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安全な腋窩静脈穿刺中心静脈カテーテル挿入法

本号に掲載された渡部らの論文1)は，腋窩静脈穿刺
中心静脈カテーテル挿入時に超音波ガイドとX線透視
を併用し，その安全性を評価したものである。静脈穿
刺時に超音波を使用することで合併症を防ぎ，またX
線透視を用いることでガイドワイヤーの適切な前進を
確認し，中心静脈カテーテル挿入を安全かつ確実に
行っている。挿入法として，最善な方法の一つと考え
てよいであろう。しかし，この研究結果の集中治療領
域における応用限界は，X線透視室に移動できる，比
較的状態が安定している症例を対象としていることで
あろう。ICUで中心静脈カテーテルの挿入・管理を行
う症例は，X線透視室まで容易に移動できない場合が
多い。また，脱水や高度浮腫の症例，出血傾向がある
症例など，超音波ガイドにても挿入に躊躇，難渋する

患者層がある。それでは，ICUで行う安全な腋窩静脈
穿刺中心静脈カテーテル挿入法とはどのようなもので
あろうか？

ランドマーク法による鎖骨下静脈穿刺

ランドマーク法で行う鎖骨下静脈穿刺は，1952年に
Aubaniacが最初に報告している2) 。鎖骨と第1肋骨
の間を走行する鎖骨下静脈は，鎖骨後面で鎖骨下動脈
の前方に位置するため，鎖骨後面に沿って刺入すると，
針先は胸腔に向かうことなく鎖骨下静脈に到達するこ
とができる。解剖学的によく考えられた穿刺方法であ
る。穿刺に適切な体位についても解剖学観点からよく
検討されており，トレンデレンブルグ位で肩の下に低
い枕を入れて胸を張り，穿刺する側の腕を尾側に引っ
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張るようにして肩を下げると，鎖骨の裏側を鎖骨下静
脈がより長く並走するため，穿刺が容易になるといわ
れている3)〜5) 。同法は50年以上使用されていること
から考えても，非常に安全な方法といえよう。

実際，ランドマーク法による鎖骨下静脈穿刺による
カテーテル留置の成功率は約90％と報告されてい
る6),7) 。ただし，胸腔内の適切な位置に留置されたか
という点においては，成功率は80％程度に低下する。
2〜3％の症例において，カテーテル先端が内頸静脈や
反対側の鎖骨下静脈に位置したと報告されている6) 。
この点においては，やはり透視にてガイドワイヤーの
適切な進行を確認したのちに，カテーテルを留置する
のが最良であろう。

超音波ガイド下による腋窩静脈穿刺

ランドマーク法と異なり，超音波ガイド下穿刺の場
合は，鎖骨下縁から末梢の，解剖学的には腋窩静脈部
で穿刺を行う。腋窩静脈と称される部位は，中枢から
末梢に向かって，鎖骨下から小胸筋内縁までを近位，
小胸筋深部に走行する部位を中間位，小胸筋外側縁か
ら末梢を遠位と呼ぶことが多い8) 。

超音波による穿刺前の解剖学的把握

ランドマーク法でのカテーテル挿入がどうしても困
難な場合，解剖学的異常を考慮する必要がある。我々
は，可能な限り中心静脈穿刺前に超音波による刺入予
定血管の観察を行っている。血管が怒張してカテーテ
ル挿入が容易と思われる内頸静脈でさえ，超音波検査
を行うと静脈弁の存在などを認めることがある。穿刺
前に静脈の位置，大きさ，内腔の状態と周囲組織との
関係などは常に観察するべきと思われる。

リニア探触子を用いて鎖骨直下から外側に走査する
と，動脈と並走する腋窩静脈が容易に描出できる。通
常は頭側に動脈が位置しているが，時に動静脈の判別
が難しい場合もある。その場合は，探触子で強く皮膚
を圧迫して内腔が容易につぶれるのが静脈であり，ま
たカラードプラーイメージで拍動性の血流を認めるの
が動脈である。腋窩静脈の内腔の大きさは末梢になる
ほど小さくなり，中間位では8×12 mm程度といわれ
る。胸壁からの深さは末梢に向かうほど深くなり，中
間位で20 mm程度である8) 。動脈との位置関係も末
梢側ほど動脈が頭側に離れていくので，動脈穿刺の危
険性は低下するが，動脈の分枝（胸肩峰動脈や外側胸
動脈など）は末梢側ほど多くなる。重篤な合併症を生
じる胸腔との位置関係においても，末梢になるほど動
静脈と胸腔の距離が離れており，胸腔穿刺の可能性は

