な刺し

換えによる血管のダメージを回避するた

め。 

6.  末梢静脈確保困難時 肥満・浮腫、頻回の末梢静脈ラインの刺

し換え、頻回の血管外漏出等により、末

梢静脈ラインが確保困難になった場合。 

7.  蘇生時 迅速に静脈ライン確保が必要な状況で、

末梢静脈ラインが確保困難なとき。 

8.  治療や診断器具の挿入・留置 各種の治療や検査で必要なデバイスを中

心静脈ルートから挿入留置する場合。

（ex.非カフ型/カフ型ブラッドアクセス

カテーテル、一時ペーシング・

Swan-Ganzカテーテル・心臓電気生理学

的検査・カテーテルアブレーションの際

のシース、V-A/V-V ECMO、植込み型ペ

ースメーカ類、CVポート） 
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【必要物品】  

 

1 マイクロニードル・

セルジンガーキット 

同梱物品：カテーテル本体（スタイレット付き）、Yサイト付

注射筒、持針器、ガイドワイヤー、金属穿刺針（67mm）、金

属穿刺針（34mm）、注射針（18G）、注射針（23G）、プラス

チックカニューラ針（59mm）、ダイレータ、固定具、注射筒

（12ml）、注射筒（6ml）、スポンジスティック（2本）、透明

ドレッシング、ドレープ、糸付き縫合針（曲針）、ガーゼ、ト

レイ、針置き、三方活栓（2個）、スカルペル、カップ 

 

2 穿刺用エコー  

3 滅菌プローブカバー

（エコー使用時） 
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4 ヘキザック AL 液

１％またはポピヨド

ン液 10%のボトル、

ハイポエタノール液

2%（ポピヨドンを使

用した場合） 

 

5 局所麻酔薬（1％キシ

ロカインポリアンプ 

5mlまたは 10ml） 

 

6 滅菌ガウン 

 

7 帽子、マスク、ゴー

グル（必要時） 

 

8 滅菌ゴム手袋  
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9 ヘパリンロック用

10ml（必要数）※手

術室、血管造影室で

は接続がルアーロッ

クタイプ、それ以外

はルアースリップ 

 

10 PNロック（手術室、

血管造影室で実施し

た場合＝ルアーロッ

ク用） 

 

11 PN プラグブルー

（カテーテルルーメ

ン数に応じた数を用

意） 

 

12 ド レ ッ シ ン グ 材 

（テガダーム  iv 

コンフォート） 

 

13 シルキーテックス

（10×5cm、2枚 1

枚はY字に切れ込み

を入れる） 

 

14 輸液・輸液セット・

点滴架台 
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15 生態情報モニター

（心電図モニター、

血圧計、パルスオキ

シメーター、呼吸回

数）  

 

16 救急カート  

17 酸素（酸素アウトレ

ット）、酸素コルベン 

 

18 除細動器（必要時に

すぐ使用できる状態

であればよい。AED

設置場所を把握して

おく。） 
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【手順】 ※待機的な CVCの場合。 

 

