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⚫ CVCは10%程度も合併症のリスクを見込まなければならない危険手
技である。



1 気胸 14 心停止

2 血腫（皮下、縦隔） 15 不整脈

3 動脈穿刺、動脈カニュレーション 16 神経損傷

4 血胸 17 気管損傷・気道閉塞

5 胸腔内輸液 18 空気塞栓

6 縦隔内輸液 19 キシロカイン・ショック

7 血管外漏出・血管穿通 20 失血

8 乳び胸 21 静脈血栓症・肺塞栓

9 心タンポナーデ 22 真菌性眼内炎

10 動静脈ろう 23 縦隔感染

11 くも膜下腔、硬膜外腔迷入 24 刺入部感染

12 後腹膜血腫 25 カテーテル関連血流感染:CRBSI

13 ガイドワイヤー・カテーテル塞栓 26 ・・・



◆合併症種類
◼動脈穿刺→出血性ショック：9件

◼心タンポナーデ：4件

◼胸腔内輸液：4件

◼動脈穿刺→血腫→気道閉塞：3件

◼接続はずれ→失血：3件

◼血胸：2件

◼後腹膜血腫：2件

◼カテーテル感染：2件

◼（緊張性）気胸：1件

◼不明：1件

◆報道件数：31件

◆穿刺部位

◼内頚：16件

◼鎖骨下：8件

◼大腿：2件

◼不明・無関係：5件

◆転帰

◼死亡：27件

◼低酸素脳症：3件

◼回復：1件

2001年～2009年3月（約8年間）



◼入院患者の3~16%（6.8%:日本）に医療に伴う有害事象が発生し
ている。

◼それにより米国では年間44,000~98,000が死亡している。

◼米国では医療の質改善運動（100K Lives Campaign）により入院
中の死亡数を大幅に減らすことに成功した。

◼日本でも入院死亡数1万人の低減を目標に2008年5月からキャン
ペーンを展開している。

◼【行動目標3b】CVCに伴う有害事象とこれに起因する死亡を防ぐ



その要因

1万例当たり2例であった麻酔による死亡を、
2~3万人当たり1例に減少させた

1. 工学的解決：技術の革新（新しいモニター装置、既存装置の標
準化、フェールセーフ設計etc.）

2. 標準化とガイドライン：エラーの予防、早期発見

3. 教育と研修：シミュレーター研修など人的要因の改善

4. チームワークとコミュニケーションの向上：異なる職種から
なる麻酔患者安全財団の結成、目標達成に向けたリーダーの存在

「患者安全のシステムを創る」 相馬孝博 監訳 医学書院 2006年



1. 適応の厳密化
全体の件数を抑制する。リスクを評価する。

2. 安全な穿刺手技の標準化
感染防御、セルジンガーキット、安全資機材、多数回穿刺の回
避、超音波（US）、X線透視

3. 教育体制の整備
研修コース、エキスパート認定

「医療はさまざまな職種とプロセスで構成されるシステムであ
るとの認識に立ち、患者本位の視点に立って再設計する。」

上原鳴夫 医療安全のパラダイムと方法論 第127回日本医学会シンポジウム記録集 2004



CVCの実施前に適応を明確にし、不要なCVCを避けることで事故や合

併症の低減を図る。

①TPN(total parenteral nutrition：経静脈栄養) の実施

②血管作動性薬剤（昇圧剤類）の投与

③化学療法・刺激性薬剤の投与

④透析・血漿交換

⑤末梢静脈路の確保が困難な場合

⑥肺動脈カテーテル（Swan-Ganzカテーテル）・一時ペーシングカテーテル・心臓電気生
理検査用カテーテルの挿入 など

⑦CVP(central venous pressure)の測定

適応

①明らかに腸管の使用が可能な状態におけるTPN目的

②栄養状態が良好で1週間以内に食事摂取が可能となる手術症例

③治癒不能な状態にある患者

④単なる水分補給のルートとして使用すること

適応外

（参考： 井上善文 TPNレクチャー 南江堂 2004、ASPEN board of directors, JPEN 1986）



• 意識：不穏

• 体型：肥満/るいそう、変形、甲状腺腫大

• 呼吸・循環状態：呼吸不全、脱水

• 既往：CVCの既往、穿刺部の手術歴

• アレルギー：アナフィラキシーの既往

• 内服薬：抗凝固薬、抗血小板薬

• 基礎疾患：出血傾向、癌、肝・腎障害

• 解剖学的異常・個体差

• 穿刺部位：感染巣、左右、血管内の状態

隠れたリスクを明確にし、評価することで、危険を予知し回避
する。

森脇龍太郎, 中田一之編必ず上手くなる！中心静脈穿刺 羊土社； 2007. 



