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はじめに 

 

CVC（Central Venous Catheterization, 中心静脈カテーテル留置術）は、様々な文化的背

景や経歴を持つ不特定多数の医師が、それぞれ独自の意見を持って実施していること、院内の複数のエ

リアで実施していること、医局・看護部・診療協力部など横断的な調整が必要であること、どの病棟でも

CV カテーテルの管理ができなければならないことなどから、その標準化・リスク管理・統制・コンセンサス形

成が非常に困難な医療処置である。しかも一般的な医療処置であるにも関わらず、発生する合併症の

種類は多種多様で重篤化する場合も少なくないことが以前から知られている。加えて近年、CVC 全体

の実施件数が減少傾向にあり、不特定多数の術者では一人あたりの実施件数が少なくなり、質の維持

がますます困難になってきている。 

2017 年 3 月に日本医療安全機構（医療事故調査・支援センター）から医療事故の再発防止に

向けた提言第1号として、中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析―第 1報― が公表され、10例の

CVC に関連する死亡事例が検討された。CVC は現代においても “危険手技”であり、最大限の安全

対策をとるよう勧告されたことは、大きな衝撃をもって受け止められた。そして患者安全の立場から、この

「CVC の安全対策」に組織的に取り組むことは、すべての医療機関の責務であることがあらためて周知さ

れた。 

このような背景から佐久医療センターでは CVC に関する諸問題の調整を一元的に行うことを目的とし

て、CVC管理委員会を立ち上げた。取り組みのひとつとして、不文律で運営されていたCVCの各手順を

明文化し院内ルールとして標準化した、この「佐久医療センター CVC マニュアル」をまとめた。このなかに

CVC の準備、手順、管理、研修教育、資格制度などをすべて落とし込んだ。 

このマニュアルにおける CVC の定義は、大静脈を穿刺し中心静脈（上大静脈・下大静脈）に佐久

医療センターで採用されている CV カテーテル（COVIDIEN SMAC プラス、シングル・ダブル・トリプル・ク

ワッドの各フルキット）の先端を留置する処置、とする。ただしほかにも CVC に類似した多くの処置がある

（ex.PICC 挿入、トンネル型 CV カテーテル、非カフ型・カフ型ブラッドアクセスカテーテル挿入、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挿入、

V-A/V-V ECMO、植込み型ペースメーカ類、CV ポートなど）。これらの処置で発生する合併症も CVC

と類似しているため、本来ならば CVC と同等の安全対策が必要である。しかしそれらの処置すべてをマニ

ュアル化し認定制度を作ることは非常に困難であるので、それらを実施する医師は、この CVC マニュアル

をベースに各科専門領域でそれぞれの処置に特化した標準手技を確立し、認定基準を定めることを期

待する。各科部長は配下の医師の血管穿刺に関する知識・技術・マニュアル順守態度について責任を

持つことを提言する。 

なお、緊急時の CVC と成人以外（新生児、乳児、幼児、小児）の CVC は、このマニュアルを適用

することがかならずしも適切でない場合があるため、別途検討が必要である。 
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第 1 章 CVC 術者認定制度                             

 

1. CVC に関連する有害事象・合併症を予防・低減する目的で、CVC 術者の知識・技術を佐久医

療センターとして担保する仕組みのひとつとして、CVC 術者認定制度を設置する。 

2. CVC 術者認定医（以下認定医）は CVC 管理委員会が審査・認定し、病院長が任命する。認

定医資格を取得した医師には、認定医証を発行する。 

3. CVCを実施する医師およびCVC手技を指導する医師は、認定医資格を有する医師に限定する。 

4. この認定制度は令和 2 年4月 1 日の時点で佐久医療センターに在籍する、1年次初期研修医、

2 年次初期研修医から対象とする。 

5. 認定医の資格を取得するには以下の条件を満たすことが必要である。 

(ア) CVC トレーニング基礎コース：1 年次初期研修医は CVC トレーニング基礎コースを受講し、

ポストテストに合格すること。ポストテストの合格基準は正答率 80%以上とする。 

(イ) CVC トレーニング応用コース：基礎コースを終了し、将来的に佐久医療センター認定医として

CVC の実務にあたる意志のある者は、CVC トレーニング応用コースとして認定医の指導・スー

パーバイズのもと実地トレーニングを行う。CVC の準備から穿刺挿入まで単独で適正に完遂す

ることを目標として実習する。認定医はこの CVC マニュアルや巻末の CVC 指導チェックリストを

ガイドにして指導する。ただし、CVC トレーニング基礎コースを受講前の 1 年次初期研修医に

対しては、実地トレーニングは行わず、見学等にとどめるものとする。実習症例数の目安は、10

～20 例を想定するが厳密には規定しない。実習における穿刺方法はリアルタイムエコーガイド

下穿刺法を標準的に用いる。 

(ウ) 実地試験：CVC トレーニング基礎コースと応用コースで CVC に関する技術・知識が一定水

準に達したことを、実地試験を行い確認する。実地試験の監修は CVC 管理委員会が行う。

実地試験の受験資格は後期研修医以上（卒後 3 年目以上）とする。1 年次 2 年次初期

研修医では応用コースを終了し習熟していても、実地試験の受験資格はなく、したがって認定

医資格は取得できないものとする。 

6. 補則 1：令和 2 年 4 月 1 日現在で CVC を実施している実績のあるスタッフ医師は、上記の資格

要件とは別に移行措置として下記の認定基準を規定する。 

(ア) 令和 2年 4月 1日の時点で、①以前から佐久病院グループに勤務しているスタッフ医師（卒

後 6 年目以上）、②麻酔科等の非常勤医師、のいずれかで、CVC 手技の実績があり、

CVCを今後も継続して実施する意志がある医師は、CVC術者認定申請書（書式1）に必

要事項を記入し、CVC 管理委員会（事務局：医療安全管理室）に提出する。CVC 管

理委員会が書類審査を行い認定する。ただし CVC トレーニング応用コースプログラムや実地

試験を希望する医師は、CVC 管理委員会で個別に検討する。 

(イ) 令和 2 年 4 月 1 日以降に佐久医療センターに入職したスタッフ医師、麻酔科等の非常勤医

師のいずれかで、CVC 手技の実績があり、CVC を今後も継続して実施する意志がある医師



は、CVC 術者認定申請書（書式 1）に必要事項を記入し、CVC 管理委員会（事務

局：医療安全管理室）に提出する。CVC 管理委員会が書類審査を行い認定する。ただし、

申請書の内容によっては、必要な研修の受講や実地試験を課す場合がある。 

7. 補則 2：後期研修医、専攻医は下記の認定基準を規定する。 

(ア) 令和 2 年 4 月 1 日の時点で佐久病院グループ初期研修医から後期研修医または専攻医と

なった医師で CVC を将来にわたって実務として実施する意志があれば、CVC トレーニング応

用コースのトレーニングプログラムに参加し、習熟する。最終的に実地試験に合格すれば認定

医資格を付与する 

(イ) 令和 2 年 4 月 1 日の時点かそれ以降、他施設から入職した後期研修医、専攻医で、CVC

手技の実績があり、CVC を将来にわたって実務として実施する意志がある医師は、CVC 術者

認定申請書（書式 1）に必要事項を記入し、CVC 管理委員会（事務局：医療安全管

理室）に提出する。CVC 管理委員会で審査するが他施設での研修履歴が不定であるため、

基本的に個別対応とし、必要な研修の受講や実地試験を課す場合がある。 

8. 認定までのタイムテーブルの例 

(ア) 現職のスタッフ医師、非常勤医師：CVC 術者認定申請書（書式 1）の提出→書類審

査・認定 

(イ) 令和 2 年度 1 年次初期研修医：令和 2 年 10 月に基礎コース受講・終了→応用コース

参加、上級コース任意参加→令和 4 年度に後期研修医または専攻医となった場合、応用

コースの終了・実地試験合格、令和 4 年度以降認定 

(ウ) 令和 2 年度 2 年次初期研修医：令和元年 10 月に基礎コース受講・終了済み→応用コ

ース参加、上級コース任意参加→令和 3 年度に後期研修医、専攻医となった場合、応用

コースの終了・実地試験合格、令和 3 年度以降認定 

(エ) 令和 2 年度 4 月 1 日以降に他施設から入職したスタッフ医師、非常勤医師：CVC 術者

認定申請書（書式 1）の提出→書類審査・認定、ただし条件付きの場合あり。 

(オ) 令和 2 年度 4 月 1 日以降に他施設から入職した後期研修医、専攻医：CVC 術者認定

申請書（書式 1）の提出→書類審査、必要な研修の受講や実地試験（個別対応）。 

9. 認定医の業務 

(ア) 認定医は単独術者として CVC を実施してよいが、十分な知識・技術に習熟するまで、資格

取得後も必要に応じて上級医のスーパーバイズのもとで実施することを推奨する。 

(イ) 認定医は佐久医療センターCVC マニュアルを精読しなければならない。また標準手技として

佐久総合病院グループ公認 CVCweb テキスト「中心静脈カテーテル法マスターコース」 

https://echo-cvc.com の参照を推奨する。 

(ウ) 認定医資格は研修医等に対しての CVC の実地指導（CVC トレーニング応用コース）資

格を兼ねる。 



(エ) 認定医資格は 3 年ごとの更新制とする。更新は 3 年間の CVC 実績を、別途規定する更

新申請書を作成し CVC 管理委員会（事務局：医療安全管理室）に提出する。CVC

管理委員会で審査した上で更新を決定する。 

10. 認定医資格はないが主治医として治療中の患者に CVC が必要になった場合、認定医に CVC を

依頼するか、認定医とともにCVCを実施すること。認定医資格を有しない医師が単独で CVCを実

施することは禁止する。 

  



