
■医局に学閥が存在しない
佐久総合病院は1968年に臨床研修
病院に指定され、全国の医学系82大学
のうち、69大学（84.1％）から幅広く研修
医を受け入れ、当院で初期研修を受け
た者は既に300人以上に達する。

外科医長で研修医教育科医長である
西澤延宏氏は、「ほとんどの病院は、各
大学から派遣で来るケースが多いと思
いますが、当施設では、特に内科と外
科で研修医から常勤医師になった人が
多く、70％が当院の研修医を経て常勤
医師となっています。夏川周介院長は金
沢大だし、私は千葉大、渡部修先生は
秋田大とバラバラ。3人とも研修医から
常勤医になりました」と話す。

■プライマリケアと総合診療方式
研修医から常勤医になる医師が中心
的役割を担っているため、佐久総合病
院にとっては『研修医をいかに育てる
か』ということが病院医療の根幹にかか
わる。昨年96歳で亡くなった若月俊一
名誉総長から綿 と々受け継がれている
『地域の中へ』という考えに見られるよ
うに、第一線医療を実践していくことが
特色になっている。そのため、当院の

6

医療安全対策につながる教育システム
初期研修医のCVC（中心静脈カテーテル留置）手技研修

CVC（中心静脈カテーテル留置）は、診療科を問わず医師であれば誰もが行いうる

基本的手技の一つであるが、医師によってやり方はまちまちであり、院内で手順や手技

が標準化されているということはほとんど聞かない。しかし、動脈穿刺によって出血性

ショックを招いたり、胸腔内誤挿入による水胸、血腫、気胸などの合併症を引き起こす

ことがあり、重大な事故も報告されている。佐久総合病院では、研修医がローテート先

で異なる手順や手技を教えられ、戸惑うケースもあるという事態を重くみて、臨床研修

にCVCを組み入れている。その実態を追う。

【所 在 地】長野県南佐久郡臼田町大字臼田197
【病 院 創 設】昭和19年1月
【院　　長】夏川周介
【許可病床数】821床

長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院

外科医長・呼吸器外科医長・研修医教育科医長
副診療部長
西澤 延宏 氏

佐久総合病院の
研修環境
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研修医は将来いずれの方向に進むにし
ろ、臨床医としてプライマリケアに対処す
るために基本的な知識、技能、態度を
習得することが目的とされる。
西澤氏は「科別募集は行わず、研修

医全員が総合診療方式をとっています。
2年間の研修期間のうち、1年次はオリ
エンテーションを行ったあと、内科、外
科、麻酔科、小児科、健康管理部を中
心にローテーション研修を行い、2年次
は産婦人科、精神神経科、救急救命セ
ンターの研修などを行い、その他にも毎
週1回の総合外来研修、月に4～5回の
救急外来勤務、往診や在宅ケアなどの
地域研修も行っています」と研修内容を
説明された。
臨床研修必須化が始まったのは

2004年からであるが、プライマリケア
や総合診療方式に魅力を感じてか、当
院への応募数は定員に対して4倍強の
応募が殺到。現在、小論文と面接の
マッチングプログラムで受け入れを絞り
込んでいる。

現行のCVC研修に先立つ2002年
に、佐久総合病院ではCVCの施行数、
合併症の発生数、誰が何回穿刺を行っ
たかなどの実態を把握するために、院
内調査を試みた。それによれば、医師
140人のうち約半数が4カ月間に最低
1回は施行し、延べ数にして300件以
上という結果になった。このデータを元
に院内ガイドラインともいえる「推奨施行
手順」を策定して、部長会議などで協議
にかけたが現場にはなかなか浸透せ

ず、その反省からCVCの本格研修を考
えるようになる。さらにスルーザカ
ニューラ法とセルジンガー法の成功率
も比較検討を行った。救急救命セン
ターの渡部修氏は、「当時はスルーザカ
ニューラ法が圧倒的に多かったのです
が、成功率は74％、これは、患者さん
4人に対し1人は失敗しているというこ
とになります。一方のセルジンガー法は
成功率が20ポイントも高い。成功率が
高ければ合併症の発生率は低いと考え
ました」。
メーカーの出荷数から鑑みて、現在で
も全国的にはスルーザカニューラ法を採
用している施設が多いと思われるが、
佐久総合病院ではこのときセルジンガー
法に統一していこうというコンセンサス
が得られ、現在スルーザカニューラ法
はゼロ。研修医は、そのキットさえ見た
ことがないという。

2004年8月、CVCの主たる問題点
である、標準手技の確立、トレーニング
方法の確立、合併症予防対策について
研修プログラムの検討が開始された。
まず、NDP（National Demonstra-

tion Project）に参加し、他施設の有
識者と標準手順や安全対策について
議論を重ね、整理した内容をプログラ
ムに反映。各種文献（合併症症例報告
や画像を含む）の収集と分析なども行
われた。
2005年1月よりCVC研修を開始。

