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• landmark methodで合併症もなく短時間で
挿入できるが？

• USがすぐ使用できる環境にないが？

• USの取り扱いに慣れていないが？

• USなしでも研修医をきちんと教育する自信
があるが？

• 救急外来ではそんな余裕はないが？

• メーカーの口車ではないのか？

中心静脈カテーテル挿入
（Central Venous Catheterization: CVC）
に超音波（US）ガイドは必要か？



報道事例

① 「・・・膵臓がんの手術を控えた患者に、
手術後に行う高カロリー輸液のため静脈
カテーテルを挿入する際、誤って首の動
脈を傷つけ、出血性ショックによる多臓器
不全で・・・死亡させた疑い。」2005.8

② 「・・・栄養剤投与のカテーテルを挿入す
るため、針を首から入れたところ約30分

後に容体が急変、・・・死亡した。・・・状況
から針を誤って動脈に刺した可能性が高
いという。」2004.5



CVCの合併症・事故を
減らす努力が必要ではないか？

アイデアのひとつとして、USガイドを
使用したCVCが有用ではないか。



USガイド下内頚静脈穿刺



内頚静脈（IJV）穿刺～landmark method

•胸鎖乳突筋胸骨頭・鎖
骨頭・鎖骨で構成され
る三角形の頂点から、
同側乳頭へ向けて穿刺
する。

•左手で総頚動脈を触
知し、動脈穿刺を避け
る。

出典：NEJM:348;12,1123-33



IJV穿刺（landmark method）: 欠点

• 肥満者では体表のランドマークと動脈の拍動が不明瞭
になりやすい。

• 動脈触知によりIJVが圧迫され穿刺がより難しくなる。

• 動静脈が重なっているとランドマークと一致しない。

• 頚部を過度にローテーションさせると動静脈が重なりや
すくなり、静脈が虚脱しやすくなる。

• 左IJVの穿刺はより困難。

• 細いIJVは穿刺困難。

• 深く穿刺すると血気胸のリスクが高まる。

• 「正常な解剖」に基づくが、血管走行に個体差が大きい。



IJVの解剖学的個体差

V A

内側 外側

1.0% 4.5% 22.5% 49.8% 22.2%

•659例を調査、頭部は反対側へ向けて観察
（Gordon AC: US-guided Puncture of the Internal Jugular Vein: Complications 

and Anatomic Considerations, JVIR 1998; 9:333-338）。

•別な調査では、2.5%の患者でIJVが血栓閉塞していたと報告。

VA

Landmark methodでは成功率は決して100%にはならない。



USを使用すれば
それらの欠点は補えるか？



血管走行の個体差
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総頚動脈
内頚静脈

・総頚動脈と内頚静脈が交差していた。

・Landmark methodでは合併症を発生さ
せる危険性が高かった。



A
V

静脈内血栓 1

・血管内がややhyperechoicである、ドプラで血流が
ない、または乏しい、プローブによる圧迫でも血管径
が狭小化しない、などが特徴。

・無理な穿刺を回避し、合併症を予防できた。



・以前、右鎖骨下静脈よりCVCを
実施しカテーテル先端が右内頚
静脈に迷入したまま使用していた
ことがある患者。

・右IJV内部に限局的な血栓（T）
が描出された。

・穿刺の影響で血栓が遊離し肺
動脈に詰まる（肺塞栓）可能性が
あるためCVCを再検討した。

・無理な穿刺を回避し、合併症を
予防できた。
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静脈内血栓 2



・頭低位にできない、頭部の回旋が不十分、首が短い、動静脈が
重なっているなどの悪条件下でもUSガイドではスムーズに挿入
できる。

困難な体位



USガイド下CVC IJVアプローチの利点
• ランドマークがわかりにくい場合も穿刺が容易となる。

• 動静脈の重なり・区別、静脈径・内部、血管走行、体
表からの深さ、周辺組織の状況など多くの情報が得ら
れ最適な穿刺点が決定できる。

• 個体差が明瞭に把握できる。

• 結果的に機械的合併症数、失敗数、挿入に要する時
間、穿刺回数を減少させる （ NEJM, 348, 12: 1123-33, 2003 ）。

• リアルタイム法では静脈を直視しているため試験穿刺、
陰圧穿刺が不要＝低侵襲、穿刺針が詰まらない。麻
酔の針が26Gでもよい＝疼痛が軽減される。

• 臥位やTrendelenburg 体位でなくとも、また、頚部の回
転が制限されていても穿刺が可能。



USガイド下CVCの利点

USは穿刺・挿入を容易にする

だけでなく、危険を予知し合併
症を避ける優れたツール。

医療安全対策上も不可欠の
道具となりつつある。



USの使用を推奨しているガイドライン、総説

⚫McGee DC: Preventing complications of central venous 

catheterization, NEJM, 348, 12: 1123-33, 2003 

⚫National Institute for clinical Excellence (NICE): Guidance on 

the use of ultrasound locating devices for placing central venous 

catheters, Technology Appraisal Guidance-No.49, 2002 

⚫Yanick B: Critical Care Review;  Bedside Ultrasonography in the 

ICU,  Chest, 128(3), 2005 

⚫Making Health Care Safer, A Critical Analysis of Patient Safety 

Practices Prepared for: Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ), Contract No. 290-97-0013, 2001, Chapter 21 