第 2 章 CVC 研修教育                                

 

1. 佐久医療センターにおける CVC 研修プログラムは、CVC トレーニング基礎コース・応用コース・上級

コースの 3 段階を区別する 

2. テキストは佐久病院グループ公認 web テキスト「中心静脈カテーテル法 マスターコース」

https://echo-cvc.com を標準とする。 

3. CVC トレーニング基礎コースの概要 

(ア) 内容は、CVC の準備・穿刺挿入・管理・抜去までの手順、合併症の基礎知識、リアルタイム

エコーガイド下穿刺法の基本技術等とする。 

(イ) 講義、実習、シミュレータ実習で構成する。 

(ウ) 開催時期は 1 年次初期研修医の 10 月を目途に設定する。 

(エ) 8:30～17:00 までの終日の研修とする。 

(オ) 佐久総合病院初期研修プログラムの必修プログラムとする。 

(カ) 受講前にプレテストを課し、コース終了時にポストテストを実施する。ポストテストで合格点

（80%）を獲得すれば修了証を授与する。 

(キ) このコースを終了するまで、1年次初期研修医はCVCの実地研修（CVCトレーニング応用コ

ース）を受けることはできない。見学等にとどめる。 

4. CVC トレーニング応用コースの概要 

(ア) CVC トレーニング基礎コースを受講後の初期研修医以上の医師が、認定医の指導下に実際

の患者で CVC の指導を受けることをその内容とする。 

(イ) CVC トレーニング基礎コースを受講済みの研修医はローテーション先の上級医・認定医と交渉

し、了解が得られればその科で実施する CVC に関してトレーニングを受けてよい。 

(ウ) 受講者は CVC の標準的な手順を踏まえ、また患者と家族に実地トレーニングをすることの同

意を事前に取得すること。 

(エ) 指導する認定医は患者ごとに CVC 指導チェックリストを用いて受講者の技術・知識を評価す

ることが望ましい。 

(オ) 受講者は CVC 指導チェックリストを実地研修記録として保管しておくこと。 

(カ) 指導する認定医の選定方法は、その都度検討する。 

5. CVC トレーニング上級コースの概要 

(ア) 主な内容はリアルタイムエコーガイド下穿刺法のスキルアップ、ブラッシュアップを目指したシミュレ

ータ実習とする。 

(イ) 開催時期は不定期で、受講の希望者がある場合に CVC 管理委員会で検討し開催する。 

(ウ) 受講資格は初期研修医においては CVC トレーニング基礎コースの終了を条件とする。 

(エ) 勤務日土曜午後など半日の日程で行う。 

(オ) このコースの受講は認定に必須ではなく任意である。  



第 3 章 CVC の手順                                 

 

1. 適応の評価  

 

1. CVC の適応：CV カテーテルの挿入・留置は、目的と適応を明確にした上で実施する。目的と適

応が不明確であるのは不要であることを意味し、そうした不要な CVC を実施しないことが、有害事

象の絶対数の低減につながる。CVC の目的・適応は原則として下表に示すものである。これに該当

するかどうか、治療チーム内、病棟、コ・メディカルなど、できるだけ複数人で合議しコンセンサスを形

成する。また、適応は CVC 記録表に記載すること。 

 

 適応 説明 

(ア)  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。 

(イ)  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、

昇圧剤投与が不連続となり、循環動態に影響するた

め。 

(ウ)  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、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。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。 

(エ)  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。 

(オ)  抗菌薬・抗真菌薬等の長期投

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。 

(カ)  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等によ

り、末梢静脈ラインが確保困難になった場合。 

(キ)  蘇生時 迅速に静脈ライン確保が必要だが、末梢静脈ラインが

確保困難なとき。 

(ク)  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挿入、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挿入、V-A/V-V 

ECMO、植込み型ペースメーカ類、CV ポート） 

 

 

2. 原則的に CVC の適応外と考えられる以下の状態のいずれにも当てはまらないことを確認する。 

(ア) 明らかに腸管の使用が可能な場合（脳出血、脳梗塞後遺症、痴呆、植物状態、各種神経

疾患、頭頸部 癌など）の栄養目的  

(イ) 5～7 日以内に腸管栄養を開始することが可能な場合の栄養目的 

(ウ) ほかに方法があるにもかかわらず単に水分補給のためのラインとしての挿入  

(エ) 治療不能な状態にある患者 

3. 適応に該当せず適応外に該当した場合は、輸液路につき再検討する。それでもあえて CVC を選

択する場合はその理由について明確にし、カルテに記載すること。 

4. CVC 実施後は CV カテーテルの必要性を毎日評価し、不要になった段階ですみやかに抜去するこ

と。 

5. CV カテーテルの選択は、感染・閉塞予防の観点から、必要最低限のルーメン数のカテーテルを選

択すること。 

  



2. リスク評価  

 