受講者は、初期研修医だけでなく後期
研修医も含まれ、1回につき8～10人
に対し朝の8時半から1時間の昼休み
を挟んで18時まで、まる一日かけて行
われる。現在まで10回の研修を実施
し、計約70名が受講した。内容は①プ
レテスト②電子テキスト講義③合併症
ケーススタディ④超音波実習⑤シミュ
レータ実習などの項目に分かれている。

プレテスト
A4表裏に印刷されたプレテストは、

全23～24問で構成され、○×形式で
問いに答えていくもの。研修の一週間ぐ
らい前に配布され、研修当日までに各人

で行い、その際には判断の理由も考え
ておくよう受講者に伝える。渡部氏は
「プレテストは予習用。テストで知識を深
めるというものではなくて『研修当日まで
にきちんと準備をしてきてください』とい
うこちらからのメッセージです」と語る。
プレテストを行うことで、研修医たちは
自分のレベルを認識し研修への意欲を
高める。CVC研修後の受講者アンケー
トでも「プレテストは研修の導入として非
常に優れている」と好評なのである。

電子テキスト講義
テキストはHTML形式の電子ファイル
で、各人がパソコンを持参して受講する。
テキストの特徴としては①CVCの標準
手順や管理方法を、文献を根拠に整理
し詳述したこと②発生しうる合併症の種
類、発生要因、予防方法、対応方法、実
例を整理し記載したことが挙げられる。
HTML形式にしたことで、必要な内

容が瞬時に参照しやすく、不明瞭にな
りがちな静止画像も明瞭で、動画ファイ
ルも自由に取り込める。講義は、テキス
トを解説しながら、ときにディスカッショ
ンしながら進められる。
「例えば『適応』という項目。最初に、な
ぜこういう研修をやり始めたかという
理由が書いてあります。またCVCはど
ういう適応があるか、詳しく参照する場
合は『詳細』という部分をクリックして、
ハイパーリンクでどんどん進むにつれて
詳しくなります。合併症については種類
や原因でまとめており、どういう合併症
が起きるか、どういうことで発生がわか
るか、臨床経過としてはどんな可能性
があるか、防止策は何かなど、病院と
しての安全管理的な要素も含めて編集
しています」。このマニュアルは、渡部
氏がICUに赴任した2001年、研修医
を対象にA4で5枚程度の手順書を配
布してトレーニングしたのが、研修テキ
ストの原型。その後、勤務の合間を
縫って内容を整理し、現在のテキストの
形になるまで時間にして300時間以上
を費やしたという。

合併症ケーススタディ
合併症ケーススタディとは、仮想または
実際に発生した合併症事例から、発生要
因の分析、ピットフォールの存在を討論し、

教育と研修─指導方法の標準化と医療安全の視点から

救急救命センター 医師
渡部 修 氏

推奨施行手順の調査を
踏まえて

CVC研修



合併症回避の方策と合併症発生時の対
応を具体的に検討するワークショップ・プ
ログラムである。合併症が発生する機序
を理解するとともに、合併症対策の机上
シミュレーションとしての役割があり、判断
を求められる場面において、自分で考え
計画するように研修医を促す。
単にCVCの技術的な手順を示すだ

けでは合併症のリスク評価、危険の予
知、危険の回避、トラブルシューティング
の知識は得られないため、シミュレー
ショントレーニングにより、どこにピット
フォールがあるか、何がミスにつながる
判断かなどを認識し、より安全にCVC
を施行するにはどうしたらよいかを考え
る機会となる。
このプログラムでは、別表1のように

研修医に質問を浴びせて徹底的に追い
込むことが主眼になる。以前のCVC研
修では、1人の研修医にすべてを答え
させていたが、アンケートによるとさすが
に辛いらしく、今回から1問ずつ別々の
受講者に振り分けた。
また、限界状況を設定するのも渡部

氏の仕事。例えば、急変患者が出て指
導医が中座し、研修医だけでCVCを施
行。看護師だけになったとき、CVC患
者が急変。そのときどう行動するかの判
断を、別表2のような質問で判断を求め
るといった具合である。（表1・2：参照）

超音波実習
超音波実習では、研修医どうしで内

頚静脈を観察し、プローブの当て方、
画像の見方、解剖学的特徴と位置関
係、個体差、呼吸や体位による静脈径
の変化、穿刺時の注意点、超音波を使
用した穿刺方法などについて学ぶ。ま
た、USガイドCVCの安全性と確実性
について強調し、現代の標準的な実施
方法であることを解説する。
渡部氏は「特に学んでもらいたいの

