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              はじめに 

 本書は、超音波ガイドによる中心静脈穿刺を初学者（初期臨床研修医など）

に教える指導者（インストラクター）ためのテキストである。本書には、内容

に即したプレゼンテーション用スライドが附属している。この教育ツールを使

用することで、超音波ガイド下穿刺の手技の教育が効率的に行えるよう配慮し

ている。 

 

               内容 

1）目的：初学者に対し、短期間の Off-the-job trainingで超音波ガイド下中心静脈

穿刺の安全な手技を効率よく教える。 

2）穿刺部位：指導する中心静脈穿刺は内頚静脈穿刺とする。ただし、その手技

は、他の穿刺部位にも応用可能である。 

3）ランドマーク法：かつて内頚静脈穿刺の標準手技はランドマーク法であった。 

ランドマーク法の理論と問題点を理解し、超音波が使用できない環境でも穿

刺ができるように教育する。ただし、超音波が使用できる状況では超音波ガ

イド法を行うべきである。臨床で練習の意味でランドマーク法を行い医療事

故が発生した場合は法的な問題が生じるだけでなく、医師としての倫理が問

われる。指導者は、ランドマーク法を臨床で行うよう勧めてはならない。 

4）超音波ガイド法：超音波を使用して穿刺を行うための基礎知識と手技の詳細、

及びピットフォールの理解を図り、内頚静脈穿刺をリアルタイムで穿刺する

手技を教える。 

5）シミュレーション・トレーニング：シミュレータを使用したトレーニングを

行い、臨床応用できる技能の習得を目指す。 

 

               目次 
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1) 到達目標とモチベーション：初期臨床研修医の中心静脈穿刺手技とは？ 

 

なぜ超音波ガイドが必要なのか？ 

 中心静脈穿刺は医療の基本手技であり、現代医療のさまざまな分野で利用さ

れている。 

体表の解剖学的指標を基に中心静脈穿刺を行なうランドマーク法は、成功率

90%と高率に成功するが、合併症発生率は 0～20%と大きなばらつきがある 1)。

ランドマーク法による内頚頚静脈において、Troianos ら 2)
 は内頚静脈と総頚動

脈の関係を 1136 人の患者で調べたところ、75%の患者で針の進行方向に総頚動

脈が位置し、動脈誤穿刺の危険が高いことを指摘した。ランドマーク法は成功

率が高い半面、重篤な合併症を引き起こす。これは、従来の中心静脈穿刺の第

一の目的が「血管穿刺」にあり、「合併症の回避」ではなかったためである 3)。 

 現代医療では安全を志向している。現在の中心静脈穿刺では、穿刺成功率で

はなく、穿刺時の安全確保が第一の目標となる。つまり、どんなに迅速に穿刺

が成功しても、致死的合併症を起こせば失敗なのである。 

 初期臨床研修において合併症を起こさない安全な手技を学ぶことは、その後

の臨床研修においても有益な経験となるであろう。 

 

まとめ：本書における初期臨床研修医の中心静脈穿刺の到達目標は、下記の 3

項目である。 

1. 中心静脈穿刺を安全に行える基礎知識を学び、正確に穿刺する技術を習得す

る。 

2. 穿刺が容易で、多目的に使用できる内頚静脈穿刺の超音波ガイド下穿刺の技

術習得を第一目標とする。 

3. その手技は、穿刺の成功より穿刺時の機械的合併症の回避を目的としている。 

 

2）中心静脈の解剖学 

 

ランドマーク法 

 現代の中心静脈穿刺の標準手技は超音波ガイド法である 4)。一方、現行の医療

においては、超音波ガイド法の普及が完全ではないため、一部の医療施設にお

いてランドマーク法が依然として行われている。このため研修医はランドマー

ク法についての知識も持っていることが望ましい。しかし、ランドマーク法は、

体表の解剖学的指標を基にした手技であるため、静脈の走行に異常がある場合

は失敗する。この走行異常は約 5%あるといわれている 5)6)7)。このため、ランド

マーク法は、95%以上の成功率を得ることができない。ランドマーク法では、静
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脈の走行異常がある場合、穿刺を行なっても成功しない。穿刺のために、通常