1. CVC はそのプロセスのすべて（穿刺・挿入・管理・抜去）のすべてにリスクが潜んでいる危険手技で

ある。このリスクの評価により危険を予知し合併症を回避するように努める。 

2. リスク評価の方法は、事前診察および看護記録・医師記録・血液データ・経過表・投与薬物・胸

部 X 線写真・エコーによるプレスキャンなどのデータ参照により行う。具体的には以下のいずれかの項

目に該当した場合、リスクありと評価する。 

(ア) 体型 

① 極端なるいそうにより誤穿刺のリスクがある（目安：BMI が 20 未満）。 

② 極端な肥満や浮腫があり、穿刺挿入が困難である（目安：BMI が 30 以上）。 

③ 全身的にまたは穿刺挿入予定部位に変形や拘縮があり、穿刺挿入が困難である。 

(イ) 穿刺部とその周辺領域 

① エコーによるプレスキャンで、穿刺予定部位に動静脈の分枝が多い、リンパ節腫脹がある、

血管内血栓がある、血管走行異常などの個体差や anomaly がある、など誤穿刺のリス

クがある 。 

② 肺気腫やブラがあり、頚部または鎖骨下からの穿刺に気胸のリスクがある。 

③ 人工物の植込み、血管形成術等の処置が穿刺部付近やその流域に存在し、CVCを実

施することによりそれらの機能に干渉するリスクがある。（ex.血液透析のための自己血管

内シャント・人工血管内シャント（グラフト）・カフ型ブラッドアクセスカテーテル・非カフ型ブ

ラッドアクセスカテーテル、動脈表在化処置とその返血用として使用している静脈、P-V シ

ャント、植込み型心臓ペースメーカ類（植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器

（ICD）、心不全治療用植込み型心臓ペースメーカ（CRT）、心不全治療用植込

み型除細動器（CRT-D）、血管内シース、血管バイパス術） 

④ 乳房切除術・リンパ節郭清術の既往があり、血液灌流の不良およびリンパ浮腫の原因に

なるリスクがある。 

(ウ) 意識レベル・精神状態 

① 不安、不穏、せん妄、認知症、精神発達遅滞などで安静保持が困難で、誤穿刺のリス

クがある。 

② 恐怖感が強い、または拒否的で誤穿刺のリスクがある。 

③ 意識レベルが低下しており、予想外の体動が発生し誤穿刺のリスクがある。 

(エ) 止血・凝固能 

① 悪性腫瘍などの基礎疾患および妊娠による過凝固状態で血管内血栓発生のリスクがあ

る。 

② 出血傾向を来す疾患・病態があり、重篤化な出血性合併症のリスクがある（ex.DIC、



多量出血、血友病、フォン・ヴィレブランド病、血小板無力症、TTP、ITP、巨大血小板

性血小板減少症、Bernard-Soulier 症候群、各種白血病、ウィスコット・アルドリッヒ症

候群、ビタミン K 欠乏症、肝硬変、ウイルス性出血熱、ヘビ毒）。 

③ 止血、凝固能のデータ異常があり、出血性の合併症が発生すれば重篤化するリスクがあ

る（ex.血小板数が 2 万/μl 未満）。 

④ 抗凝固薬（ワルファリン、ヘパリン、ダビガトラン、リバーロキサン、アビキサバン、エドキサバ

ンなど）、抗血小板剤（アスピリン、クロピドグレル、プラスグレル、チクロピジン、シロスタゾ

ールなど）、血栓溶解剤（t-PA）が投与中または投与後で、重篤な出血性合併症の

リスクがある。 

(オ) 既往・基礎疾患 

① 穿刺予定部位に CV カテーテルの挿入歴があると目標静脈内に血栓が形成されている

可能性がある。 

② IVC ﾌｨﾙﾀｰが留置されており、ガイドワイヤーがトラップされるリスクがある。 

③ 基礎疾患に悪性腫瘍があり血栓形成のリスクがある。 

④ アレルギー歴があり消毒剤や麻酔薬に過敏反応するリスクがある。  

⑤ すでに気胸が存在している場合は、気胸と反対側の頚部・鎖骨下穿刺は両側気胸とな

るリスクがある。 

(カ) 循環 

① 脱水、循環血液量減少性ショック（出血性ショック）により血管が虚脱し、血管穿刺が

困難な場合。  

② 心不全があり安静仰臥位やトレンデレンブルグ体位（骨盤高位・頭低位）がとれない。  

③ 脳圧亢進によりトレンデレンブルグ体位がとれない。 

(キ) 呼吸 

① 呼吸不全、人工呼吸器管理中で高濃度酸素吸入中あるいは陽圧換気中で、呼吸系

の合併症が発生した場合重篤化が予想される 

② 静脈の呼吸性変動が大きく血管穿刺が困難な場合。 

③ 頻呼吸・大呼吸で、穿刺挿入中に空気塞栓が発生するリスクがある。 

3. リスクの存在を認識した場合、その程度につき評価し、必要があれば穿刺部位・穿刺方法などにつ

いて再検討することでリスクの低減に努めること。 

4. 該当するリスクの項目が複数または多数あった場合は、ハイリスク症例として第三者（CVC 管理委

員会等）の意見を求める、技量の高い術者に依頼する、禁忌として実施しないなど、十分に慎重

な対応をとること。 

  



3. 説明と同意、術前診察  

 

1. 説明と同意は「患者の自己決定権の保証」であり、患者の選択権・自由意志を最大限尊重すると

いう理念に基づく。 

2. CVC はリスクの高い危険手技であるから、その患者および必要に応じて家族・関係者に、その患者

特有のリスクを含め、十分に納得が得られるように説明し同意を得る。 

3. 意思決定が困難な患者（乳幼児、未成年、意識障害、鎮静下、認知症など）では家族に説明

し同意を得る。 

4. 緊急性があり事前に説明と同意が得られない場合は、例外的に事後承諾でもよい。 

5. 佐久医療センター規定の CVC 説明書・同意書を使用すること。 

6. CVC 説明書・同意書の印刷・作成方法 

(ア) 手術説明書（中心静脈カテーテル留置術）は、電子カルテの左タブ＞カルテ記載＞文書入

力から文書選択画面の検索窓で “CVC”（半角英数字大文字）と打ち込むとテキストエリ

アに「手術説明書（中心静脈カテーテル留置術）」が吐き出されるので、それを選択し確定

する。ワードのテンプレートが立ち上がり、内容を記入し印刷する。 

 

 



 

 

 



(イ) 手術説明書は患者に渡し、サインしてもらった手術同意書は回収しのちにスキャンする。血管

造影室で実施する際には手術同意書は搬送看護師が持参する。 

(ウ) 1 回の入院で複数回の CVC を実施する場合は、説明書・同意書は 1 通でよい。ただし、口

頭では事前に十分に説明すること。また、CVC の適応やリスクが異なった場合は、改めて説明

書・同意書を作成し十分に説明し同意を得ること。 

7. 術前に患者本人を診察し、認識していないリスクの発見と、信頼関係の構築に努力する。 

8. 術前診察の段階で穿刺挿入部位、穿刺方法、使用カテーテル、実施日時など CVC の実施計画

を明確にしておく。 

  



4. 実施環境  

 

1. CVC の実施場所は以下のように規定する。 

(ア) 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。 

(イ) 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。 

(ウ) 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。 

(エ) 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。 

(オ) 1 西病棟無菌室に入院中の血液内科の患者で、無菌室から血管造影室への移動に大きい

感染リスクが発生すると予測される患者では、無菌室内で実施してもよい。 

2. 標準的な CVC 実施体制は以下のように規定する。 

(ア) 生体モニター：心電図モニター、パルスオキシメーター、非観血的血圧計を装着し、処置が終

了するまで経時的にモニタリングする。  

(イ) 酸素：酸素投与が必要な患者では酸素を投与する。酸素投与が必要でない患者でもいつ

でも酸素投与ができるように準備しておく。 

(ウ) 除細動器：致死的不整脈が出現した場合に備えて、除細動器がただちに使用できるように

配備しておくか、除細動器の設置場所を確認しておく。 

(エ) 救急カート：急変時または必要時にただちに処置ができるように救急カートを準備しておく。救

急カートにはバックバルブマスク、緊急挿管や蘇生のための緊急薬剤の配備等を含むこと。 

(オ) 穿刺用エコー：血管穿刺は原則として穿刺用エコーを使用しエコーガイド下で実施する。 

(カ) X 線透視装置：ガイドワイヤー・ダイレータ・カテーテルの挿入時は、迷入や血管損傷を防止

するために X 線透視装置でモニターしながら行う。 

(キ) 看護師や診療放射線技師など複数の監視者・介助者を配置して実施する。 

(ク) 介助の看護師は生体モニターの経時的監視、患者の観察、適宜患者に声掛けするなどによ

り、異常の早期発見に努める。 

(ケ) CV カテーテルの先端位置を決定したあと、確認の X 線写真を撮影して評価し、記録として残

しておく。 

(コ) 急変時は緊急コールシステム（内線 2999）を発動させる。 

3. 血管造影室の利用手順 

(ア) 電子カルテのオーダー画面の左カラムから放射線＞画像オーダ メイン画面＞血管造影検査

＞透視下手術＞選択：透視下手術で選択＞穿刺部位＞依頼情報画面で病名選択＞

画像オーダ メイン画面から日時選択、で予約オーダする。 



(イ) 予約枠は原則として 17 時以降で仮登録し、実際の実施時間は当日の利用状況に応じて、

実施可能な時間枠を血管造影室の管理責任者と協議し決定する。 

(ウ) 当日に緊急で実施したい場合は、緊急＞当日にチェックし、血管造影室の管理担当者と協

議する。 

(エ) 血管造影室の利用は曜日により優先的に利用できる診療科が決まっているため、それを考慮

に入れる。不明点は血管造影室に問い合わせる。 

(オ) 血管造影室を使用する必要がある緊急検査・処置（緊急 PCI など）が挿入された場合、

実施予定時間がずれ込む可能性があることを考慮に入れる。 

(カ) CVC 実施後は血管造影室の記録システム（Goodnet）で実施記録を作成する。 

  



5. 患者移動、体位取り、プレスキャン  

 