が個体差。ある論文によると、659例
調査したなかで正常というかランドマー
クメソッドで穿刺が可能なのが70数％。
22.5％は静脈と動脈が完全に重なり、
さらに5％は静脈と動脈の位置が逆転
しています。また、最初は正常なのに
だんだん交差していくパターンもありま
す。超音波を見ないと絶対にわからな
い情報。これを触知とか解剖学的な特

徴、あるいはブラインドのテクニックだ
けで刺そうと思ったら危ないですよ。
動脈を刺したり血腫ができたり、起こ
りうる可能性のある合併症を事前に予
知して、それを避けることができるのが
超音波リアルタイムユースでの穿刺で
す。穿刺の難しい患者は意外と多く、

22.5％という数値は臨床現場で感じる
数値に近い」と強調する。

シミュレータ実習
シミュレータ実習では、1グループ

3～5名の少人数で右内頚静脈穿刺、
右鎖骨下静脈穿刺に関して標準的な手
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表2  臨床場面でのディシジョンメーキングの例

CVC患者が急変した場合・・・

バイタルサインは？

輸液したほうがいいのか？

今入れたCVで輸液していいのか？

ショックの原因として何が考えられるか？

CVの合併症として何が考えられるか？

心筋梗塞が起きたのではないか？

表1  臨床場面でのディシジョンメーキングの例

どんな検査をしますか？

どういう結果が期待できますか？

血液データをどう解釈しますか？

炎症反応／肝機能／DIC／尿は？

診断はどうですか？

CVが必要な患者に対して・・・

主治医だったらどんな計画を立てますか？

敗血症の対応はどうしますか？

CVラインは他院で入れてきたけどそのままでいいですか？

凝固能異常があるけれどこのままCVをしますか？

穿刺部位はどうしますか？

カテーテルは何を使いますか？ トリプルですかダブルですか？

術者は誰に頼み、どこでやりますか？ 今すぐ実施しますか？

インフォームドコンセントはどうしますか？

この人はレベル300なので家族にはどう説明しますか？

私が家族だと思って説明してください。



順や穿刺方法を学ぶ。実際の穿刺手順
の流れに沿って、ガウンテクニックやイン
フォームドコンセントを含めてなるべくリアル
に正しい手順を指導する。
「専用のマネキンを使って、実際に穿
刺をしたり、ガイドワイヤーを入れたりと
いうかたちで進めています。研修です
が、プリコーションといいますかリアルな
環境をつくり、穿刺の技術を実習してい
ます」と渡部氏は語る。
各グループには経験豊富なインスト

ラクターが1名つき、チェックシートを使
用してこまかく指導しながら総合評価
を行う。

アンケートの実施とフィードバック
「プレテスト」の項目でも触れたが、研
修後は受講者からアンケートをとっており、
検討の余地があるものは積極的に改良
するなど、プログラムへのフィードバックを
行っている。その結果によると、テキスト、
ケーススタディ、実習ともに満足度は非常
に高い。自由記載の欄では、「特に合併
症ケーススタディが印象に残り勉強に
なった」という記載が目立った。

また、初期研修2年目の山本一博氏
は、当時を振り返って「合併症をまと
めて学ぶ機会がもてたし、実践形式の
訓練もあって自分のためになったと思
います。また、実技もたとえマネキン
でもガイドワイヤーを触ったことがない
と全く感覚がわからないので、触れて
おくだけでも患者に穿刺する段になっ
たとき、自信のレベルが違うと思いま
す。あとは、穿刺の前に準備をきちん
と行う、手順をしっかり覚えておくな
ど、基礎的なことの大切さを痛感しま
した」と話す。

研修医であっても患者の安全を確保
しながらCVCの実績を積んでいくこと
が求められる。「研修の妥当性や効果
の判定というのは難しいと思います
が、こういう研修を実施していろんな学
会で発表すると、非常に珍しがられま
す。当施設でも実施したいが方法がわ
からない、資料がほしいというオファー
があります。残念なことにどの施設も
まだ試行錯誤の段階ですが、今後は、
プログラムの内容も含め、他施設と議
論したり、情報交換を行いたいですね」
と、渡部氏は結んだ。
医療の質の向上、医療安全対策の観
点から開始されたCVC研修。その妥
当性や効果測定についてはまだ難しい
問題も存在しているが、手技を標準化
し万一合併症が発生した場合でも、院
内プロトコールが存在すれば戸惑うこ
となく対処ができる。そのような体制が
整っていることは、患者にとってこそ有
益であると考えられる。
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研修医
山本 一博 氏

おわりに

右内頚静脈穿刺

CVC穿刺挿入シミュレータ

超音波画像の見方を解説

インストラクターによるデモンストレーション風景

不適切で危険な操作も行ってみる

超音波（US）実習風景

シミュレータ
実習風景
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