Ultrasound Guidance of Central Vein Catheterization

⚫‘In the country of the blind, the one-eyed man is king’ 

・・・Erasmus(1466-1536)                                                                                                     



超音波装置



超音波プローブの選択は？

•主に腹部用として使用

•深いところも描出でき
るがプローブが大きい

•穿刺に使用できるがや
や使いにくい

•主に心臓用として使用

•ビームが扇状に広がり
表在臓器の描出には不
向き

•穿刺には使用しにくい

•表在臓器の描出性能
がよい

•小型で軽い為操作性
がよい

•穿刺用としては最適

コンベックス マイクロコンベックス リニア（iLook25）



携帯型US装置（iLook25）



携帯型US装置（iLook25）

・リニアプローブで表在臓器の描出に優れる。プローブが小さく、
穿刺の邪魔にならない。携帯性に優れる。



CVカテーテルキット



CVカテーテル キット

Through the cannula法か、Seldinger法か

Through the cannula キット

Seldinger キット



CVカテーテル キット

22G

セーフガイドニードル
Seldinger法

14G

ｽﾙｰｻﾞｶﾆｭｰﾗ用
Peel Off針

16G

CVカテーテル

共に同じ外径のｶﾃｰﾃﾙ（16ｹﾞｰｼﾞ）が留置できる

⇒Seldingerキットのほうが侵襲性が少ないのは明らか



カテーテルの種類と成功率
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P<0.001
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例

成功率：73.1% 成功率：93.8%

（ｼｮﾙﾄﾞﾝｶﾃｰﾃﾙを含む）

自施設の調査による（2002年）

スルーザカニュラ



CVカテーテル キット

マイクロニードル セルジンガーキット セーフガイドⅡ



USガイドCVC: 2つの方法

1.マーキング法

•USで静脈を確認後、最適な穿刺点を体表に油性ペンなどでマーキ
ングし、そのマーキングをガイドに穿刺する静的方法。

•術中のUS操作が不要で簡便。ただし難しい穿刺には不向き。

2.リアルタイム法

•清潔野をつくったあと、USのプローブに滅菌したプローブカバーをか
ぶせ、USの直視下に静脈を観察しながら穿刺する動的方法。

•リスクが大きい、または難しい穿刺の場合、ピンポイントで穿刺がで
きる点、有利となる。しかしUS操作と準備が煩雑で、さらにUSに慣れ
ていないとかえって危険な操作をしがちになる点が要注意。



USガイドCVC: ①マーキング法



USガイドCVC: ①マーキング法

•USでIJVを短軸・長軸像で全域走査し、血栓閉塞していな
いことを確認後最適な穿刺点を決定する。体表からの深さ
を確認する。45度で穿刺するならばその√2倍の距離を見
込む。さらに静脈がたわむ分を見込む（最大5mm程度）。

•最適な穿刺点は、静脈径がある程度大きく、かつ血気胸
のリスクを低減させるため体幹部にあまり近くない点。

•静脈が描出された方向・角度を確認し、穿刺のイメージを
つくる。同側乳頭に向けることはしない。

•プローブの中心をIJVの中心に一致させ、その体表に油性
ペンなどでマーキングする（2点マークするか線を引く）。

•体表と血管がずれないように体位を決定してからマーキン
グし、その後は動かさない。



USガイドCVC: ①マーキング法

●●

PITFALL：皮膚にたるみ・しわがあると静脈とずれることがある。
円背の患者では頚部過伸展→IJV虚脱となることがあり、その場
合は後頭部下に枕を入れる。頭部を固定することも有効。