のランドマーク法と異なる穿刺方向や穿刺部位で穿刺を繰り返す多数回穿刺が、

誤穿刺を引き起こす引き金となる 8)9)。さらに、動脈やその他の組織の位置異常

によっては、正しいと思われるランドマーク法の手技を行なっても医療事故を

引き起こす可能性がある。 

 内頚静脈の一般的な解剖（図１）10)11)とアプローチは下記の通りである。 

 

内頚静脈穿刺ランドマーク法の 3つのアプローチ（図２） 

 

 

 

 

 

図 1 内頚静脈の解剖 

 

  図 2 内頚静脈穿刺のアプローチ 

 

① 前方アプローチ（anterior approach） 

 胸鎖乳突筋の乳様突起付着部と胸骨付着部の中間点で輪状軟骨の外側から同

側の乳頭方向へ穿刺する。小児で行われることが多い。 

 

② 側方アプローチ（lateral approach, central approach） 

 小鎖骨上窩の頂点から、皮膚に対して 30～60°で同側乳頭方向へ刺入する。 

セントラルアプローチという名称の方が一般的で、ランドマーク法で最も普及

しているアプローチ。 

 

③ 後方アプローチ（posterior approach） 

 輪状軟骨の高さで胸鎖乳突筋鎖骨頭の外縁から筋肉下縁に沿って胸骨切痕方

向へ刺入する。深さに注意しないと、内頸静脈穿刺後に側方から総頚動脈を誤

穿刺する可能性がある。 
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3）合併症を防ぐための新しい考え方 

合併症が起こる理由 

 中心静脈穿刺の歴史は、穿刺成功率を追求する歴史でもある。その中で、合

併症の発生は、アプローチに付随する「仕方ないもの」と認識されてきた。し

かし、現代医療は、医療の質という新たな目標に向かっている。このため、中

心静脈穿刺においても、穿刺成功率を追求するのではなく、合併症を回避する

ことが最優先事項となる。 

 図 3は、従来の内頸静脈穿刺の解説のイラストである。このイラストが示し

ていることは、胸鎖乳突筋の胸骨頭と鎖骨頭および鎖骨で形成される頸三角の

背側に内頸静脈が存在しているというものである。つまり、そこに刺せば内頸

静脈に必ず当たる。このような手技の解説は、「当たるまで刺せばよい」という

ことを暗に示している。 

図 4に、新しいイラストを示す。ここには、

内頸静脈の背側にさまざまな細動脈や神

経が犇めいて存在していることを示して

いる。新しいイラストは、不必要に深く穿

刺することが合併症を引き起こすことを

示している。 

 

図 3. 成功志向のイラスト       図 4. 合併症予防を志向したイラスト 
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 さらに、内頸静脈が鎖骨に近づくにつれ、（肺尖部を避けて縦隔内に入るため）

緩やかに内側に曲がっていくことが分かる。まっすぐ刺していくと内頸静脈を

外し、鎖骨下動脈の誤穿刺を引き起こすことが容易に理解できる。 

 内頸静脈がどこまでも直線的に走行しているように描かれている従来のイラ

スト（図 3）では、内頸静脈に当たるまで「どこまでも深く刺しても良いように

思える」が、それが根本的な誤りだということが視覚的に認識できる（図 4）。 

 

合併症の回避 

 ランドマーク法での合併症の回避は、多数回穿刺を避ける（場合によっては

穿刺を諦める）8)9)、穿刺前に超音波で観察する、などの対策が必要である。 

 最も安全に穿刺する方法は、超音波ガイドでリアルタイムに穿刺することで

あるが、そのためには、超音波ガイドのピットフォールと穿刺の理論を理解し

た上で、手技が正確に行なえるようトレーニングする必要がある。 

 

