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コンテンツ

▪佐久総合病院におけるCVC （central venous 

catheterization）安全対策の取り組み過程

▪医療事故の再発防止に向けた提言第1号「中

心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析―第1

報―」（以下提言1）のインパクトとその意義

▪CVCの今後の展望

時系列で解説



▪説明書・同意書：なし

▪不特定多数の医師が実施

▪実施場所：一般病棟・患者ベッド上

▪実施体制：生体モニター・MBP・X線透視等なし

▪穿刺方法：ランドマーク法

▪カテーテルキット：シングルルーメン、スルー・ザ・

カニュラキット（12または14G穿刺針）が主体

▪穿刺部位：主に鎖骨下領域

▪実施記録システム：なし

▪実施マニュアル：なし

▪標準的CVC研修教育：なし

▪管理部門：なし

B.C.（1970年代～2000年）

前時代

CVC旧システム

CVCマネジメント
不在時代



▪全国的にはありふれた体制

▪低い安全意識

▪質のばらつきが大きい

▪術者ごとのこだわりが強い

▪研修機会が乏しい

▪旧システムが再生産される

▪不成功と合併症が多発、重大合併症も発生

▪管理不能、危機感増大

B.C.（1970年代～2000年）

前時代

CVC旧システム

CVCマネジメント
不在時代



CVC補完計画

▪非公式会議

▪メンバー：診療部長、内科部長、外科部長、
救命救急センター部長、ICU医長、卒後5年目
医師

▪目的：CVCの安全対策の立案と実行

▪議決内容：

①実態調査4か月

②実務者（5年目医師）が安全対策推進

③暫定的ガイドライン策定

安全CVC元年（2001年）

始動



CVC補完計画

▪院内実態調査から問題点抽出

⇒改善策検討

▪ガイドライン、レビュー、症例報告等の文献収集

⇒欠陥の洗い出し、標準化検討

▪事故報道事例の収集・分析

⇒事故の回避策検討、「失敗から学ぶ」

▪NDPのCVC部会、医療安全全国共同行動

参加⇒CVCの最適化議論⇒行動目標3b

A.D.（2001年～）

旧システムの問題抽出



CVC院内調査

成功率が低い

例
A.D.（2001年7月～4か月）

＜使用器材別成功率＞

スルー・ザ・カニュラキット
からセルジンガーキットへ



エコーガイド下穿刺導入

SonoSite iLook25

＜穿刺部位別成功率＞

A.D.（2001年7月～4か月）

CVC院内調査

成功率が低い



＜合併症発生率＞

全合併症発生率＝14.4%
A.D.（2001年7月～4か月）

エコーガイド下穿刺
X線透視下操作
安全資機材準備

CVC院内調査

合併症発生率が高い



CVC補完計画

A.D.（2001年～）

▪説明書・同意書の取得促進

▪血管造影室の利用促進：X線透視下操作、

清潔操作、生体モニター・除細動器・救急カー

ト・酸素、トラブルシューティングに有利

▪MBPの徹底：感染防止

▪マイクロニードル セルジンガ―キットを標準：

低侵襲・高い成功率

▪エコーガイド下穿刺の導入：多数回穿刺・動脈

誤穿刺の防止

▪CVC記録カードの導入と集計：全数調査

▪CVCシミュレータ研修：研修医必修
新システムの構築



CVC補完計画

新システムが
承認されていない

新システムの
実績がない

A.D.（2001年～）

唐突な指示や急激なシステム改変には、大きい
反発が予想される

新システムを実務者が実践⇒既成事実化で拡散
初期研修医教育⇒新システムの底上げ

ひそかに旧システムを入れ替える秘密工作戦略



▪新システムの浸透に対する反発なし

▪血管造影室でのCVC実施が定着

▪術者の変移⇒ベテラン層からエキスパートへ、

不特定多数から特定少数へ

▪教育した研修医がスタッフとなる

▪失敗・合併症・穿刺回数・実施時間⇒激減

▪「危険な」鎖骨下穿刺⇒安全手技へ変貌

▪安全・安心・確実・迅速なCVC新システムに

re-install成功

A.D.（2001年～）

新時代の変化

要した期間：約10年



新時代

CVC実施記録

A.D.（2009年度）

＜合併症発生率＞

有害事象の減少

2001
2009



▪トラブルは縮小したが重大事故リスクは残存

▪しかもCVC管理部門が不在のまま経過：