USガイドCVC: ①マーキング法

プローブで圧迫し静脈がつぶれることを確認する。動静脈を
区別し血栓閉塞していないことが確認できる。

PITFALL：静脈は非常につぶれやすく、プローブの重みだけで虚
脱してしまうこともあるので軽く皮膚にあてる。



USガイドCVC: ①マーキング法

•念のために
動脈の位置・
深さ・方向を確
認するため、
マーキングを
ガイドに試験
穿刺する。

•ただし、マーキング法はlandmark methodと比較して結果に
差はないともいわれる。



USガイドCVC: ①マーキング法

•刺入角度と静脈のたわみから、ゆっくり穿刺すると予測
した深さまで刺入しても血管壁が穿刺できないときがあ
る。ある程度勢いをつけて穿刺することが必要。

PITFALL



USガイドCVC: ②リアルタイム法



USガイドCVC: ②リアルタイム法

1. 穿刺前にUSを当ててオリエンテーションをつけ、おおま
かな穿刺点を選定しておく。

2. 清潔野を作ってから、USのプローブに清潔なプローブカ
バーをかぶせる。

3. あらためて最適な穿刺点を選定する。プローブは助手
に操作させるか術者が自分で操作する。

4. 麻酔後、試験穿刺せずに本穿刺する。

5. 穿刺針が静脈前壁を穿刺するところまでUS画像を見て、
血液の逆流を確認しガイドワイヤーを挿入する。



USガイドCVC: ②リアルタイム法

1. 穿刺前にUSを当ててオリエンテーションをつけ、おおま
かな穿刺点を選定しておく。

2. 清潔野を作ってから、USのプローブに清潔なプローブカ
バーをかぶせる。

3. あらためて最適な穿刺点を選定する。プローブは助手
に操作させるか術者が自分で操作する。

4. 麻酔後、試験穿刺せずに本穿刺する。

5. 穿刺針が静脈前壁を穿刺するところまでUS画像を見て、
血液の逆流を確認しガイドワイヤーを挿入する。



USガイドCVC: ②リアルタイム法

•内頚静脈全域をスキャンする

•概して体幹寄りの方が血管径が太い。



USガイドCVC: ②リアルタイム法

1. 穿刺前にUSを当ててオリエンテーションをつけ、おおま
かな穿刺点を選定しておく。

2. 清潔野を作ってから、USのプローブに清潔なプローブカ
バーをかぶせる。

3. あらためて最適な穿刺点を選定する。プローブは助手
に操作させるか術者が自分で操作する。

4. 麻酔後、試験穿刺せずに本穿刺する。

5. 穿刺針が静脈前壁を穿刺するところまでUS画像を見て、
血液の逆流を確認しガイドワイヤーを挿入する。



USガイドCVC: ②リアルタイム法
～プローブカバーの装着方法～

ゼリーは少なめに入れる。輪ゴムを通しなが
らかぶせる。

プローブとカバーの間に空気が入らないように密
着させる。プローブ先端付近にも輪ゴムをかける。刺入点にゼリーを少量置き、小指をあててプ
ローブがずれないように固定する



USガイドCVC: ②リアルタイム法

1. 穿刺前にUSを当ててオリエンテーションをつけ、おおま
かな穿刺点を選定しておく。

2. 清潔野を作ってから、USのプローブに清潔なプローブカ
バーをかぶせる。

3. あらためて最適な穿刺点を選定する。プローブは助手
に操作させるか術者が自分で操作する。

4. 麻酔後、試験穿刺せずに本穿刺する。

5. 穿刺針が静脈前壁を穿刺するところまでUS画像を見て、
血液の逆流を確認しガイドワイヤーを挿入する。



USガイドCVC: ②リアルタイム法

助手にプローブを操作してもらうと術者は両手が使える利点が
ある反面、助手がプローブ操作に習熟していないとかえって見
にくくなりリスクが上昇してしまう。USに慣れていればプローブ
操作も自分で行ったほうがスムーズに実施できることが多い。

PITFALL



USガイドCVC: ②リアルタイム法

ゼリーで滑りやすいため小指を患者の体に当ててプローブを
固定する。静脈がつぶれないようにプローブは軽く当て、かつ
鮮明に描出されるように微妙な力加減で走査する。

コツ



USガイドCVC: ②リアルタイム法

1. 穿刺前にUSを当ててオリエンテーションをつけ、おおま
かな穿刺点を選定しておく。

2. 清潔野を作ってから、USのプローブに清潔なプローブカ
バーをかぶせる。

3. あらためて最適な穿刺点を選定する。プローブは助手
に操作させるか術者が自分で操作する。

4. 麻酔後、試験穿刺せずに本穿刺する。

5. 穿刺針が静脈前壁を穿刺するところまでUS画像を見て、
血液の逆流を確認しガイドワイヤーを挿入する。



USガイドCVC: ②リアルタイム法

画像のマーカーを刺入点に一致させ、プローブの中央から穿刺する

穿刺針

ⅰ）短軸像による穿刺

短軸像では細い穿刺針のUS上の描出は良くないことが多い。
針を小刻みに前後に動かし、周辺組織の動きで針先の位置を
間接的に把握する。

コツ



USガイドCVC: ②リアルタイム法

・US画面だけを見ていると刺入角度と刺入深さがわからず、い
つの間にか不適切な方向に深く刺入してしまうおそれがある。
手元と画面の確認を繰り返すことが大切である。