 医師の処置内容 看護師の介助手順 

1 ⚫ 医師が CVCの適応を決定し、CVCの

手順、必要性、リスクについて患者お

よび必要に応じて家族や関係者に説

明し了解を得て同意書にサインをも

らう。 

⚫ 必要に応じて説明時に同席する。同意

書のサインを確認する。 

2 ⚫ 実施予定日、予定時間を決定し、患者、

家族、担当看護師へ伝達する。 

⚫ 患者に実施予定日を伝達し確認する。 

⚫ 他に処置・検査の予定が有った場合は

時間を調整する。 

3 ⚫ 実施予定日に患者の全身状態に変

化・悪化がないか診察・確認する。 

⚫ 必要な血液データ、画像データを参照

する。 

⚫ 血管造影室に移動する場合、排尿、シ

ャワー浴（必要時）を済ませる。 

⚫ 血管像影用術衣もしくは手術着に着

替える。上半身の下着類は外す。 

4  ⚫ 血管造影室に出棟する場合、電子カル

テシステムで患者の照合、出棟確認を

済ませる。 

5 ⚫ 血管造影室へ移動させる場合、ベッド

移動か車いす移動か、安全な移動方法

を病棟担当者へ指示する。 

⚫ 血管造影室へ移動する場合は、安全に

留意し車椅子かベッドで移動する。同

意書を持参する。 

⚫ 血管造影室の処置台への移乗を手伝

う。 

6  ⚫ 血管造影室では術前患者チェックシ

ートを用いて手術室看護師に患者情

報の申し送りを行い、引き継ぐ。 

7 ⚫ 穿刺部位や穿刺方法に適した体位・体

勢を取るよう、看護師に指示する。穿

刺部体表面に汚れがあれば酒精綿や

剥離剤で拭き取る。 

⚫ 患者の上半身を脱衣する。 

⚫ 頚背部の下に吸水紙を敷く。 

⚫ まくらを外すか高さを調整し、頭部の

位置を調整する。 

⚫ 仰臥位にする。 

⚫ 穿刺部位に応じて体位を調整する。 

⚫ 膝関節の下にクッションを置き下肢

をやや高くする。 

⚫ 酸素を投与する（必要時）。 

8 ⚫ 生体情報モニターの各パラメータを ⚫ 心電図モニター、パルスオキシメータ
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確認し、新しい異常がないことを確認

する。 

ー、血圧計などの生体情報モニターを

装着する。 

9 ⚫ エコーを用いてプレスキャンを実施

し、穿刺血管周囲のリスクを評価す

る。 

⚫ 最適な穿刺方法を決定する。 

⚫ 必要物品を準備する。 

10 ⚫ CVC 記録表の項目に沿ってタイムア

ウトを実施する。 

⚫ CVC 記録表の項目に沿ってタイムア

ウトを実施し、確認とチェックを行

う。 

⚫ CVC 記録表は、電子カルテ＞カルテ

記載＞記事入力＞院内頻用テンプレ

ート＞CVC 記録表から呼び出して記

録する。 

11 ⚫ 高度無菌感染防御（アルコール等によ

る手指消毒、サージカルマスク、キャ

ップ、滅菌グローブ、滅菌ガウン、大

型ドレープ、滅菌プローブカバー）を

準備し行う。 

⚫ マスク、キャップの装着を確認する。

滅菌手袋を術者に渡す。 

⚫ 滅菌ガウンの装着を介助する。 

12 ⚫ カテーテルキットを開封し必要物品

の準備を行う。（穿刺針の選択と組み

立て、カテーテル内とガイドワイヤー

のヘパリン生食による充填など） 

⚫ カテーテルキットを開封し術者に渡

す。 

⚫ 消毒用のトレイにヘキザック AL 液

１％またはポピヨドンを必要量注ぐ。 

⚫ アルコールの過敏性がないか確認す

る。 

13 ⚫ 術野の消毒とドレーピングを行う。そ

の際十分な乾燥時間を置く。 

 

14 ⚫ 局所麻酔薬の準備：1％キシロカイン

ポリアンプ 5ml をシリンジに吸引す

るか、カップに注いでもらう。 

⚫ シリンジに 23G針を装着する。 

⚫ 1％キシロカインポリアンプ 5ml を

術者が吸いやすいように介助する。 

15 ⚫ 穿刺予定部位と縫合固定予定部位の

皮下に浸潤麻酔を行う。 

⚫ リドカインショックの徴候がないか、

患者に声がけし、バイタルサインの確

認を行う。 

16 ⚫ 麻酔の効果を確認後血管穿刺を行う。

血管穿刺はリアルタイムエコーガイ

ド法を標準とする。 

⚫ モニターを観察しバイタルサインに

変動がないか注意する。 

⚫ 経時的にバイタルサインの値を記録
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する。 

⚫ 非鎮静下の患者には適宜声がけをし、

異常の早期発見に努める。 

⚫ 異常が発生した場合はただちに術者

に報告する。 

17 ⚫ ガイドワイヤー、ダイレータ、カテー

テル挿入：血管造影室では透視下で実

施する。ガイドワイヤーの静脈内留置

をエコーによるポストスキャンで確

認する。 

⚫ カテーテル挿入後、ガイドワイヤーが

抜去されていることを確認する（血管

内遺残がないことの確認）。 

⚫ カテーテル挿入長を術者に確認し記

録する。 

18 ⚫ カテーテルのすべてのルーメンをPN

プラグブルーで閉鎖し、ヘパリン生食

でフラッシュする。 

⚫ ヘパリン生食の追加が必要であれば

準備する。 

19 ⚫ キット同梱の固定具を使用し、固定具

と皮膚を針付き糸と持針器で縫合固

定する。 

 