▪今、大事故が発生したらどうなる？？

▪CVC安全対策の行き詰まり

⇒「秘密工作」で進めてきた「ツケ」

新時代の
潜在的脅威

A.D.（2015年～）
①組織的な取り組みでない

②事故は術者個人の責任となるリスク

③追加安全対策の策定困難

④問題意識の忘却、風化

リスクマネジメント不備



▪ CVCの死亡事故が多発していることの警鐘

▪ リスク評価不足、エコー技術が未熟、長針の
リスク、ガイドワイヤーの静脈内留置確認の
不備などが原因

▪提言3：内頚静脈穿刺前に、エコーで太さ、
虚脱の有無、深さ、動脈との位置関係をプレ
スキャンで確認する。

▪提言4：エコーの特性とピットフォールを理解し、
シミュレーショントレーニングを受ける。

▪提言5：長い穿刺針で深く刺しすぎない。

▪提言6：ガイドワイヤーの静脈内留置をエコー
や X 線透視で確認する。

1st impact （2017年）

提言1の公表

• 初めてのレポート
• 重く受け止めるべき、
貴重な人柱

強いインパクト



▪当院新システムと整合している

▪安全対策策定のガイドラインとして活用できる

▪組織的取り組みの強化を提言

⇒現状体制の不備があぶりだされた

▪安全対策の行き詰まりを打開する起爆剤

になる

▪これを「てこ」にCVC管理委員会の設立を訴求

提言1の意義

1st impact （2017年）

好機、天恵



佐久医療センター
CVC管理委員会

▪メンバー21名：副院長1名、診療部長1名、

看護部長1名、医師8名、看護師5名、診療

協力部1名、医療安全管理室3名、事務1名

▪公式マニュアル作成、電子化した記録表整備、

公式な術者認定制度等の策定、研修教育の

妥当性検討 etc.

現代（2018年～）

標準的管理体制完成



現代（2019年度）

件

鎖骨下穿刺：76%

参考：渡部91件施行

佐久医療センター：450床

CVC実施記録

鎖骨下穿刺多い

＜穿刺部位内訳＞



現代（2019年度）

CVC実施記録

件

機械的合併症発生率: 0.77%

安全なCVCの実現

＜合併症発生率＞

佐久医療センター：450床



CVC実施記録

現代（2019年度）

確実・迅速な
CVCの実現

＜穿刺回数割合＞
佐久医療センター：450床



X線透視下操作と
エコーガイド下（短軸・長
軸・斜位像）穿刺による
鎖骨下・腋窩静脈アプ
ローチのCVCのみ集計

現在：個人成績（渡部）

安全体制＋安全手技
によるアウトカム

期間 2004.12.3-2020.10.29（約16年間）

総数 1513件

施行場所 血管造影室

穿刺成功率 1511/1513（99.9%）

平均穿刺回数 1.11 回

カテーテル留置
成功率

1507/1513 (99.6%) 
血栓閉塞でｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ通過不能6例

後壁穿刺率 15/1513 (0.99%)

機械的合併症
発生率

6/1513 (0.4%) 
動脈穿刺 3例、一過性神経障害1例、
ショートラン 2例 ※重篤化例なし



残された課題

▪CVC類似処置（S-Gカテ、一時ペーシング、

ペースメーカー類、ECMO、透析カテなど）の

安全管理は各診療科まかせ。

▪CVC標準的手順の順守にばらつきがある。

▪CVC実施全数調査が不完全。

▪管理中・抜去時の安全対策が徹底していない

（感染防御、ライン管理）。

▪末梢静脈路確保困難を適応とするCVCの

扱い。

現在

ゴールではない



安全CVCの
展望

▪体制の推進・維持にはインセンティブが必要

▪高い専門性＋実施件数の減少⇒品質管理

には専任化が適する

▪提言第2報（2nd impact）で進展を期待。

未来
案①：安全実施基準を設定し、保険点数

を付加する

案②：機能評価の評価項目に加える

案③：資格認定制度の創設

案④：インセンティブの付加

個人的意見



総括

▪戦略的アプローチと長期間の取り組みにより、

旧システムから新システムに転換を果たした。

▪提言1は当院新システムと整合している

⇒多くの医療機関で、同様のアウトカムが得られ

る可能性がある。

▪提言1は安全体制構築の強力な推進力になる。

CVC補完計画

死と新生



ありがとうございました
佐久医療センター 渡部 修

中心静脈カテーテル法マスターコース

http://echo-cvc.com