1. 血管造影室で CVC を実施する場合、患者を病棟ないし外来から移動させる。 

(ア) 車いす移動：血管造影室の処置台に乗るには2 段足台を踏んで上がる必要があるが、自力

でその移乗が可能な患者は車いすで移動することを原則とする。歩行可能な患者であっても

移動中の転倒などのリスクを回避するため、原則として車いすで移動する。 

(イ) ベッド移動：2段の足台を登れないADLの患者、鎮静中の患者ではベッドで移動し、処置台

への移乗は血管造影室のスタッフで行う。 

(ウ) 移動前に排尿を済ませる。 

(エ) 処置前に入浴・シャワー浴を行う場合は、処置に間に合うよう余裕を持って行う。 

2. CVC 実施体位 

(ア) CVC 実施中の体位は患者に苦痛を与えない範囲で最適化する。 

(イ) 体位は上半身からの穿刺挿入は、血管拡張と空気塞栓予防のため、手術室など可能な環

境であれば頭低位（15 度程度）・骨盤高位の Trendelenburg 体位で実施する。 

(ウ) Trendelenburg 体位がとれなくとも、下肢挙上などで血管拡張を図る。 

(エ) 心不全、脳圧亢進で頭低位が禁忌な場合、嘔吐誤嚥のリスクが高い場合は適正な体位で

実施する。 

3. エコーガイド下穿刺を実施する前に、最適な穿刺部位の決定とリスク評価のため、以下のポイントを

意識しエコーによるプレスキャンを実施する。 

(ア) 体型の評価：極端なるいそうや肥満/浮腫はエコーガイド下穿刺の難易度が上昇する。 

(イ) 動静脈の同定と周辺構造の評価：正常解剖の位置関係、拍動、圧迫でのつぶれやすさ、

呼吸性変動の有無、カラードプラでの血流の方向などで動静脈を同定する。またリスクとなるよ

うな周辺の脈管、神経、胸郭、腫大リンパ節などを認識しておく。Anomaly の有無を検索す

る。 

(ウ) 血管内血栓の検索：明かな血栓形成のある静脈からの穿刺挿入は禁忌。 

(エ) 体表面からの距離・深度の測定：血管深度は穿刺の難易度やリスクと関係しているので、そ

の評価を行う。 

(オ) 血管径、呼吸性変動の評価：虚脱した血管は穿刺が困難であるためその評価を行う。虚脱

している場合は、禁忌がない限り体位の工夫や輸液負荷等で拡張を図る。 

3. プレスキャンの情報からリスクが高いと判断した場合は、穿刺部位・穿刺方法などを再検討する。場

合によっては中止する。 

  



6. 必要物品準備  

 

1. CVC で使用する器材の使用方法の間違いに由来する事故を防止するため、必要物品の特性、

使用方法、名称をあらかじめ把握しておく。 

2. 必要物品を以下に示す。 

(ア) カテーテル：CV カテーテルは COVIDIEN SMAC プラス マイクロニードルタイプ シングルルー

メン（カタログ番号 1916-08GMF）、ダブルルーメン（カタログ番号 191208WGMF）、ト

リプルルーメン（カタログ番号 191208TGMF）、CVIDIEN SMAC プラス クワッドルーメン

（カタログ番号 1311-8QGFC）の 4 種である（クワッドルーメンは GICU のみに配置されて

いる。すべてフルキットである。下図はダブルルーメンのフルキットの例である。キット内の器材の

使用法や名称はあらかじめすべて把握しておくこと。 

 

(イ) 消毒剤：CRBSI（カテーテル関連血流感染）防止の観点から推奨されているクロルヘキシ

ジンアルコール製剤（1%ヘキザックアルコール）の使用が推奨される。アルコールで皮疹が出

る場合はイソジンを使用する。 



 

 

(ウ) 局所麻酔剤：1%キシロカインを使用する。通常 5ml 程度使用する。 

 

 

(エ) ヘパリンロック：留置した CV カテーテルはヘパリンが禁忌でない限りすべてのルーメンをヘパリン

生食で満たす。 

 

 

(オ) エコープローブカバー：エコーガイド下穿刺法では使用を必須とする。 

 

 



(カ) JMS 延長チューブ：開放式三方活栓は使用せず、基本的に閉鎖式回路とする。PN プラグ

ブルーの接続の外れ・ゆるみを回避するために CV カテーテルと輸液ラインの接続には JMS 延

長チューブ（130mm）を接続する。 

 

 

 

(キ) JMS プラネクタ PN ロック：ヘパリンロック製剤の注入口がロック式の場合に使用する。 

 

 

(ク) ドレシング材：テガダーム i.v.コンフォートをドレシング材の標準器材として使用する。皮膚の

過敏性・脆弱性がある場合は、カテリープラスや IV3000 等、患者の状態に応じた器材を使

用しても良い。 

 

(ケ) 長軸像穿刺用ニードルガイドとブラケット（必要時）：エコーガイド下長軸像穿刺で実施する

場合は標準的に使用する。セット内にはプローブカバーが同梱となっている。長軸像穿刺用ニ



ードルガイドを使用する場合は、その使用方法・穿刺方法をあらかじめ熟知していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. タイムアウト  

 

1. 病棟から血管造影室に患者を移動した際には、CVC 実施前に以下の内容で基礎情報を申し送

る。 

(ア) 基礎疾患 

(イ) 感染症の既往 

(ウ) 全身状態 

(エ) CVC の適応 

(オ) 末梢または中心静脈ラインの有無 

(カ) アレルギーなど各種リスク 

(キ) アルコール・ヨード・ドレシング剤に対する過敏症の有無 

(ク) 特別な配慮が必要な状態 

(ケ) 承諾書・同意書とサインの有無 

2. CVC 実施前には有害事象の防止と早期発見に努める目的で、申し送りの内容を踏まえて以下の

手順でタイムアウトを行う。 

(ア) 術者、看護師、診療放射線技師は一斉に手を止める。 

(イ) 電子カルテの左カラムの記事入力＞テンプレート＞院内頻用＞CVC 記録表を開く。 

(ウ) CVC 記録表の項目に沿って確認とチェックをしていく 

(エ) 術式、患者のリスク、その他重要な情報をスタッフ間で共有し注意喚起する。 

3. 緊急時はタイムアウトは省略してよい。ただし、施行後には CVC 記録表を完成させること。 

  



 8. 感染防御  

 

1. CVC を実施する際は原則として MBP（maximal sterile barrier precautions）で実施す

る。 

2. MBP とは以下の要素で構成される。 

(ア) キャップ 

(イ) マスク 

(ウ) 滅菌手袋 

(エ) 滅菌ガウン 

(オ) 十分に広い清潔野がとれる、または体全体を覆う大きい滅菌ドレープ 

(カ) 滅菌エコープローブ 

3. MBP の範疇ではないが、ゴーグルの着用を推奨する。 

4. 緊急性があり MBP で実施できなかった場合は、48 時間以内の入れ替えを推奨する。 

5. 実施前には手洗いまたはアルコールジェル等による手指消毒剤で消毒する。 

6. 皮膚消毒には 1%ヘキザックアルコールを使用する。アルコールで皮疹が出る患者の場合はポピヨド

ン液を使用する。0.5%ヘキザックアルコールも採用されているので注意すること。 

7. ポピヨドン液を使用した場合は、2 分以上乾燥させてから処置を開始すること。 

  



9. 局所麻酔  

 

1. 鎮静・鎮痛薬を投与していない患者では、CVC 実施前に穿刺部周辺の皮膚・皮下に局所麻酔

薬を注入し麻酔する。 

2. 局所麻酔薬の取り扱い方法 

(ア) 局所麻酔薬は、1%リドカイン（製品名：キシロカイン注ポリアンプ）を使用する。 

(イ) ポリアンプから薬液を抜き取る方法は、シリンジとポリアンプを接続し、そのままシリンジに陰圧を

かけて抜き取る方法で行う。 

(ウ) 局所麻酔薬の使用量は 5～10ml 以内を標準とする。 

3. 麻酔薬を注入する際、固定の針糸をかける部位を予想し、刺入部位よりやや遠目から注入する。

穿刺後、麻酔薬を注入前に陰圧をかけて血液が吸引されないことを確認する。血液が吸引された

場合は血管内に穿刺針が刺入された可能性があるため、抜針しやり直す。 

4. 意識が保たれている患者では、麻酔が効いたかどうかダイレータの先端などで穿刺予定部位の皮膚

を圧迫し、痛覚の鈍麻を確認する。 

5. リドカインを注入後、副反応であるリドカインショックが生じていないか自覚症状やバイタルサインを確

認する。リドカインショックを示唆する症状とリドカインショックが発生した場合の取り扱い方法を以下

に示す。 

(ア) 自覚症状：呼吸困難感、便意、胸部不快感、口唇のしびれ、口内異常感、悪心、皮膚の

かゆみ、目のかゆみ、めまい感、鼻のそう痒、鼻閉、鼻汁、喉頭絞扼感、胸部絞扼感、など 

(イ) 他覚所見：顔面蒼白、結膜・眼瞼の腫脹、流涙、口唇および舌の腫脹、顔面浮腫、血圧

低下、脈拍微弱、不整脈（期外収縮、発作性頻拍）、頻脈、くしゃみ、嗄声、喘鳴、高度

の気道狭窄、呼吸困難、ラ音聴取、紅斑、皮膚発赤、じんま疹（膨疹）、血管浮腫、意識

レベル低下、昏迷、意識消失、けいれん、泡沫状の喀出痰、四肢蒼白、チアノーゼ、徐脈、

心肺停止、など 

(ウ) リドカインショックを疑った段階でただちに院内緊急コールを発動する。 

(エ) リドカインショック発生時の初期対応は、重症化すれば以下のようにアナフィラキシーショックと同

様の蘇生処置を重症度や必要に応じて実施する。 

① 応援要請 

② マスクまたは BVM による酸素投与と必要に応じて補助換気の実施 

③ 急速輸液 

④ 重症化すればアドレナリンの筋注または静注 

⑤ 気管挿管（気道の浮腫により気道が閉塞することがある） 

⑥ 胸骨圧迫（低酸素血症から心停止することがある） 

⑦ ICU への移送、全身管理 



10. 穿刺  

 

