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・CVCについて：リスクを主に

・CVCとPICCとの比較

・安全に鎖骨下静脈穿刺を行う工夫

CVC：内頸・鎖骨下（腋窩）・大腿静脈から挿入される中心静脈カテーテル

PICC：上記以外の末梢静脈から挿入される中心静脈カテーテル

と、分けてお話



麻酔科医にとってのCV

1. 周術期および麻酔管理で使用する場合

術後に必要なくなれば、短期間で抜去 ⇒アクセス容易な内頸静脈

2. 麻酔と関係なく依頼される場合

（抗がん剤投与、高カロリー輸液、末梢静脈確保困難など）

長い留置期間（感染リスク大） ⇒ 鎖骨下静脈 or PICC

Clinical guidelines on central venous catheterisation. Acta Anaesthsiol Scand. 2014; 58: 508-24



CVCは危険手技！ PICCは安全?

「中心静脈カテーテル挿入に関して生命に

かかわる合併症が発生しうる。それらを回避

するためには、・・・個々の症例にあたっては、

末梢挿入型中心静脈ラインや、その他の代替

手段を考慮した上で、・・・」

安全な中心静脈カテーテル挿入・管理のためのプラクティカルガイド2017

p4： 日本麻酔科学会WG



提言１

「中心静脈穿刺は、致死的合併症が

生じ得るリスクの高い医療行為・・・適

応については、末梢静脈型中心静脈

カテーテルによる代替を含め、合議で

慎重に決定する」

中心静脈穿刺合併症に伴う死亡分析 医療事故の再発防止に

向けた提言 第1号：医療安全調査機構 医療事故調査・支援セ

ンター 2017



CVCを入れるなら

超音波ガイド下穿刺

PICCを含めたすべての中心静脈穿刺で
推奨

（麻酔科学会プラクティカルガイド）

初めて超音波ガイド下でのCV穿刺が報告されたのは

1986年 Anesthesiology 1986；64：830-1．

その後10年ほどは、ランドマーク法に比べて、どちらが
優れているかなどの論議が続いていた。

右：「名古屋大学CVマニュアル」より（2007年）



X線が使用できる環境での穿刺

手術室・血管造影室：

o 急変にも対応しやすい

o カテーテルの先端位置を確認できる

ダイレーター挿入前に、ガイドワイヤーの血管

外逸脱に気が付けば、重篤な合併症は少ない

（中心静脈穿刺合併症に伴う死亡分析）



教育体制・マニュアルの整備

o CVCの安全な挿入・管理のためには、標準化された教育、シミュレーション、

教育指導体制が必要 Br J Anaesth. 2013; 110: 347-56

o エコーガイド下穿刺で安全確実に挿入できるようになるにはシミュレーター

教育が有効 Simul Healthc. 2015; 10: 270-6, J Vasc Access. 2010; 11: 288-92

o 合併症出現時に迅速対応するためにも必要 中心静脈穿刺合併症に伴う死亡分析



当院でもCVマニュアルを作って運用

（Googleで「CVマニュアル」と検索すると、2番目に登場）

▪ 研修医への講習会・シミュレーション教育を実施

▪ 原則、X線透視や超音波が使える環境下でCVCを挿入

▪ CVC挿入は認定を受けた医師のみが行う制度を導入

診療行為を院内規定によって規制する制度に反発は？



CVCと他の診療手技との違い

・CVC

→

様々な専門・背景の経験年数も違う

医師がそれぞれの目的で行う行為

安全を担保するにはルールが必要

・麻酔科の全身麻酔

・消化器の内視鏡

・循環器の心カテ など

→

職能集団単位での専門的な行為

小集団であるがゆえに、専門性の中で

安全が担保されるだろうはず



CVC認定は安全のための免許

認定制度は手技の上手い下手ではなく、安全に施行できるか

CVCは致死的合併症が起こりうる手技
↓
対応できないなら施行しない
（無理はしない）

自院でCVCを行う療養型病院などは、高次の医療機関に搬送する体制・
関係を整えておかねばいけない