3) ピットフォール Pitfall：超音波によるイルージョン 10)11)
 

 超音波ガイド下中心静脈穿刺の習得のために、最初に知らなければならない

のは、超音波による錯覚である。ピットフォールは説明して、受講者が一度理

解したように見えてもそうでないことが多い。つまり、先入観が正しい理解を

阻むという現象があることを、指導者は知らないといけない。ハンズオン・セ

ミナーでピットフォールをどのように教えるか重要である（デモンストレーシ

ョン）。ピットフォールのデモンストレーションを、最適な状況で行うことで、

受講者の先入観が崩れ、「コロンブスの卵」のように一気に理解が進むことがあ

る。 

 

PF 1：静脈が見えているからといって、穿刺できるわけではない 

 

 血管の短軸像（輪切りの像）を観察すると、血管の走行に垂直にプローブを

置いて見える短軸像も、そこからやや角度をつけた短軸像もほぼ同じ「円形」

に見える。術者は、円形に見える静脈が見ている方向にずっと連なって存在し

ていると錯覚する。 
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図 5. 超音波断層像の錯覚 

Demonstration 1：シミュレータの血管走行を前もって把握しておき（→「血管走

行の把握」参照）、故意に斜めの短軸像を描出する（気づかれないように注意）。

その誤った短軸像に向かって穿刺を行なう（プローブから遠く離れた位置から

穿刺するのがポイント）。下図のように、針が静脈を穿刺する前に超音波の走査

線を越えるようにする。結果は失敗に終る。超音波で穿刺針の全長（＝針の進

行の軌道）を観察して、針の位置と血管との関係を供覧する。二次元画像が引

き起こす錯覚がどのようなものか理解させる（ここでは、血管走行の把握の手

技は教えないこと）。 

 

PF 2：静脈は見えているのに、針が当たらない 

 

 通常、穿刺針は超音波走査線の中に入ってこないと描出されない。このため、

皮下から走査線に近づくまでの間、穿刺針の位置は分からない。この間、穿刺

針をさまざまな方向に進めることは、超音波断層像を見ているにも関わらず、

穿刺は盲目的に行なっていることになる。 

 

D 2：シミュレータの血管走行を前もって把握しておき（→「血管走行の把握」

参照）、故意に血管走行から離れる方向に穿刺を行なう。結果は失敗に終る。超

音波断層像では、静脈の短軸像の横に、輝度の高い白点として突然穿刺針が描

出される。受講者に対して、このように突然針が見えたとき、それが他の組織

（動脈や神経など）を損傷する可能性があることを示し、超音波ガイドで盲目

的に穿刺を行なうことの危険性を理解させる（D1と似ているが、超音波走査線

の中で血管を穿刺するつもりで穿刺している点が異なる）。 

 

PF 3：静脈に当たったのに、ガイドワイヤーが入らない 
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 穿刺ができても、針先が後壁に接していたり、貫いていたりする（double wall 

puncture）と、ガイドワイヤーを挿入することができない。 

 

D3：シミュレータを使って正しく穿刺を行なうが、故意に針を深く刺し静脈を

貫く（気づかれないように注意）。超音波断層像では、静脈の真ん中に穿刺針の

断面（白点）が見えるようにする。ガイドワイヤーが挿入できないことを示し、

なぜガイドワイヤーが挿入できないのか考えさせる（質問をして討論させると

よい）。結論として、超音波断層像という二次元情報では、三次元的に針先を捉

えるのが困難であることを理解させる。 

 

 上記のピットフォールは、超音波ガイドの原理に伴うものである。その他に

も多くのピットフォールがあるが、手技との関連で生じるものであるため、4）

のハンズオン・トレーニングの項で取り扱う。 

 

3) 穿刺手技：手技の論理的展開 10)11)
 