1. 穿刺法に関しての原則 

(ア) 静脈の穿刺法は、待機的な CVC においてはリアルタイムエコーガイド下で穿刺することを標準

とする。 

(イ) リアルタイムエコーガイド下穿刺を実施する術者は、事前に技術トレーニング受け、穿刺法の知

識のある術者に限定する。その資格認定については別項目に記載する。 

(ウ) 救急医療領域や急変時など緊急性を伴う場合は、従来法であるランドマーク法や、穿刺前に

目標静脈をエコーで短時間確認してから穿刺する quick look 法、穿刺前に目標静脈をエコ

ーで短時間確認し体表面にマジックペンなどで体表面にマーキングしてから穿刺する marking

法も選択してよい。 

(エ) 重篤な合併症予防の観点から、原則として術者一人で 3 回までの穿刺試行とし、3 回失敗

したら中止する。 

(オ) 中止した場合、①術者の交代、②日を改めて再試行、③CVC の計画の見直し、などの対応

を検討する。 

(カ) リアルタイムエコーガイド下穿刺では、試験穿刺は実施しない。 

2. エコー機器の取り扱い 

(ア) 穿刺は穿刺専用エコーの使用を標準とする。 

(イ) 穿刺用エコーは、血管造影室に SonoSite S-Nerve と SonoSite iLook25 が 1 台ずつ常

備してある。血管造影室常備のエコーは原則として持ち出さない。そのほか GICU と透析室に

SonoSite iLook25 が 1 台ずつ常備してある。 

3. リアルタイムエコーガイド下穿刺テクニックのバリエーション 

(ア) リアルタイムエコーガイド下穿刺テクニックは、短軸像穿刺＿swing scan 法、短軸像穿刺＿

sweep scan 法、長軸像穿刺、斜位像穿刺の 4 種のテクニックを区別する。 患者の条件や

状態、術者の習熟度に応じてこれらのテクニックを選択する。穿刺針先端をリアルタイムエコー

下に目標静脈に誘導し穿刺する、のが必要な要件である。 

(イ) 短軸像穿刺＿swing scan 法：エコーにより目標静脈を短軸像（輪切り像）で描出し、穿

刺中にエコープローブを扇状にスキャンすることで、穿刺針先端を連続的に描出し目標静脈に

誘導する技術。穿刺針は原則としてカテーテルキット同梱の短針・細径針（34mm・22G）

を使用する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 短軸像穿刺＿sweep scan 法：エコーにより目標静脈を短軸像（輪切り像）で描出し、

穿刺中にエコープローブを並行移動でスキャンすることで、穿刺針先端を断続的に描出し目標

静脈に誘導する技術。穿刺針は原則としてカテーテルキット同梱の短針・細径針（34mm・

22G）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(エ) 長軸像穿刺：エコーにより目標静脈を長軸像（縦切り像）で描出し、エコープローブの側面

中心から穿刺針を刺入し、穿刺針の全長を描出しつつ穿刺する技術。穿刺中にエコープロー

ブを操作する必要がな利点がある。ただし、正確にエコープローブ側面中心から穿刺針を刺入

し、穿刺針の全長を描出することがフリーハンドでは難しいため、長軸像穿刺用ニードルガイド

を併用して穿刺することが望ましい。ただしこの場合、長針・細径針（67mm・22G）を使用

する必要があるため、ニードルガイドを外した後の操作による深部組織の誤穿刺による合併症

に十分注意する必要がある。 

 

 

 

(オ) 斜位像穿刺：エコーにより目標静脈を長軸像から 45℃程度短軸方向に戻した斜位像（血

管が楕円形に描出される）で描出し、エコープローブの側面中心から穿刺針を刺入し、穿刺

針の全長を描出しつつ穿刺する技術。長軸像穿刺同様、穿刺中にエコープローブを操作する

必要はない利点がある。また長軸像穿刺では刺入点がプローブの長さの分だけ外側方向にず

れこむため、留置したカテーテルのとりまわしと固定に難渋する場合があるが、斜位像穿刺だと

比較的短軸像穿刺に近い内側に寄せた刺入点とすることができ、固定が容易となる利便性

がある。ただし、長軸像穿刺同様、正確にエコープローブ側面中心から穿刺針を刺入し、穿刺

針の全長を描出することがフリーハンドでは難しいため、長軸像穿刺用ニードルガイドを併用し

て穿刺することが望ましい。ただしこの場合、長針・細径針（67mm・22G）を使用する必要

があるため、ニードルガイドを外した後の深部の誤穿刺による合併症に十分注意する必要があ

る。 

 



 

 

4. リアルタイムエコーガイド下穿刺以外に、エコーを利用した静的な穿刺法として、①エコーでごく短時

間プレスキャンを実施し穿刺時にはエコーを使用しない Quick look 穿刺、②エコーでプレスキャンを

実施し穿刺点の体表面に油性マジックペンなどで印をつけ、それをランドマークとして穿刺時にはエコ

ーを使用せずに穿刺するMarking法、がある。緊急時などの状況に応じてこれらのテクニックの適用

も検討してよい。 

5. 穿刺部位に関しての基本的な考え方 

(ア) 感染性合併症予防・低減の観点から、穿刺静脈は内頚静脈、鎖骨下静脈（腋窩静脈）

のいずれかを標準とし、できるだけ大腿静脈は使用しないこととする。ただし、臨床的な必要性

によりほかに選択肢がなければ大腿静脈も選択してもよい。 

(イ) カテーテル先端による静脈壁傷害のリスクを低下させるため、上半身からの穿刺挿入は右側を

第一選択とする。 

(ウ) 外傷部位、熱傷部位、気切孔に近い穿刺点は感染リスクが高いと考えられるためできるだけ

避ける。 

6. 頚部・内頚静脈穿刺の注意点 

(ア) リアルタイムエコーガイド下では穿刺が内側方向へ向かうため、同方向に位置する椎骨動脈誤

穿刺に注意する。 

(イ) 刺入点が体幹に近すぎる場合は、鎖骨下動脈誤穿刺、気胸のリスクが上昇するため注意す

る。 

(ウ) 深部穿刺が原因となる合併症を回避するため、穿刺針は短針・細径針（34mm・22G）を

使用する。 

7. 鎖骨下・腋窩静脈穿刺の注意点 

(ア) 深部穿刺が原因となる合併症を回避するため、穿刺針は短針・細径針（34mm・22G）を

使用する。 

(イ) 腋窩静脈前面に鎖骨下動脈の分枝動脈が被り、動脈穿刺のリスクがある場合は、プレスキャ



ンで最適な穿刺部位を慎重に選定すること。リスクの程度に応じて、ニードルガイド使用長軸

像穿刺などの穿刺方法を選択すること。 

8. 穿刺に伴うおもな合併症と対策 

(ア) 動脈穿刺、動脈カニュレーション：穿刺針で動脈を穿刺すること、動脈までカテーテルを挿入

すること。重大な出血性合併症となる場合がある。細径針で穿刺した場合は抜去後ただちに

十分に圧迫止血する。動脈カニュレーションとなった場合は抜去せず、心臓血管外科、脳外

科等にコンサルトし対応を検討する。 

(イ) 気胸：穿刺針で肺の臓側胸膜より深く穿刺すること。呼吸不全となる場合がある。緊張性気

胸となった場合は呼吸循環に重大な障害が発生する。重症度に応じて脱気・胸腔ドレナージ

を実施する。 

(ウ) 血胸：胸腔内に出血すること。胸腔は陰圧であるため、短時間で大量に出血し出血性ショッ

クとなる場合がある。出血がコントロールできない場合、外科的な修復を検討する。 

(エ) 空気塞栓：穿刺中に穿刺針やカテーテルを通して空気が静脈内に流入すること。呼吸不全、

循環不全、奇異性脳梗塞などが生じる場合がある。多量に流入したことが判明した場合、空

気を右心室心尖部に集め循環障害を防ぐ方法として頭低位＋左側臥位（Durant’s 

maneuver）を行う。 

(オ) 不整脈：ガイドワイヤー、カテーテルが右房・右室壁・AV node に接触し多彩な不整脈を誘

発する。除細動を含めた、不整脈の種類に応じた対応をする。 

(カ) 血腫：血管外に漏出した血液が貯留し mass となる。神経・気管・脈管などの圧迫症状とな

る場合がある。圧迫による止血処置を行い、止血困難であれば外科的処置を考慮する。 

(キ) 神経損傷：神経を誤穿刺することで発生する。誤穿刺した神経の特性・支配域に応じて

様々な神経学的異常が発生する。症状に応じて対応する。 

  