20 ⚫ 挿入部と縫合固定部を消毒し、透明ド

レシング剤（テガダーム iv コンフ

ォート）でドレシングする。 

⚫ シルキーテックスでルートを U 字に

湾曲させ固定する。 

⚫ 接続する輸液・薬剤があれば接続す

る。 

21 ⚫ 確認：胸部 X-pを撮影しカテーテル先

端位置が適切か評価する。 

⚫ 合併症の有無を評価する。 

⚫ カテーテル先端位置の評価、合併症の

有無、穿刺回数を術者に訊く。 

⚫ カテーテルの使用可否を術者に確認

する。 

22 ⚫ 生体情報モニターを確認し問題なけ

れば中止を指示する。 

⚫ 生体情報モニター中止の指示を受け

て中止する。 

23 ⚫ CVC実施記録を完成させる。 

⚫ 血管造影室では端末上にある

⚫ CVC実施記録を完成させる。 

⚫ 不明点は術者に確認する。 
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Goodnet の CVC 実施記録を作成す

る。 

⚫ 電子カルテには必要事項を記載する。 

⚫ そのほか患者の状態、刺入部の止血の

有無など必要な看護記録を完成させ

る。 

24 ⚫ 異常や違和感がないか、患者に確認す

る。 

⚫ 着衣を整える。 

⚫ 周辺部の血液の汚れなどを清拭する。 

⚫ 患者の状態に変化がないか、確認す

る。 

25 ⚫ 鋭利物を針捨てに捨て、廃棄物を感染

ゴミとして廃棄する。 

⚫ 血管造影室から患者を移動させる場

合、処置台からの移乗を介助する。 

⚫ 手術室看護師から申し送りを聞く。 

⚫ 患者を病棟へ移動させる。 

補

足 

⚫ 処置中に患者が急変するか状態が不安定になった場合は、ためらわず院内緊急コ

ール（内線 2999）を実行する。 

⚫ 合併症が発生した場合は、その後の対応を術者と協議し、必要な処置を行う。そ

の後インシデントレポートを作成する。 

 

【注意点】 

1. 局所麻酔や静脈穿刺時は、患者に声をかけながら行い動かないように注意する。 

2. 介助にとらわれることなく、患者の観察を十分に行い、気分不快や疼痛の有無につい

て声をかける。また、穿刺中に誤って肺を穿刺した場合、気胸となり呼吸苦を訴える

ことがあるので、同時に呼吸困難等の症状を観察し状態の変化に応じ適切に対処する。 

3. その他の合併症として、血腫（皮下、縦隔）、動脈穿刺、血胸などがある。 

4. 長期にわたり留置するときは、感染症、血栓形成に注意する。 

 

＜中心静脈カテーテルの管理方法＞ 

 

【感染防止策】                           

1. 挿入部位の選択 

(ア) 感染予防の面からみれば第一選択としては鎖骨下からエコーガイドで腋窩静脈

穿刺が望ましい。 

(イ) 内頚静脈、大腿静脈からの挿入も選択肢にある。 

(ウ) 機械的合併症、感染性合併症、血栓性合併症のリスクとの兼ね合いで、穿刺挿

入部位は選択する。 

2. 挿入部の皮膚衛生 

(ア) 挿入部は透明ドレッシング剤で保護し、出血・血腫・挿入部感染などの有無を

観察できるようにする。 



 10 

(イ) 穿刺挿入前および挿入後はシャワー浴、清拭などを行い挿入部位の皮膚の清浄

化を図る。皮膚の清浄化を図る事で挿入部位の細菌数を減らし十分な消毒効果

を発揮できる。 

(ウ) 挿入部は広範囲にヘキザック AL 液１％かポピヨドンで消毒し十分に乾燥させ

る。 

 