低下する。したがって，解剖学的視点から穿刺による
合併症を防ぐためには，腋窩静脈中間位またはそれよ
り末梢で穿刺するのが良いと思われる。しかし，穿刺
後のガイドワイヤーの挿入という点では少し問題が生
じる。

我々はガイドワイヤー挿入時，超音波画像でワイ
ヤーが腋窩静脈末梢に進行するのを認め，穿刺を数
cm中枢側でやり直した症例を経験した。また，遠位
腋窩静脈には橈側皮静脈や胸腹壁静脈などが合流して
くるため，ガイドワイヤーの迷入の可能性が高くなる
と考える。ガイドワイヤーを中枢にスムーズに刺入す
るには，腋窩静脈が直線状に鎖骨下に向かうように，
上肢を90度外転させることも推奨されている8) 。ラ
ンドマーク法では上肢を外転させると鎖骨が頭側に移
動し，鎖骨後面に位置する鎖骨下静脈が短くなるため
推奨されないが，超音波ガイド下穿刺の場合には，超
音波のブラインドになる鎖骨をなるべく上方に位置さ
せるほうが，画像で観察される腋窩静脈が長くなるた
め，推奨される。渡部ら1)の推奨する透視の併用は，
遠位での穿刺でガイドワイヤーを挿入する場合には有
用性が増すと考える。

超音波による穿刺前の病変の確認

報告されている主な腋窩静脈病変として，Paget-
Schroetter syndromeによる静脈の狭窄や血栓形成が
ある9) 。同様に腋窩静脈からカテーテルを刺入，留置
した既往のある症例では，血栓を形成している可能性
も考えられる10) 。また，静脈弁を認める症例ではガイ
ドワイヤーの挿入が困難な場合が多いので，注意され
たい。穿刺部位決定前に血栓や静脈弁などがないこと
を確認するべきと考える。

超音波ガイド下穿刺は安全か？

超音波ガイド下に穿刺しても，動脈穿刺などの合併
症を生じる場合がある11) 。その多くは，超音波画像の
理解が不十分である場合が多い。リニア探触子のビー
ム幅は非常に薄く，描出される画像は薄い断層面であ
る。そのため，画像の読みとりに熟練していないと，
刺入する針先がどこにあるのか判断できない場合もあ
る。特に，最近使用され始めている22 G穿刺針（マイ
クロニードルセット）の針先端部は確認が難しい。そ
の場合は，針穿刺時に針を前後に細かく振動させ，超
音波画像上で穿刺方向の組織の動きを確認すればよ
い。超音波画像上の動きが全く確認できないときは探
触子を動かし，再走査にて針先の振動に合わせて動く
組織部位を探すとよい。
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針の進行面と血管の縦走像を探触子のin-planeに置
き針全体を描出しながら穿刺するか（in-plane法），ま
たは血管の短軸像を描出させて，針の一部を確認しな
がら穿刺するか（out-of-plane法）は，術者の経験や熟
練度にもよる。以前，我々はin-plane法にて穿刺を行っ
ていたが，正確なin-planeに探触子を把持することが
難しいこと，また，静脈と動脈の位置関係が確認でき
ないことから，最近はout-of-plane法を用いて，動静脈
を確認しながら穿刺を行っている。この際，皮膚に置
いた探触子をなるべく手前に傾斜（60度程度）させて
把持し，穿刺する針も皮膚に対して45度程度の角度で
刺入すると，針の刺入角度と探触子からのビーム入射
角の隔たりが少なくなり，進行する針先端による組織
の動きが画像上で比較的明瞭に確認できる。また，時
には血管壁を針が貫く際に静脈が変形する様子も確認
できる。

ICUでの中心静脈カテーテル挿入法は？

渡部ら1)は透視室に患者を移動させて，確実な中心
静脈カテーテル挿入を行っているが，ICU管理中の患
者を透視室に移動させることは，患者の不利益になる
ことが予想される。ICUで中心静脈カテーテル挿入を
安全に行うにはどうしたらよいのであろうか。ICUの
ベッド上で行うには，やはり適切な体位をとることか
ら始まる。一般的な頭低位として背部に枕を入れ，胸
を張るような体位が良いと考えられる。ただし，多く
の場合は上肢を90度外転させることは不可能である
ことから，我々は肘を曲げ，肩関節のみ少し外転させ
た体位で穿刺を行っている。穿刺前に鎖骨下から腋窩
静脈を観察し，比較的近位で動静脈が離れている場所
で穿刺を行う。人工呼吸中の患者で静脈の内腔径が小
さい時には，PEEPを少し加えると径が大きくなる場
合がある。血管穿刺後，ガイドワイヤーの進行は確認
できないが，ガイドワイヤーを挿入後，頸静脈と反対
側鎖骨下静脈でのワイヤーの有無を超音波で確認する
ことにより，透視室で行う挿入法の正確性に近づける
と考える。