11. ガイドワイヤー挿入  

 

1. セルジンガー法による CVC は、ガイドワイヤーが長いため意図しない静脈に迷入するリスクがあるので、

待機的な CVC では原則として血管造影室に患者を移動させ X 線透視下操作で実施することを

標準とする。ただし、ER、EICU、救急病床、HCU、GICU に滞在中の、血管造影室への移動が

困難な緊急患者・重症患者においては、非透視下での実施も可とする。その場合、より慎重なガイ

ドワイヤー操作と適正留置の確認が求められる。 

2. ガイドワイヤーの挿入方法 

(ア) 穿刺成功後、穿刺針がぶれないように体表面としっかり固定してからガイドワイヤーのスライダー

と Y サイトを確実に接続した状態で、ガイドワイヤーを挿入する。 

 

(イ) X線透視下操作では、ガイドワイヤーの適正な進み具合をX線透視下で確認しながら挿入す



る。血管壁などに当たり、抵抗が強く進まない場合はガイドワイヤーに回転を加え、方向を変え

て適正な方向へ誘導する。ガイドワイヤー先端が上大静脈以外の静脈に進んでしまった場合

は、X 線透視下で修正する。抵抗が強すぎる場合は血管外留置の可能性や血栓閉塞を想

起し、無理な操作は行わず中止する。 

(ウ) ガイドワイヤー先端は上大静脈内に止め置く深さまで挿入する。それ以上深く挿入して心筋を

刺激し不整脈を惹起させないように留意する。 

(エ) X 線透視を使用しない場合は挿入中に異常な抵抗がないことを確認しつつ挿入する。抵抗が

強い状態では無理な力を加えて挿入しない。 

(オ) X 線透視を使用ない場合は、ガイドワイヤーを挿入後、動脈誤留置や血管外留置を除外す

るため、静脈内にガイドワイヤーが留置されていることを、短軸像・長軸像のスキャンで確認する。

この操作をポストスキャンと称する。ポストスキャンにより描出可能な範囲でカテーテルの迷入も

否定できる（例：右鎖骨下穿刺の場合、カテーテル挿入後に右内頚静脈をエコーで描出し、

ガイドワイヤーの非存在を確認することで、少なくとも右内頚静脈への迷入は否定できる）。X

線透視を使用した手順の場合も、より確実性を増すためにポストスキャンを実施することを推

奨する。 

(カ) X 線透視下操作でガイドワイヤーが静脈外（動脈内、組織内、胸腔内）に留置されている

ことを疑った場合は、ただちに抜去し刺入点を圧迫する。抜去することで出血性の合併症が発

生するリスクが想定された場合は、抜去する前に血管外科等へコンサルトし対応を協議する。 

(キ) ガイドワイヤーが適正に挿入されたら、ガイドワイヤーが抜けないよう留意しながら穿刺針だけを

抜去する。同時に挿入点を圧迫し出血を抑える。 

  



12. ダイレータ挿入  

 

1. セルジンガー法による CVC は、留置したガイドワイヤーをダイレータに通して、それをガイドにダイレータ

を静脈内に挿入する。この操作により表皮から静脈前壁までカテーテルの挿入経路を拡張し、CV

カテーテルの留置を容易にする。ダイレータは硬い素材で作られており、血管を損傷するリスクが高い。

この合併症を防止するために、待機的 CVC では原則として X 線透視下で操作する。ただし、血管

造影室への移動が困難な ER、EICU、救急病床、HCU、GICU に滞在中の緊急患者、重症患

者においては、非透視下での実施も可とする。この場合、より慎重なダイレータの操作と適正留置の

確認が求められる。 

2. ダイレータ挿入の準備 

(ア) ダイレータの表面には水で濡らすと活性化する親水コーティングが施されており、これにより挿入

時の摩擦が減少し、静脈まで挿入が容易な構造となっている。挿入前に生食等でダイレータ

の表面部分を濡らしておく。 

(イ) シングルルーメンカテーテルの場合はカテーテル径が小さいので、親水コーティングを活性化した

後、そのまま皮膚を貫通させて静脈内に挿入できる。 

(ウ) マルチルーメンカテーテルの場合はカテーテル径が大きくダイレータも太いため、親水コーティング

を活性化させても皮膚を貫通させることに強い外力が必要になることが多い。この操作により血

管損傷を引き起こすリスクがあるため、ガイドワイヤーに沿って刺入点皮膚を 1-2mm スカルペ

ルで切開して挿入を容易にする操作をしても良い。その際、ガイドワイヤーを損傷しないよう、ス

カルペルの刃面は上向きで切開する。 

3. ダイレータの挿入 

(ア) X 線透視下でダイレータの挿入過程を目視しつつ挿入することを標準とする。挿入過程で、ガ

イドワイヤーが屈曲した状態でダイレータを挿入すると、血管損傷の原因となるため、ダイレータ

とガイドワイヤーが血管内部に沿って屈曲せずに挿入されていくことを確認する。 

(イ) ダイレータの挿入過程で、時々ガイドワイヤーを前後に少し動かし、ガイドワイヤーがスムーズに

動くことを確認しつつ、ダイレータを挿入する。スムーズに動かないとき、ロックされているときはダイ

レータの進入方向がずれてガイドワイヤーに無理な負荷がかかり、屈曲してしまった可能性があ

るため、その場合は無理な操作をせずやりなおす。 

(ウ) ダイレータには深度の目盛が印刷されており、通常 5cm 以上の深さの挿入までは必要ないた

め、X 線透視画像の情報に加え、ダイレータの深度も目視し確認しつつ挿入する。 

(エ) 必要十分な深さまでダイレータを挿入したあと、ダイレータを抜去する。この際、ガイドワイヤーも

一緒に抜けやすいので、X 線透視下でガイドワイヤーが抜けないように監視しつつ抜去する。抜

けてきた場合、ガイドワイヤーだけを必要な長さだけ送り込む。ダイレータを抜去後は血管前壁

を拡張している分だけ外出血しやすいので、刺入部を圧迫止血する。 



(オ) マイクロニードルキットのガイドワイヤーは極細（0.44mm,0.018インチ）であるため、ダイレー

タを通すのが難しい場合がある。その場合は、カテーテルキット同梱のインサータを使用すると容

易に挿入できるので使用してもよい。 

  



13. カテーテル挿入  

 