 超音波を使用して静脈を正確に穿刺するには、超音波断層像という 2次元情

報を基に、3次元的に正しく穿刺を行なうための論理的な展開が必要である。平

面画像という 2次元情報を 3次元にするには、血管走行という追加の 1次元情

報を得ることで達成できる（2次元画像＋血管走行＝3次元）。また、穿刺針の

位置を把握するには、超音波断層像による観察から針の存在位置を知るリアル

タイム穿刺のテクニックを用いると良い（後述）。 

 

A：血管走行の把握 

 血管走行の把握には、sweep scan technique（図 6）と swing scan technique（図

7）がある。どちらか一方を行うのではなく、sweep scan technique を先に施行し、

swing scan technique で確認することで走行の把握が完全になる。 

 

図 6. sweep scan technique 

 Sweep scan technique とはプロー

ブを血管に沿ってスキャンする方

法である。Sweep とは箒で掃くと

いう意味で、プローブを箒で掃く

ように動かすことから、この名を

付けた。 
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W：血管走行とは異なる方向へスキャンすると、標的血管は画面の端に移動す

る。 

R：血管走行と一致する方向へスキャンすると、標的血管は画面の中央から動か

ない。 

図 7：swing scan technique   

Swing scan technique とは穿刺

すると決めた場所で、プロー

ブを扇のようにスウィングす

るスキャン方法である。 

W：血管に対してプローブを

垂直に置いてない場合、スウ

ィングすることで、血管は画

像の端に移動する。 

R：血管に対してプローブを

垂直に置いている場合、スウ

ィングしても、血管は画像の

中央に留まる。

 

 Sweep scan と Swing scan の両者

を行うことで、図 8（左図）のよう

に、プローブを血管走行に対して完

全に垂直に置くことができる。ここ

で、重ねて強調しておきたいことは、

両方のスキャンを必ず行うという

ことである。例えば、Sweep scan

をしないで Swing scan だけを行っ

た場合、プローブの真下の血管に対

してのみ、プローブは垂直となる。

スキャンを行った範囲（通常、2cm）

内で確実に血管走行に対して垂直にプローブを置くには、Sweep scan でスキャ

ン範囲の血管がまっすぐ直線的に存在していることを確認しておくことが、重

要である。一方、Sweep scan だけを行った場合は、スキャン範囲が直線的であ

ることが分かるが、プローブが血管走行に対して少し角度がついている（つま

り斜めになっている）場合、気が付き難い。プローブが血管走行に対して角度

がついていると、プローブに対して矢状断方向に針を穿刺すると、穿刺針は、

標的血管のど真ん中ではなく、血管の端に向かう。 
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 Sweep scanと swing scan の両者を行った図 8の状態で、プローブの真ん中をプ

ローブの面に対して矢状断方向に穿刺をすると、必ず静脈に当たる。つまり、

スキャンをきちんと行った場合、針を刺す前から静脈に当たることは、すでに

約束されている。これが、論理的穿刺の強みである。スキャンが正しくできる

ようになると、針は常に画像の真ん中から出てきて、静脈にまっすぐ向かう。

初心者にみられるような針を探してどぎまぎするようなことはなくなる。 

 最も重要なことは、正しくスキャンをすれば、穿刺針は必ず画像の真ん中か

ら出てきて必ず標的血管に当たるということを体感させることである。 

 後は、針先を静脈内に着地させるだけである。針先を超音波で確認するのは、

針先を「標的血管に誘導すること」が目的ではなく、「針先を標的静脈の内腔に

着地させ、内腔に留める」のが目的である。 

針先の位置を確認するためにリアルタイム穿刺を行う。 

 

B：リアルタイム穿刺：  

 プローブと接するように穿刺針を刺入し、標的となる血管の深さに応じた穿

刺角度を選択（図 9）すれば、針の動きに伴う組織の動きで、針が超音波の走査

線に向かって進んでいることが間接的にわかる（図 10）。このように、針の皮下

への刺入から血管穿刺に到る全ての過程で、穿刺針の存在位置が分かるのがリ

アルタイム穿刺である。穿刺をリアルタイムで行なうことで、安全確実な穿刺

が保証される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 9 深さと穿刺角度の関係     図 10 リアルタイム穿刺 