PITFALL

ⅰ）短軸像による穿刺



USガイドCVC: ②リアルタイム法
ⅰ）短軸像による穿刺

・動静脈が明確に区別できるため穿刺ターゲットがしぼりやすい。
左IJVでも同様に穿刺可能。

PITFALL:穿刺針先端がななめに進行するため、正確な先端位
置が把握しにくい⇒気付かず深く穿刺してしまう危険性がある。
穿刺針先端を追うようにプローブを扇動走査する技術が必要。



USガイドCVC: ②リアルタイム法
ⅱ）長軸像による穿刺



USガイドCVC: ②リアルタイム法

長軸像穿刺の利点

針先の深さが正確に描出でき
るので、後壁穿刺せずに前壁
だけを穿刺することができる。

動脈が静脈の真下に位置し
ているような場合には非常に
有効。

V

A



USガイドCVC: ②リアルタイム法

•長軸像では動静脈の区別が困難になるため、確実に静脈を
捕らえ保持することが大切。穿刺針もビームに一致させて刺入
することが必要。ずれて穿刺すると画像上に穿刺針が映らず
動脈穿刺のリスクが生じる。このようなUS操作と穿刺とを同時
に行なうには一定のトレーニングが必要となる。

•複数回穿刺を行うと出血により画像が不鮮明となるので、1回
で成功させるつもりで実施する。

PITFALL



USガイドCVC: ②リアルタイム法

PITFALL

・静脈は非常にたわみやすく、22G穿刺針でもゆっくり刺入
すれば次第にたわんで後壁まで貫通してしまう。ある程度
勢いをつけて一気に前壁だけを穿刺することが必要。



USガイドCVC: ②リアルタイム法
PITFALL

画像上は針先が血管内腔に刺入し
たようにみえてもしっかり穿刺して
おらず、逆流血が得られないことが
ある

しっかりと針先のエコーが確認
できれば穿刺は成功している



USガイドCVC: ②リアルタイム法

1. 穿刺前にUSを当ててオリエンテーションをつけ、おおま
かな穿刺点を選定しておく。

2. 清潔野を作ってから、USのプローブに清潔なプローブカ
バーをかぶせる。

3. あらためて最適な穿刺点を選定する。プローブは助手
に操作させるか術者が自分で操作する。

4. 麻酔後、試験穿刺せずに本穿刺する。

5. 穿刺針が静脈前壁を穿刺するところまでUS画像を見て、
血液の逆流を確認しガイドワイヤーを挿入する。



USガイドCVC: ②リアルタイム法

・GWを挿入したあと、GWが確実に静脈内にあることをUS長・

短軸像で確認する。動脈穿刺となっていた場合でも動脈へのダ
イレーターとカテーテルの挿入は避けられ、被害を最小限に食
い止められる。

ガイドワイヤー（GW）の挿入と確認

GW

GW



GW

ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ

USガイドCVC: ②リアルタイム法

・ダイレーターの挿入は抵抗が大きく発生し、血管がおおきくたわ
む。このとき、ダイレーターを勢い良く挿入すれば、GWは折れ曲
がりダイレーターは血管外へ進む可能性がある。GWによって血
管壁が縦に裂け、致命的な出血が発生するかもしれない。

ダイレーターの挿入 PITFALL



USガイドCVC

•USガイドCVC IJVアプローチは、マーキング法でも穿
刺は非常に容易になり、危険予知・回避に貢献する。

•特にリスクが大きいと判断した場合は、リアルタイム
法で実施したほうがよい。

•体表からは知りえない情報を知ることができる。

•USガイドCVCは確実性・安全性でlandmark methodに

勝るが、準備に時間を要し、救急現場では不利になる
可能性がある。

•ただし、「CVCに要するトータルの時間」で考えると、
短時間ですむことが検証されている。



USガイドCVC

・・・ただし、最大のPITFALLは・・・

簡単に実施できるように見えるため、USを扱っ

たことのない術者でも「すぐに簡単にできそう
だ」と思って不用意に実施し、かえって危険な操
作をしてしまうこと、であるかもしれない。

⇒ある程度のトレーニング（シミュレーターによ
るトレーニングなど）は必要である。



佐久総合病院CVC技術研修
（CVCトレーニング）



テキスト（HTML file）



プロジェクターを併用しつつ各自のパソコンでテキスト
を開いて参照する

研修風景



合併症ケーススタディ



受講生同士で
観察

超
音
波
実
習



シミュレータ
実習



応用



リアルタイムUSガイドとX線透視を使用した
腋窩静脈穿刺によるCVC

A
V



リアルタイムUSガイドを使用した
大腿静脈遠位穿刺によるCVC

A V
外側 内側

A

V



ありがとうございました。

佐久総合病院 救命救急センター 渡部 修
sakuicu@valley.ne.jp 0267-82-3131（病院代表）

mailto:sakuicu@valley.ne.jp