1. 実施前の手洗い

2. 高度無菌バリアプリコーション

3. クロルヘキシジン消毒

4. 大腿静脈はなるべく使用しない

5. 不要になればすぐ抜去

CRBSI*は
最大66%

減少する

NEJM. 2006;355:26

⚫高度無菌バリアプリコーション（帽子、マスク、滅菌ガ
ウン、滅菌手袋）でのCVCは標準手技

*CRBSI:カテーテル関連血流感染
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スルーザカニュラ セルジンガーキット

⚫組織の傷害性や成功率から考えて穿刺針が細いセルジンガーキットを
標準手技として推奨する。
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必須

心電図モニター
血圧計
SpO2モニター

必要時にすぐ使える体制

酸素配管
酸素ボンベ

救急カート

除細動器
AED

⚫安全対策の基本：

①合併症を予防する

②合併症発生時、早期発見/早期対応で重篤化を防ぐ

安全資機材の
準備・標準化が
必須



• 多数回穿刺はハイリスク：

穿刺回数＞3回⇒合併症発生率は6倍
(Mansfield PF et al, 1994) 

※その場合当然、処置に長時間を要し成功率も低下する。

多数回穿刺＝安全性・確実性・迅速性の低下

↓

3回で成功しない場合、術者交代を推奨する。

⚫ USガイド下穿刺は多数回穿刺回避に有用である。



NEJM,384;12,2003より引用

• 肥満

• 解剖学的個体差

• 静脈の圧迫

• 頚部の過度のローテーション

• 血管虚脱

• 左IJV、左FV穿刺

• 動脈穿刺・気胸・血胸のリス
ク

• 鎖骨が障害で止血困難

⚫「体表から見えない血管を探り当てて穿刺してカテーテルを挿
入する」技術は、非常に高度かつリスクの高い技術である。



右腋窩動静脈の逆位

V A

松田光正、鈴木利保他, 超音波診断装置を用いた内頸静脈の左右差
についての検討. 日臨麻会誌.Vol.25 No.4, 331～337, 2005

右内頚静脈の血栓閉塞

頭
側

体
幹
側

◼内部構造の視認、個体差・異常の検知

◼前壁のみの穿刺が可能

◼正確・確実・迅速な穿刺＝多数回穿刺の回避



• 無選別に160回のIJV穿刺で成功率100% (Yonei, et al. 1986)

• IJV穿刺869例の成功率99.9% (Gordon, et al. 1998)

• IJV穿刺8 studyのメタアナリシスの相対危険度(RR)：カテー
テル挿入失敗0.32、手技中の合併症0.22、多数回穿刺0.60
(Randolph, et al. 1996)

• リアルタイム超音波ガイド下IJV-CVCは機械的合併症数、
失敗数、挿入に要する時間、穿刺回数を減少させる。
(McGee et al, NEJM 348;12 2003)

• 成人・小児の待機的CVCのIJV穿刺ではルーチンにUSガ
イドを使用することが推奨される。また、そのための適切な
教育を受けるべきである。(NICE,2002)

• リアルタイム超音波ガイド下AV穿刺CVC196例のカニュ
レーション成功率96%、かつ1回目の穿刺成功率76%、有
害事象は動脈穿刺3例、一過性神経障害2例(Sharma, et al. 2004)