 

10-1. 皮下組織に針を進める際、キツツキのように針を前後方向に小刻みに動か
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す（jabbing motion）と、針の動きで牽引された組織の動きから針の存在位置が

わかる。 

10-2. 超音波の走査線に針が近づくと、超音波走査線外に放射した弱い超音波

が針のシャフトに当たり、プローブに戻ってくることで針の存在がわかる。 

10-3. 針が血管前壁に接触すると前壁に凹みが生じる。前壁を少し押しスナッ

プを効かせて一挙に貫く（push & stick）。 

 

 このような穿刺方法を三角関数法（Triangular approach）と呼ぶ。三角関数法

の原理は、三角関数を用いて、針を超音波断層像のどこに誘導するかを予め決

める方法である。その際に重要なのは、プローブの厚みである。プローブの厚

みは 10～14㎜なので、厚み 14 mm のプローブを用いた場合、超音波走査線は中

央から出るので、プローブに接して交差法で穿刺する場合、穿刺点は走査線か

ら 7 mm離れていることになる。こう考えると、皮膚に対して 45°で穿刺したら、

超音波断層像では皮下 7 mm に針先が現れることになる。日本人の平均的な内頸

静脈の深さはおよそ 1 cm なので、内頸静脈の前壁の 3 mm 上に針が現れること

になる。一方、プローブに接して、プローブとの間の角度を 35°に設定すると丁

度内頸静脈前壁に触れるように穿刺針先端が現れる。別の計算をやってみよう。

プローブから 3 mm 離したところから、皮膚に対して 45°で穿刺してみると、同

じように内頸静脈前壁に触れるように穿刺針先端が現れる。 

しかし、このとき問題となるのは、その三角関数が正しいのか？という点に

ある。つまり、三角関数を用いて穿刺針を標的静脈の前壁に誘導する場合、計

算が正しければ、針先が静脈前壁に触れたときに初めて超音波走査線で画像と

してとらえることができる。その計算が正しいのか、それに角度は分度器を用

いているわけではないのでおおよそ、つまり勘でしかない。 

 穿刺針が標的静脈に向かって進んでいることを間接的に知る方法が、jabbing 

motion である。Jabbing motion は、組織の動きから針の位置を間接的に知る方法

であるため、プローブと針との間の角度が狭ければ狭いほど分かりやすい。こ

のため、穿刺の目標点が静脈前壁であるときに最も有効となる。 

 一方で、一足飛びに静脈前壁を穿刺の目標にするのではなく、最初に針先を

確認し、そこから徐々に静脈前壁に近づくアプローチも可能である。その場合、

プローブと針との間の角度を広げることで、針は皮膚と静脈前壁との間に確認

することができる。そのような穿刺方法を採用するとき、超音波走査線と針と

の間の角度が広がることで、針が組織を微細に動かすことができなくなり、

jabbing motion はあまり有効でなくなる。よって、この場合 jabbing motion を使う

必要はなくなる。交差法 Out of plane approach は、「planeである超音波走査線の

外から針が走査線内に入ったときはじめて確認できる白い輝点が針先である」
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というのが基本原理である。このため、

針先を確認したら、次に進むべき先に

超音波走査線を移動し、そこへ針先を

進めるというのが理論的である。いわ

ゆる「針先を追う」という操作は、実

際には針とプローブを同時に動かすこ

とではなく、「走査線を針の次の到達地

点へ移動させ待ち受ける」動作を言う

（図 11）。なぜならば、針とプローブを

同時に動かすと針のシャフトを針先と

誤認する可能性が生じるからである。 

 以上、標的静脈の短軸像を観察しな

がら交差法で穿刺する方法を解説した。 

 重要な点をまとめると、①スキャン

により静脈の走行に垂直にプローブを

置くことにより、穿刺針は静脈に向か

う。この時点で、穿刺は確実となる。

②針先を静脈内腔に着地させるには、

針先の位置を常に知る必要がある。針

先の位置を知るには、超音波走査線を

常に針の進むべき先に進め、針先を迎

えるようにすれば良い。 

 