1. セルジンガー法による CVCは、留置したガイドワイヤーを通してCVカテーテルを静脈内に挿入する。

CVカテーテルの迷入を防止するために、待機的CVCでは原則として X線透視下で操作する。ただ

し、血管造影室への移動が困難な ER、EICU、救急病床、HCU、GICU に滞在中の緊急患者、

重症患者においては、非透視下での実施も可とする。 

2. CV カテーテルの準備 

(ア) CV カテーテルは硬度をつけて挿入を容易にする目的で、あらかじめ内部にスタイレットが挿入さ

れている。そのスタイレットにガイドワイヤーを通して挿入し、その後ガイドワイヤーとスタイレットを

抜去して留置する。血栓形成予防のため、準備段階でスタイレット内は生理食塩水またはヘ

パリン生食でフラッシュしておく。スタイレットを一度抜去し、CV カテーテル内をフラッシュしてもよ

い。その場合はかならずスタイレットを再挿入しておく。 

(イ) ダブルルーメン、トリプルルーメンカテーテルでは、ガイドワイヤーが通るメインルーメンだけでなく、

サイドのルーメンも生食またはヘパリン生食でフラッシュしておく。その後サイドルーメンには PN プ

ラグブルーなど閉鎖式のプラグをあらかじめ装着し、挿入後の空気塞栓を予防する。 

3. CV カテーテルの挿入・位置決め 

(ア) ガイドワイヤーに CV カテーテルを通して挿入・留置していくが、その際、かならずガイドワイヤーの

遠位端を反対の手で把持し、CV カテーテルだけを進めるようにする。このようにすることで、カテ

ーテルとともにガイドワイヤーが心臓内に進み、刺激により不整脈が惹起されるのを予防する。

また、ガイドワイヤーがカテーテルとともに完全に体内に遺残してしまう事故も防止できる。 

(イ) CV カテーテルの先端位置が右房以遠に深いと心タンポナーデのリスクが上昇するため避ける。

なお CV カテーテルの添付文書には、「CV カテーテルを右心房または右心室に挿入あるいは留

置しないこと」と明記されている。 

(ウ) 気管分岐部は心外膜の外側に位置し、この位置であればカテーテルが穿通したとしても心タン

ポナーデが発生する可能性は低いのでメルクマールになる。ただし、呼吸運動によってカテーテル

先端は位置が変化するため、先端がそれ以上中枢側へ移動しない呼気位で位置決めをす

る。 

(エ) 左側からの挿入では、血管走行の解剖学的な特徴により、上大静脈の壁にカテーテル先端が

強く押しつけられやすく穿通するリスクが高くなるので、先端位置が壁に近い場合は適度に引き

抜いてより浅くするなどの注意が必要である。 

(オ) CV カテーテルを適正位置に留置した後はガイドワイヤーとスタイレットを抜去する。その際、すぐ

にカテーテル接続部を指でふさぎ、空気が CV カテーテルから血管内に引き込まれないよう注意

する。また吸気位では胸腔内の陰圧により空気が引き込まれやすいので、ガイドワイヤーとスタ

イレットは呼気位で抜去するとよい。抜去後は PN プラグブルーを装着する。 



4. CV カテーテル留置後処置 

(ア) CV カテーテル挿入・留置後はすべてのルーメンの接続部にヘパリン生食などのシリンジを接続し、

陰圧をかけて、血液がスムーズに吸引できることを確認するとともに、カテーテル内の空気を抜く。

最後にヘパリン生食でフラッシュする。 

(イ) 血液の吸引がスムーズでない場合は、カテーテルが静脈外に位置しているか、カテーテル孔が

血管内壁に接触している可能性がある。CV カテーテルを回転させることにより吸引がスムーズ

になるならば、回転させその位置で固定する。 

(ウ) 血液の吸引がスムーズでない状態では輸液の投与等を行ってはならない。 

  



14. 固定・ドレシング  

 

1. CV カテーテルの固定方法 

(ア) CV カテーテルの固定は下図のような固定具を使用して、容易に抜去できないように CV カテー

テルと皮膚を縫合固定することを標準とする。 

 

 



(イ) 固定具がわずかでもずれていると固定力が低下し事故抜去の原因となるので慎重に装着する。

下図のように針のキャップを利用したり、仮止めをしてから固定するとよい。 

 

(ウ) 固定具を使用せず CV カテーテルに直接糸をかけて固定する方式は、CV カテーテルに強い力

が加わったときに糸で切断され、血管内に CV カテーテルの断端が遺残するリスクがあるため行

わない。 

(エ) 固定糸はナイロン撚糸またはナイロンモノフィラメントを使用する。感染防止の観点から太い絹

糸は使用しない。 

(オ) 糸を固定具にかける際、針で CV カテーテルを損傷しないよう注意する。 

2. ドレシングの方法 

(ア) カテーテルと皮膚を固定したあと、挿入部付近を消毒しドレシング剤を貼付する。ドレシング剤

は刺入点が観察できるよう、透明な領域があり、発汗による湿潤環境を低減する透湿性のあ

るドレシング材が適している。佐久医療センターではテガダーム iv コンフォートを標準とする。 

 

(イ) 皮膚の脆弱性がある場合は、カテリープラスや IV3000 等、より刺激が少ないものを使用して

良い。  



15. 確認  

 

1. 固定とドレシングを終了した後、X 線写真を撮影しカテーテル先端位置を確認する。その際、呼気

位で撮影することを標準とする。 

2. 呼気位ではカテーテル先端位置が最も心臓に近づく位置なので、カテーテルの最大深度が評価でき

る撮り方となる。最大深度でカテーテル先端が気管分岐部ならば最適な位置である。 

3. 単純正面 X 線写真 1 枚では情報に限界があり、カテーテル先端位置や合併症の完全な評価はで

きないことに注意する。 

4. 画像上、カテーテル先端位置にわずかにずれている、曲がっているなど不審な点がある場合は、先端

が細い分枝に迷入していることがあるので、CT 等でより詳細に判定するなど十分に確認を行う。特

に非透視下で実施した場合は、より慎重に確認する。 

5. 特に、左内頚静脈穿刺、左腋窩静脈穿刺から挿入したカテーテルの先端位置は、上大静脈の壁

に接触し圧迫を加えやすくなり、穿孔などの合併症の原因となるので慎重に評価すること。リスクが

高いと評価した場合は適度に引き抜いて位置を調整すること。 

6. 緊急性がある場合を除き、画像によるカテーテル先端位置を確認せずに当該カテーテルを使用して

輸液や薬剤の投与を行ってはならない。 

  



16. 記録  

 

1. CVC 実施記録 

(ア) CVC処置が終了後、実施過程を電子カルテに記録する。その方法は、タイムアウトで開いてあ

る CVC 記録表の空欄を埋めることで行う。 

(イ) CVC 記録表の録表は記事入力＞院内頻用＞テンプレート＞CVC 記録表により開くことがで

きる。 

(ウ) CVC 記録表の記録項目は①ID、氏名（カナ）、生年月日、年齢、性別②日付（ここまで

自動記録）③実施場所④タイムアウト⑤実施種別⑥同意書⑦適応⑧リスク⑨モニタリングと

資器材⑩使用カテーテル⑪エコー⑫穿刺中の X 線透視⑬術者⑭穿刺部位⑮感染防御⑯

穿刺回数⑰穿刺部位の変更または術者の交代⑱カテーテル挿入長⑲穿刺後のカテーテル

先端位置確認レントゲン撮影⑳合併症㉑ドレシング終了時間㉒処置時間（自動入力）

㉓その他特記事項、である。 

 

 

 



 

 

2. 記録は原則として介助の看護師が入力するが、不明点は術者に直接確認し入力する。 

3. 記録表を入力し確認ボタンを押すと、カルテには必要最小限の情報が反映される。 

4. すべての項目を参照したい場合、その記録をダブルクリックすることで元の記録を開くことができる。修

正したい場合はそこから修正できる。 

5. 穿刺・挿入に失敗した場合も記録を作成する。 



6. CVカテーテル以外の、PICC、CVポート、カフ型透析用ブラッドアクセスカテーテル、非カフ型透析用

ブラッドアクセスカテーテルに関しても CVC 実施記録として作成する。 

7. 緊急時はタイムアウトを省略して良いが、事後にこの CVC 記録表は完成させること。 

8. CVC 実施記録は、各術者の実績、合併症発生率、実施状況などのモニタリングとして CVC 管理

委員会で集計する。 

  



17. 管理  

 

1. CV カテーテルの日常的な管理は患者を管理しているユニットの看護師が行う。管理中に発生する

可能性のある有害事象も多数あるため、慎重に管理することが必要である。佐久医療センターにお

ける「中心静脈カテーテル挿入・管理」マニュアルも参照すること。 

2. CV カテーテル管理 

(ア) 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。 

(イ) 挿入部の消毒と透明フィルムドレシングの定期交換は週 2 回行う。ドレシング材が浸出液その

他で汚染された場合はその都度消毒し交換する。 

(ウ) ドレシング交換時の注意点：手指消毒を行い、未滅菌手袋とサージカルマスクを着用する。

挿入部の消毒の前には挿入部周囲の皮膚を清拭し、皮膚の清浄化を図る。消毒はクロルヘ

キシジングルコン酸塩エタノール液 1%、10%ポビドンヨード製剤のいずれかを使用する。10%

ポビドンヨード製剤で消毒した際は、殺菌効果を高めるため乾燥させてからドレシング剤を貼付

する。皮膚びらん、多汗、浸出・出血がある場合は皮膚常在菌が増加するため、滅菌ガーゼ

を使用してからドレシング剤を貼付する。滅菌ガーゼは連日または汚染時に交換する。 

(エ) 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。 

(オ) CV カテーテルに接続された輸液ラインの本管・側管の接続・取り外しの際には未滅菌手袋を

着用し、素手では扱わない。接続時はアルコール含浸綿で接続部を十分に消毒する。 

(カ) 挿入部位は最低 1 回/日観察する。観察項目は、固定糸の状態（ゆるみ・脱落の有無）、

カテーテル挿入長（変化の有無）、固定部位と挿入部位（発赤・腫脹・疼痛・熱感・出血・

浸出液・排膿の有無）、カテーテルと輸液ラインのすべての接続部位（ゆるみ・キャップのはず

れ・損傷・漏出・異物の有無） 

(キ) 輸液ラインのセットはニードルレスシステムを使用する。 

(ク) 輸液ラインのセット交換は原則として 2 回/週とする。72 時間より頻回には交換しない。 

(ケ) 血液製剤・脂肪製剤は感染防御の観点から末梢静脈ラインからの投与が望ましい。血液製

剤・脂肪製剤を投与したCVラインは細菌の増殖を促進するリスクがあるため、24時間以内に

セット交換を行う。プロポフォールの注入に使用する輸液ラインはシリンジを交換するごとに、また

は 12 時間ごとに交換する。 

(コ) 開放式三方活栓は原則として使用しない。三方活栓を使用する場合は必要最低限の数を

つけ、使用時は側注は極力少なくし、側注する場合は前後でアルコール含浸綿にて注入口を

消毒する。 

(サ) CV カテーテルをロックするときはヘパリンロック用 10ml 製剤を使用し、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。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。 