IJV：内頚静脈、AV:腋窩静脈



US動画：本穿刺時



6 cephalic vein （橈側皮静脈）

29 basilic vein （尺側皮静脈）

24 axillary vein

5 brachial vein

13 internal jugular vein

•腋窩静脈(AV)は上腕静脈の延

長で、上腕内側から腋窩を通過
したのち、急激に浮上し大・小胸
筋の後を通って鎖骨下をくぐり、
鎖骨下静脈となる

•リアルタイム超音波ガイドでは
AVを穿刺する。

Rohen JW他 解剖学カラーアトラス 3rd ed 医学書院 1994



US動画：本穿刺時



movie：本穿刺時 短軸像穿刺



渡部修 他. リアルタイム超音波とX線透視を使用した腋窩静脈穿刺中心静脈カテーテル挿入法の安全性と確実性
の検討. 日集中医誌. 2009;16:163～167



X線透視動画：カテーテル挿入

⚫ ガイドワイヤー、ダイレー
ター、カテーテルのX線透
視下操作⇒安全性の向上

⚫ ガイドワイヤー挿入困難の
トラブル激減

⚫ 挿入時のカテーテル位置異
常は発生しない

USは穿刺時のみ有効なデバ
イス。さらにその後のプロセ
スの可視化が必要。



⚫血管造影室はCVCの最適な実施環境である。

•広い清潔野

•X線透視、USの利用が可能

•心電図、血圧計、酸素飽和度な
どのモニターが常備

•除細動器、挿管セット、緊急薬品、
酸素などの緊急資器材が常備

•慣れたスタッフの常駐

•患者移動の負担はCT検査など
と同程度

•病棟Nsの介助が不要



⚫実施状況を記録・集計・フィードバックすることで安全手技の
標準化を図る



56.7
32.8

9.7 0.9

内頚静脈 鎖骨下静脈

大腿静脈 その他

（%）

⚫記録カード提出率：460枚
/567件＝81.1%（6ヶ月）

⚫平均本穿刺回数：1.5回
⚫平均実施時間：22.5分（消毒

～ドレシング）

⚫交代なし90.8% あり9.2%

⚫CVCの術者：72名（佐久総合病

院医師数206名）、うち1～5件の
少数実施者65.2%



39.4

27.5

28.5

4.6

術前観察のみ、マーキング法 リアルタイム法

使用なし チェックなし

28.3

66.7

使用あり 使用なし

（%）

44.4

55.6

使用あり 使用なし

（%）

（%）

ICU入室患者を除く

超音波
X線透視
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• 3段階のコース設定：off the jobからon the jobへ、シミュレーショントレーニ

ングから実地研修へ

基礎コース：標準手技、合併症の知識、シミュレーション

上級コース：超音波ガイド下CVCに特化した内容、シミュ

レーション

臨床コース：実地研修とフィードバック

• 受講対象：おもに初期・後期研修医

• 全体の底上げ、エキスパートの養成



基礎コース 平日8:30-17:00  受講生10名以内 インストラクター2-3名

basic course (B course)

プレテスト モチベーションを高める

デジタルテキスト（CD-R）
標準手順・管理方法を詳述し、合併症の種類・
発生要因・予防方法・対応方法・実例を整理した

ケースシミュレーション
実際事例をもとに合併症回避の方策と合併症発
生時の対応をシミュレーションし討論する

超音波実習
血管穿刺用超音波〔iLook25〕を用いて受講生同
士で内頚静脈を観察する

シミュレータ実習
CVC穿刺シミュレータ〔2台〕で穿刺挿入実習

評価 チェックシートを用いて手技を評価



上級コース 土曜8:30-12:00  受講生15名以内 インストラクター2-3名

advanced course (A course)

超音波ガイド下CVC解説：総論・各論

理論、具体的手技、ビデオ解説

シミュレータ実習
血管穿刺用超音波〔iLook25〕と超音波ガイド穿刺

用シミュレータで穿刺実習

デモンストレーション
インストラクターによる実際の患者での手技供覧



•穿刺中に穿刺針先端位置が不明→盲目的穿刺→動脈穿刺、
気胸などのリスクが上昇する

•穿刺針先端を常に描出するように超音波プローブを動かして、
穿刺針を静脈まで誘導する手法（needle leading法）を採用。



表 1   背景因子

年齢（歳）

性別 (男 / 女)

穿刺部位：内頚静脈

腋窩静脈

大腿静脈

12-89

50/62

43                     

57

12

（平均62.3）

表 2   結果

穿刺成功率

合併症発生率

平均穿刺回数

後壁穿刺率

97.3%(109/112)  

0.9% （動脈穿刺1例）

1.3回

4.5%(5/112)  

渡部 修 他、リアルタイム超音波ガイド下中心静脈カテーテル挿入法の技術 .ICUとCCU. 2009; Vol.33. No.9 （掲載予定）



臨床コース ICUをローテーション中の初期・後期研修医対象 随時

clinical course (C course)

実地研修
インストラクターの指導下で、実際の患者で実

施する。B,Aコースの知識・技術の確認と、超

音波ガイド下CVCを実践する

ビデオレビュー
手技をビデオ撮影し、受講生と共にレビューす

る。細かい部分の確認、練習用カテーテル

キットを用いて反復練習する。超音波ガイド下

CVCの超音波画像（動画）をレビューする

評価
チェックシートを用いた評価



• 患者の状態や病院の体制上、実施困難な安全対
策もある。

• 穿刺挿入時の安全対策だけでは不十分⇒管理中
の安全対策の標準化が必要

• CVカテーテルを管理するNsの教育も必要

• リアルタイム超音波ガイド法の普及のために⇒標
準手技の整理、研修コースの整備が必要

• 教育効果の評価方法・妥当性の検証が困難

• エキスパート認定基準の策定と承認が課題

• CVCを専門化すべきか、全体の底上げを図るか

• CVセンターの整備、PICCの導入の是非



〒384-0301 長野県佐久市臼田197 佐久総合病院 救命救急センター

渡部 修 sakuicu@valley.ne.jp