図 11. 針先の確認法 

 

 交差法は、理論上、針先の位置を断続的に確認しているため、真の意味でリ

アルタイムとは言えない。一方、超音波の走査線内で針を進める方法として、

平行法 in plane approach がある。このため、長軸アプローチは常にリアルタイム

（針の位置が常に分かり、静脈前壁を穿刺するのが観察できる）であり、理想

的と言える。しかし、平行法は針が超音波走査線外に逸脱した際、針先を見失

うことがある。 

 長軸アプローチを成功させるための 3 つのステップを示す 12)。 

① 静脈の直線走行部分を探す。②薄い超音波走査線内で針を進める技術を習得

するか、ニードルガイドを使う。③静脈の真ん中を通る長軸像を描出する（図

12, 13）。 
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図 12. Side-scape scan technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プローブの近位端を固定し、遠位端を左右に振り、両側壁から均等の距離の

地点にプローブの遠位端を置く。次に、プローブの遠位端を固定し、近位端を

左右に振って、両側壁から均等の距離地点にプローブの近位端を置く（側壁は、

前壁と後壁が「鉛筆の先のように」交わることで判定できる）。 

 

図 13. Side-swing scan technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プローブ面を皮膚に固定し、両側に振ることで、静脈の左右の組織・器官を

確認する。針の進行方向に重要臓器・器官が存在しない超音波走査線面を選択

する（針が後壁を貫いても、誤穿刺を起こさないようにするため）。 

 Side-scape scan technique（図 12）により、静脈の真の長軸像を描出し、Side-swing 

scan technique（図 13）により、安全性を確保することができる。 

 

C：ガイドワイヤーとカテーテルの操作 

 ガイドワイヤーの挿入がうまくいかないとき、ガイドワイヤーだけを抜去せ
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ず、穿刺針と一緒に抜去する。ガイドワイヤーだけを無理に抜去しようとする

と、穿刺針の鋭利な針先でガイドワイヤーが切断され、ガイドワイヤーの血管

内遺残が起こる。 

 ガイドワイヤーの挿入がうまくいかない原因は、血管内での針先の位置が悪

い、血管の狭窄や閉塞により進まない、ガイドワイヤーの迷入などがある。 

 ガイドワイヤー挿入後は、必ずガイドワイヤーの位置を超音波で確認した後

でダイレーターやカテーテルの挿入を行なう。このことは、動脈誤穿刺による

合併症の予防で重要である。 

 ダイレーターの挿入は、ガイドワイヤーの自然な湾曲に沿って行い、ガイド

ワイヤーの屈曲や血管外逸脱を引き起こすため、皮膚に対して無理に鋭角にす

べきではない。 

 

4) ハンズオン・トレーニング：正確に行なう技術の習得 

 

超音波プローブの持ち方 

 プローブを持つ手の一部（第 4 及び 5 指）を、患者の体に接しプローブを固

定する。この時、プローブの圧迫により静脈を虚脱させない注意する。また、

穿刺針とプローブとの間の適切な角度をつくることができるよう、針に持手の

母指があたらないように注意する。 

 

穿刺針の持ち方 

 注射器の内筒を摘むように持つ、あるいは、4指や 5指に内筒を引っ掛けるよ

うにして、いつでも内筒を引き、血液の逆血を確認できるようにする。 

 

超音波プローブと穿刺針の関係 

 穿刺は、プローブの真中からプローブの軸方向と同じ向きに刺す、つまり見

ている方向に刺すことが重要である。 

 

手技に伴うピットフォール 

 ハンズオン・トレーニング中にも、受講者は多くのピットフォールに陥る。

その場その場で適切な説明と対処が要求される。インストラクターとして最も

神経を使う場面である。 

 