おわりに

ポータブル超音波診断装置の進歩・普及により，
ICUにおける超音波診断装置の役割が増しており12)，
常備している施設も多いと思われる。中心静脈カテー
テル挿入時，侵襲の少ない超音波診断にて穿刺前に
ターゲットとする静脈を確認し，また穿刺時にリアル
タイムで観察することにより，ICUにおける安全な中
心静脈カテーテル挿入が行われると期待する。また，

超音波ガイド下穿刺の普及により，カテーテル管理の
視点からも有用な鎖骨下—腋窩静脈での挿入頻度が今
後は増えると思われる。しかしながら，穿刺針を持た
ない手は，皮膚を圧迫するのではなく探触子を持つな
ど，手技がランドマーク法とは少し異なり，一部煩雑
となるため，必ずシミュレータ等にて手技練習をした
のちに患者に実施することを推奨したい。
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ICUにおいて，患者は様々な苦痛を経験する。その
中でも，不安，疼痛，せん妄は苦痛の核となるもので
ある1) 。これらの苦痛は，患者にとって精神的，生理
学的な侵襲になりうるのみでなく，不穏，自己抜管，
人工呼吸器との非同調を引き起こす可能性がある。こ
れらの苦痛を取り除くことは，医師，看護師をはじめ
とするスタッフ共通の目標の一つであるといってよい
だろう。本稿では，鎮静管理における鎮静スケールの
重要性とその種類，またスケールを選択，導入するに
あたって考慮すべきことについて概説する。

鎮静スケールに求められるもの

医療において何らかの介入を行う場合，介入の効果
を評価する必要がある。そのためには，介入の目的を
表現する指標を測定する必要がある。多くの場合，鎮
静管理の目的は単に意識レベルを低下させることでは
なく，不穏を避け，心身の苦痛を緩和し，人工呼吸器
との非同調を避けることにある。よって，鎮静スケー
ルは覚醒レベルのほかに，不安や恐怖，不穏，せん妄，
覚醒度，安楽，人工呼吸との非同調，その他を測定で
きることが望ましく2)，その上で，鎮静スケールの記
憶，解釈が容易で，各判定基準の鑑別が容易である必
要がある。さらに，鎮静の判定基準が薬剤の調節を行
うために十分であり，覚醒レベルと同様，不穏のレベ
ル評価が十分であることも重要である3) 。これらに加
え，様々な患者層において信頼性が高いことが確認さ
れ，妥当性が証明されていなければならない。

信頼性とは，結果がどれだけ一定しているかを示す
もので（この際，その結果が目的とする変数を適切に
表しているかは問われない），そのうち，様々な評価者
が同じ鎮静スケールを使用して，同じ現象に対して一

鎮静スケールとその導入をめぐって
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定した結果を示すというものを評価者間信頼性と呼
ぶ。特に鎮静管理は，鎮静薬を投与する医師のみでな
く，継続的に評価し，適宜調節する看護師をはじめと
する多職種間で行われるため，幅広い職種で同一見解
が持ちやすいものが有用であると言えよう1) 。

妥当性とは，鎮静スケールの測定対象となる現象を
鎮静スケールがどれだけ適切に表しているかを示す概
念である。これらの信頼性，妥当性は鎮静スケールの
有用性を考える上で非常に重要である。

様々な鎮静スケール

現在使用されている鎮静スケールの中では，1974年
にRamsayらによって発表されたRamsay Scaleが有
名である4) 。この鎮静スケールは様々な問題点が指摘
されているものの，現在でも広く使用されている5) 。
臨床使用において最も問題となるのは，不穏が一段階
のみしかなく，多様な不穏状態を表現することが不可
能な点である。この鎮静スケールはICUにおける臨床
使用を前提に作成されたものではなく，静脈麻酔薬で
あるアルファキサロン／アルファドロンの効果を検討
するために作成されたものである。

不穏も評価できる鎮静スケールとしては，1994年に
Rikerらがハロペリドールの不穏に対する効果を評価
するために作成したSedation-Agitation Scale（SAS）
や6),7)，SASを改良して作成されたMotor Activity 
Assessment Scale （MAAS），Richmond Agitation- 
Sedation Scale（RASS）が あ る8)〜10) 。RASSは，
Sesslerら医師，看護師，薬剤師という多職種によって
作成され，職種間の信頼性が評価されていることが一
つの特徴となっている10) 。この鎮静スケールの特色
は，声掛けに対するアイコンタクトを重視している点