（受ける側も理解しておかなければいけない）

例えば、血気胸
発症時、緊急で胸腔ドレーンを入
れられる技術、人材、物品、環境が
整っているか



エコーを使ってのCV穿刺なら安全？

中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析

6/10例 エコーガイド下穿刺での死亡例

（全例 内頸静脈穿刺：動脈誤穿刺、血気胸、頚部血腫）

死亡例だけの報告なので、

・エコーガイド下穿刺が増えたから多いのか？

・内頸静脈穿刺の頻度が多いからか？

簡易でリスクが少ないと思われている内頚静脈穿刺でも、致死的合併症は起こる



CVC挿入の適応

・経静脈栄養（高カロリー輸液）

・薬剤投与（化学療法、カテコラミン、刺激性薬剤）

・静脈路確保（末梢静脈確保困難）

・バスキュラーアクセス（血液透析・濾過、吸着、血漿交換）

・モニタリング（CVP、PAP、SvO2）

・ペースメーカー（一時ペーシング）

「死亡例分析」の3/10例は末梢静脈確保の代替 → 末梢やPICCで代替可能



CVC 穿刺部位の特徴

利点 欠点

内頸静脈 静脈の同定が容易 カテーテル違和感が強い

機械的合併症のリスクが少ない 事故抜去のリスク

血栓リスクが少ない 複数回穿刺での血管閉塞

超音波ガイド下で容易に穿刺

鎖骨下静脈 カテーテル違和感が少ない 静脈の同定が難しい

血栓リスクが少ない 気胸・血胸のリスク

感染率が低い pinch-off syndromeのリスク

大腿静脈 静脈の同定が容易 カテーテルの違和感強い

超音波ガイド下で比較的容易に穿刺 血栓リスクが高い

感染率が高い



CVCの機械的合併症の頻度

動脈穿刺（％） 血種（％） 気胸（％）

内頸静脈 6.3～9.4 <0.1～2.2 <0.2

内頸静脈（エコーガイド） 1.4～1.7 <0.1～2.2 <0.1

鎖骨下静脈 3.1～4.9 1.2～2.1 0.45～3.1

大腿静脈 9.0～15.0 3.8～4.4 0

Ann Transl Med 2015; 3: 40



CVCの機械的合併症の頻度

動脈穿刺（％） 血種（％） 気胸（％）

内頸静脈 5.8～10.6 8.4～9.1 2.4～3.0

内頸静脈（エコーガイド） 0.3～1.1 0.2～1.2 0～1.2

鎖骨下静脈 6.2 4.6 3.7

鎖骨下静脈（エコーガイド） 2.0 1.5 0.7

プラクティカルガイド2017：日本麻酔科学会



それでも、気胸は避けたい。 なら、PICC

内頸静脈や鎖骨下静脈の代わりにPICCを選べば、気胸は起きない

じゃあ、PICCで、

でも、必ずしもそうできない

・・・必要ルーメン数、カテーテルの内径（必要流量）、血栓リスク



鎖骨下CVCとPICC

利点 欠点

PICC 致死的合併症が起こりにくい 血栓リスクが高い

カテーテル違和感が少ない 事故抜去のリスク

感染率が低い 静脈炎の頻度が高い

滴下不良の頻度が高い

鎖骨下静脈 カテーテル違和感が少ない 静脈の同定が難しい

血栓リスクが低い 気胸・血胸のリスク

感染率が低い pinch-off syndromeのリスク



PICCのデメリット

・滴下不良（長い・細いカテ）

・静脈血栓（長いカテ、細い血管）

・静脈炎（細い血管、動く部位への穿刺：上腕穿刺でリスク減）

→PICCの外径：シングル3～4Fr、ダブル4～5Fr、トリプル5Fr

（テルモ静脈留置針の外径：20G1.1mm, 18G1.3mm, 16G1.7mm）

静脈留置針と比べても、そんなに太くない？

複数ルーメンでもPICCでいけそう？



血栓リスク（血管内でPICCが占める割合）

上腕尺側皮静脈の径（駆血前）

長径 4.6±1.0mm，短径 3.8±1.1mm

日本歯科麻酔誌 2017,45(2), 166-188

カテーテルの血栓リスクを避ける血管径：

カテーテル外径の3倍以上

→4Frまでか

上肢のDVTは下肢に比べて致死率が高い3Fr

4Fr

5Fr



米国では、訴訟リスクや医師の労働時間対価の高騰などの理由で、医師以外でも