【カテーテル挿入時の管理】 

1. 中心静脈カテーテル関連血流感染の発生を低下させるため、マキシマル・バリアプリ

コーション(帽子・マスク・滅菌ガウン・滅菌手袋・大きなドレープを使用し必要に応

じてゴーグル着用)を行う。 

2. 待機的な CVCは、安全と感染対策に最大限配慮するために、原則として血管造影室で

実施することとし、一般病棟の患者のベッドサイドや処置室では実施しない。 

3. 手術前、手術中、手術直後に CVカテーテルが必要な場合は、手術室で実施する。 

4. 緊急度・重症度から血管造影室への移動にリスクを伴う患者は、ER 、EICU、救急病

床、HCU、GICUで実施してもよい。 

5. 患者が急変し通常の方法では末梢静脈路が確保できないときは、緊急避難として、そ

の場での CVCの実施を考慮してよい。 

6. CVカテーテル挿入後、数時間から状況によって数日間は、急変に備えて生体モニター

を装着することが望ましい。 

7. 実施後、カテーテル先端位置を X-pで確認する。 

 

【カテーテル挿入部の管理】 

1. フィルムドレッシングの定期交換は週２回行う。ドレシング剤が浸出液その他で汚染

された場合はその都度消毒し交換する。 

2. 挿入部位は最低１回／日観察する。 

3. 観察項目：固定糸の状態（挿入長さの確認、縫合部位の確認）、挿入部の状態 (発赤・

腫脹・浸出液の有無)、感染徴候：発赤の有無・大きさ・排膿の有無 

＊発赤直径 0.5㎜以上や排膿がある場合は医師に診察を依頼する。 

＊挿入の長さの確認は、目盛をきちんと見ること。 

4. フィルムドレッシング交換時の注意点 

① ドレッシング交換時は手指消毒を行い、未滅菌手袋、マスクを着用する。 

② 挿入部は広範囲にヘキザック AL 液１％かポピヨドンで消毒し十分に乾燥させ、ド

レッシング材を貼布する。     

③ 看護記録内に挿入部位の状況を記録する。 

④ 皮膚のかぶれ、多汗、浸出・出血がある時は皮膚常在菌が増えるため、医師に相談

し滅菌ガーゼにて保護してからドレッシンング材を貼布する。 
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⑤ 滅菌ガーゼは連日、または汚染時に交換する。 

5. 固定について 

① テープの選択にはそれぞれ利点・欠点があり、患者の皮膚の状態に合わせて選択す

る。 

② ルートに湾曲をつけ、前の固定と同じ位置にならないように固定する。 

③ 消毒日・挿入長さを固定テープ側へ記入する。 

 

【輸液ラインの管理】             

1. セット交換（クローズドシステムを標準とする）は原則として週 2 回とする。輸液セ

ットは 72時間より頻回に交換しない 

2. 開放式三方活栓は原則使用しない。三方活栓を使用する場合は、必要最低限の数を装

着し、使用時は三方活栓からの側注は極力少なくする。側注する場合は前後でアルコ

ール綿にて注入口をきれいに消毒する。 

3. 血液製剤や脂肪製剤は感染防止の観点から CVカテーテルからではなく、末梢ラインか

らが望ましい。やむを得ず輸血・血液製剤・脂肪製剤を投与した場合、ルートは細菌

の増殖を促進させるためその都度、セット交換を行う。 

4. CV ロックは、ヘパリンロック用 10ml を使用しそのうちの 3～5ml を注入する。ロッ

クしてある CVを再開する時は生食で逆血を確認すること。ロックできないときは血栓

閉塞を疑い、主治医に報告する。ただし血栓閉塞予防にはヘパリンロックよりも、少

量でも持続的に輸液を投与しておくほうがよい。 

5. 輸液ルートの付け外しは絶対に素手では行わず、未滅菌手袋を着用すること。 

6. 高カロリー輸液が投与されている CVラインは、感染対策上、原則として単独で使用し、

側管には何も接続しない。 

7. 胸部 X線写真を撮影した際などは、身体・内臓の所見以外に、CVカテーテルの挿入長・

先端位置とその形状・遅発性合併症の有無・異常陰影の有無など、CVカテーテルに関

係した所見についても注目し、併せて評価する。 

8. 他施設からの転院患者の場合、自施設内の標準物品以外の物品が CV カテーテルや輸液

ラインに使用されているかどうか確認する。使用されていた場合は、使用方法の誤り

を防止するため、できるだけ院内標準物品に変更する。変更できない場合はその物品

の特性や使用法につき調べ、その情報を共有する。 

            