(シ) CV カテーテルと皮膚のテープ固定は、CV カテーテルに弯曲をつけ、固定のテープを替えるとき

は直前の位置と同じにならないよう位置を変えて固定する。 

(ス) 消毒日・挿入長を固定テープへ記入する。 

(セ) テープやドレシングの種類によりそれぞれ利点・欠点があり、患者の皮膚の状態に合わせて選

択する。 

(ソ) 看護記録に挿入部位の状況を記録する。 

(タ) 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。 

(チ) 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。 

(ツ) 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。 

3. 有害事象 

(ア) 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。 

(イ) 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。 

(ウ) CV カテーテル管理中に発生する可能性がある有害事象とその対応 

① 失血：接続部のはずれや事故抜去による。発見後ただちに止血処置しバイタルサインの

確認、血液検査を施行し、必要量の輸血を考慮する。 

② 空気塞栓：空気塞栓：穿刺中に穿刺針やカテーテルを通して空気が静脈内に流入す

ること。呼吸不全、循環不全、奇異性脳梗塞などが生じる場合がある。多量に流入した

ことが判明した場合、空気を右心室心尖部に集め循環障害を防ぐ方法として頭低位＋

左側臥位（Durant’s maneuver）を行う。ICU 管理を考慮する。 

③ 深部静脈血栓症・肺塞栓：カテーテル挿入流域に腫脹がみられる。肺塞栓に進展した

場合呼吸循環の異常が現れる。重症度に応じて呼吸循環管理、抗凝固療法、血栓

溶解療法などを考慮する。循環器内科にコンサルトする。 

④ カテーテル関連血流感染：血液培養で陽性となり感染源がカテーテルと推定される場合。



適切な抗菌治療を行う。臓器症状がある場合は ICU で全身管理を考慮する。血液培

養からカンジダが分離され、カンジダ血症と診断した場合は、真菌性眼内炎を発症するリ

スクがあるため、眼科医の診察とフォローアップが必須である。 

⑤ 心タンポナーデ：カテーテル先端が上大静脈や右心房を穿孔して発生する。カテーテル

留置後、遅れて発症することもある。心臓血管外科にコンサルトする。 

⑥ 遅発性気胸：カテーテル留置後、遅れて気胸が判明することがある。重症度に応じてド

レナージや呼吸管理を行う。 

⑦ 事故抜去：事故抜去のリスク（CV カテーテルの固定が弱い・外れている、汗・液体・消

毒液でドレシングがはがれやすくなっている、患者の意識レベル・精神状態が不安定であ

る、等）を評価し、リスクが高ければ事故が発生する前に多職種で対応を検討する。事

故抜去により発生する可能性がある有害事象には、失血、空気塞栓、循環不全（急

速輸液・カテコラミンの途絶）、血管外漏出、組織障害、カテーテル離断から体内への

遺残などである。カテーテルそのものに不具合が認められた場合、医療安全管理室へ報

告するとともに対象となるカテーテルを保存し指示を仰ぐ。 

  



18. 抜去  

 

1. CV カテーテル抜去の際には空気塞栓を防止することが最も重要である。 

2. 安全な CV カテーテル抜去の方法 

(ア) 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。 

 

(イ) 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）。 

(ウ) CV カテーテル抜去後は数分間用手的に圧迫する。 

(エ) 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

推奨しない。 

(オ) 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。 

(カ) 抜去部から出血があればアンギオロールや俵に巻いたガーゼでしばらく圧迫する。 

(キ) 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。 

3. 抜去した CV カテーテルの取り扱い 

(ア) 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。 

(イ) 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。 

4. カテーテル位置異常・迷入・感染等で抜去する際の注意 

(ア) CV カテーテルが迷入している血管によっては、抜去することで出血性合併症になる可能性が

あるため、その取り扱いには複数人で慎重に検討する。 

(イ) カテーテル感染を疑って抜去する場合は、CV カテーテルからの採血と抜去したカテーテルの先

端を切離したものを培養検査に提出する。 

5. 事故抜去が発生した場合の取り扱い 

(ア) 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。 

(イ) 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。 

(ウ) 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。 

(エ) 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。 

(オ) 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。 

(カ) 体内遺残を認めた場合は、循環器内科にコンサルトする。 

(キ) 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。 

  



書式 1  

CVC術者認定医申請書            受付番号              

申請書作成年月日 西暦        年     月      日 

氏名  

所属  

医師免許取得年 西暦                     年 

佐久総合病院グループでの勤続年数（合計）              年         ヶ月 

佐久総合病院での初期研修医歴 □あり     □なし 

現在までの CVC 実施件数総数の概数にチェックを入れてください 

□ a. 10 件未満  □ b. 10～50 件未満  □ c. 50～100 件未満  □ d. 100 件以上 

近年の CVC 実施件数（概数で可）    おおよそ          件/年 

CVC 類似処置で術者として実施したことがある項目の□にチェックを入れて、それらの実績の合計

数（概数）を記入してください 

□PICC 挿入 

□トンネル型 CV カテーテル 

□非カフ型ブラッドアクセスカテーテル挿入 

□カフ型ブラッドアクセスカテーテル挿入 

□一時ペーシングカテーテル挿入 

□植込み型ペースメーカ類 

□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等のシー

ス挿入、 

□V-A ECMO、V-V ECMO 

□CV ポート 

□その他（                   ） 

合計             件 

 この用紙は CVC 管理委員会事務局（医療安全管理室内）で厳密に管理し、CVC 管理委員会で審査に用いる以

外はいかなる利用もいたしません。また外部に漏洩することがないよう管理致します。 

 印刷後直筆で書き入れ CVC 管理委員会事務局（医療安全管理室内）へ持参して頂くか、この申請所に入力し

CVC 管理委員会事務局 武重勝美課長宛にサイボウズメールで添付送信してください。 



 



CVC応用コース 指導チェックリスト           202   年    月    日実施 

 

対象医師                   指導医               患者 ID                         

 

 

 

 

 

 

準備 

1. 適応 適応が明確になっている □ 

2. リスク評価 リスクを調査しすべて認識されている □ 

3. 説明と同意、術

前診察 

CVC 説明書を用いた説明と同意書にサインがある（緊急

時は事後承諾可） 

術前診察で CVC の計画が明確になっている 

□ 

 

□ 

4. 実施環境 生体モニター、救急カート、除細動器、酸素、穿刺用エコ

ー、透視装置等を確認している 

□ 

5. 患者移動・体位

取り・ﾌﾟﾚｽｷｬﾝ 

最適な体位を調整している 

プレスキャンでリスク等を評価している 

□ 

□ 

6. 必要物品準備 必要物品の選択と準備ができ、名称、使用法、特性を理

解している 

□ 

7. タイムアウト CVC 記録表を表示し、タイムアウトができる □ 

 

 

 

実施 

8. 感染防御 高度感染防御（MBP）を適正に履行している □ 

9. 局所麻酔 適正位置に麻酔しリドカインショックについて警戒している □ 

10. 穿刺 エコーガイドで血管描出と穿刺針誘導が適切にできる 

前壁穿刺で成功する 

動脈穿刺を回避している 

多数回穿刺を回避している 

□ 

□ 

□ 

□ 

11. ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ挿入 透視下で円滑にｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰを SVC まで誘導できる 

ポストスキャンでｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰの適正留置を確認した 

□ 

□ 

12. ダイレータ挿入 ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰの屈曲がないように愛護的に挿入できる □ 

13. カテーテル挿入 適正位置に先端を留置できる □ 

14. 固定・ドレシング 固定具の使用、縫合固定、ドレシングが適正に行える □ 

 

事後 

15. 確認 X-p で先端位置の確認ができる □ 

16. 記録 CVC 実施記録を完成させることができる 

合併症の有無を記録することができる 

□ 

□ 

17. 管理 管理方法の要点を述べることができる □ 

18. 抜去 抜去時のリスク、適正な抜去法を述べることができる □ 

コメント 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

佐久医療センターCVCマニュアル作成・改訂主幹：CVC管理委員会委員長もしくはそれに準ずる役職  

問い合わせ：佐久医療センター医療安全管理室（センター内線：2380） 