挿入できるPICCが普及している。 Nurs Manage 2006; 37(5): 22-7

日本でも、2015年10月より看護師の特定行為（38行為21区分）制度開始

「末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入」が含まれている

リスクのない患者の「PICC」は特定看護師へ

麻酔科には、ハイリスク患者の「CVC」の依頼になる？



穿刺リスクを避けるならPICC

しかし、PICCが出来ないことも：

・複数回の穿刺で血管閉塞

・穿刺部の感染や自己抜去のリスク（認知症など）

・将来の透析アクセス（腎機能低下例）

「CVCなら、血管の分かりやすい、穿刺もしやすい内頚静脈」

しかし、長期留置だと患者の違和感も強い。

さらに、CDCガイドラインでは、

「感染リスクを最小限に抑えるためには、鎖骨下穿刺を推奨する」と

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011



鎖骨下静脈穿刺

（致死的な）合併症が起こりうる

・鎖骨下動脈誤穿刺（圧迫困難なことがある）

・肺の誤穿刺による気胸

「エコーガイド下の穿刺（鎖骨尾側腋窩静脈穿刺）には有用性がある」

とのメタアナリシス Crit Care Med.2015, 43: 1489-507

同時に熟練者による高い成功率・低い合併症率が示されているのみ
Crit Care Med.2015, 43: e474-5



・鎖骨下静脈では穿刺の失敗が1回以上で合併症発生率が著明に増加する
Intensive Care Med 2002; 28: 1036-41

危険域に穿刺針を進めないことが肝要

・カテーテル留置後の正常な胸部X線写真は気胸を除外しない（胸腔の30％以下の

気胸はほとんど臨床兆候を伴わず、通常ドレナージを必要としない）
Clinical guidelines on central venous catheterisation. Acta Anaesthsiol Scand. 2014; 58: 508-24

穿刺の成功率はともかく、合併症率を低くする方法は？



長すぎる穿刺針での内頸静脈穿刺

「中心静脈カテーテルセットの穿刺針は、内頸静脈の深さに比較し長いこと

が多い・・・通常、2cm以内の穿刺で静脈血が吸引される。・・・3cm以上は穿刺

しない・・・セットに含まれる穿刺針の長さは6.0～8.9cmであり、静脈の深さに比

較し長いため、深く刺してしまう・・・」 中心静脈穿刺合併症に伴う死亡分析 提言5

「頚三角の頂点から皮膚に対して30～45°の角度で穿刺すると、平均的な

日本人の体格では、2㎝以内で内頸静脈にあたる。約4㎝で鎖骨下動脈穿刺、

5㎝で気胸が起こり得る。また、内側に穿刺すると3～4㎝で椎骨動脈を誤穿刺

する可能性がある」 内頚静脈穿刺. LiSA. 2011; 18(6): 590-598

鎖骨下静脈の深すぎる穿刺が危険なのは明らか



短針での鎖骨下静脈穿刺





















研究のまとめ

短針を使用することで、鎖骨下穿刺はその利点を保持しながら、気胸

のリスクを低減でき、安全なCVC手法として有用であると示唆された。

短針を使用して鎖骨下静脈穿刺を実施した場合、胸腔まで到達する
可能性があるのは1.1％であった。

短針を用いることで、最大に刺入してもほとんどの場合、胸郭まで到
達しないことがわかった。

気胸を含む重大合併症は発生していない。



最後に

鎖骨下静脈穿刺は合併症の点から忌避されがちであるが、穿刺方法を

工夫することで、右内頸静脈の代用となりうる。

CVCは致死的合併症が起こりうる手技であり、安全のための体制整備
（超音波・透視の使用、教育・マニュアル）が必要である。

内頸CVC、鎖骨下CVCのそれぞれにリスクはあり、PICCの欠点も知った
うえで、CVCの適応を考えるべきである。

鎖骨下CVCを行う場合に短い針の使用で、深く穿刺し過ぎることが避け

られ、鎖骨下穿刺の利点を保持ながら、合併症のリスクの低減ができる。