 

 

 

 

 



 12 

【抜去時の注意】  

1. CVカテーテルを抜去する際は、空気塞栓、失血、カテーテル遺残などに注意する。 

2. CVカテーテル挿入点に陰圧がかかり、空気を血管内に引き込まないように、体位は臥

位または Trendelenburg体位（骨盤高位、頭低位）で抜去する。座位、半坐位、あぐ

ら、立位では絶対に抜去しない（下図参照）。 

3. 胸腔に急激な陰圧がかかって CVカテーテル挿入点から空気を引き込まないように、抜

去時は会話をさせない。または息止めをさせる（ただし息止めをさせた場合は、時間

をかけると苦しくなり、突然大きく深呼吸し空気を血管内に引き込むリスクがあるの

で注意する）。 

4. CVカテーテル抜去後は数分間用手的に圧迫する。 

5. CVカテーテルを抜去した部位に通気性のないドレシング剤を貼付する（サージット、

オプサイト、カバープラストなど）。ガーゼ貼付のみは空気を引き込む可能性があり不

可。キュティプラストも通気性の面からは推奨しない。 

6. CVカテーテル抜去後はしばらく安静臥位を保持する。すぐには立位、歩行はさせない。 

7. 抜去部から出血があればアンギオロール、止血用圧迫綿、俵に巻いたガーゼ等でしば

らく圧迫する。 

8. 抜去に抵抗がある場合は無理な力を加えて抜去しない。心臓血管外科にコンサルトす

る。 

9. 抜去した CVカテーテルはそのまますぐには廃棄せず、長さや先端部を点検し、離断

していないことを確認する。カテーテルの離断を認めた場合、体内へ遺残している可

能性が高いので、X線写真、CTなどで断端を検索し、断端が発見されれば循環器内科

へコンサルトし抜去を検討する。 

 



 13 

【事故抜去が発生した場合の取り扱い】 

1. 事故抜去（自己抜去を含む）の発生を確認した場合、まず第一に発見者自身の安全と

感染防御（無滅菌手袋の装着等）を確立する。 

2. 患者の状態を評価する（意識レベル、精神状態、気道、呼吸、脈拍、生体モニターで

の各種測定）。不安定な状態、ショック状態であれば応援要請および院内緊急コール（内

線 2999）を実施する。 

3. 外出血、血管外漏出、軟部組織の傷害、血腫などの所見の有無と程度を評価する。 

4. 外出血が持続している場合や抜去部から空気が引き込まれる可能性がある場合は、用

手的に圧迫する。 

5. 抜去された CVカテーテルを点検し、離断の有無を評価する。離断がありその断端が不

明な場合は体内遺残の可能性を考慮し、可能であれば画像検索を実施する。 

6. 体内遺残を認めた場合は、循環器内科にコンサルトする。 

7. 出血性ショック、空気塞栓など重症化した場合は、ICUでの全身管理を考慮する。 

 

【その他の留意点】 

1. CVカテーテル挿入中の有害事象を早期に発見するためには、患者の新しい訴え、バイ

タルサインの異常、挿入部位、輸液ライン、データの異常、画像所見の異常が見られ

た場合は関係部署内で迅速に情報を共有し、CVカテーテルと関連した異常でないかど

うか検索し対応を協議する。 

2. CVカテーテルと関連した有害事象が発見された場合は、多職種・複数人で可及的早期

に対応を検討し実行する。緊急性がある場合は院内の緊急コールシステムを起動させ

る。 

 

血流感染についての詳細は、感染マニュアルを参照すること。 

1. 高カロリー輸液を持続投与する場合、原則的に２４時間以上かけて使用せず、次

の高カロリー輸液に交換する。 

2. カテーテル留置期間は短いほうが望ましい。（２～３週目に感染率は高くなり易

い）  

 

CVC全般についての手順、注意事項などは「佐久医療センターCVCマニュアル」を参照す

ること。 
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