PF 4：穿刺針を小刻みに動かす jabbing motionをしても、針の位置がわからない。 

 穿刺針と超音波プローブ間に隙間（通常 2mm 以上）があると、穿刺針の jabbing 

motion による組織の動きを超音波走査線が捉えることができない。 
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D4：プローブと数ミリほど離して穿刺針を刺入する（気づかれないように注意）。

Jabbing motion をやって見せ、ほらこうすると針の位置が分かりますねと、自信

を持って言う。できれば、受講者の顔を見渡して同意を得るのが良い。その場

の雰囲気がなんとなく同意したようであったら、次に、ホントですか？と疑問

をなげかけながら、プローブを針に近づけプローブと針の隙間を無くして（気

づかれないように注意）jabbing motion を行なうと、今度は針の位置が良く分か

るようになっている。受講者が驚いているなかで、何故でしょう？と質問して

討議させる。後で種明かしをすることで、受講者は、このピットフォールに陥

らないようになる。余裕があれば、臨床上意図せずに同様の現象が起こること

も説明する（下記）。 

1. シミュレータではうまくいくのに、臨床で jabbing motion が分からないこと

がある。一つは画質の調整の問題である（多くは脂肪の過多が原因）。これ

は、臨床途中でも中断して調節する必要がある。 

2. 術者がプローブカバーの損傷を懸念して、プローブから離れて穿刺を行なう

ときに、この現象が起こる。穿刺針を皮下に数ミリ刺入した直後に、プロー

ブの方を針に近づけると解決できる。 

3. 使用する超音波診断装置のプローブの幅が大きい場合も、穿刺針を皮下に刺

入した直後は、超音波走査線と針の間に距離があるため、jabbing motion が確

認できない。我慢して少し進めると jabbing motion が判明する。故意に穿刺

針とプローブの間の角度を広げ、超音波走査線を越えてから角度調整すると

いう裏技もある（PF 6 参照）。 

 

PF 5：穿刺針とプローブの間の角度が広く、静脈の穿刺の前に針が超音波の走査

線を越えてしまう。 

 

 静脈を穿刺する前に超音波走査線を穿刺針が通過する際に描出される輝度の

高い白点を受講者が見逃している点が問題である。白点が意味する穿刺針と超

音波プローブとの関係を理解させる必要がある。 

 

D5：受講者が穿刺を終了した時点で、ストップをかけそのままの状態でいるよ

うに指示する。次に、穿刺針を jabbing motion のように小刻みに動かすように指

示し、針が走査線を超えた証拠である白点を指差し「白点の位置を確認」させ

る。見え難い画像ならゲインを調節して白点が見えやすいようにする。白点が

分かったら、プローブを傾けて穿刺針とプローブの間の角度を狭める。こうす

ると白点の位置が徐々に静脈に向かって近づくのが見える。（血管走行の把握が
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正しければ、穿刺できていることが多いので、そのときは）穿刺針が静脈前壁

と貫く地点を描出すると良い（穿刺が失敗していたら、模擬血管から外れた位

置に針が進んでいることが判明する）。この操作で、受講者は超音波が描出して

いるのは平面画像であるということを論理と感覚で理解できるようになる。 

 時間があれば、インストラクターが穿刺針とプローブの間の角度を広くし、

穿刺を行なってみせる。角度の広いままで穿刺をしてみせ静脈の穿刺を成功さ

せる（インストラクターの手技がうまくないとできないので注意）。何故成功し

たか討論する。その理由が、「正しい血管走行の把握」にあることを示唆し、血

管走行の把握とリアルタイム穿刺が、三次元的に正しい穿刺を導くことを理解

させる。最後に、論理的な穿刺では、血管走行とリアルタイム穿刺の両方を駆

使することが最も安全な手技であることを追加説明するとよい。 

 穿刺針とプローブの間の角度を広くとるのは、多くの場合なかなか修正でき

ない癖として残る。受講者にこれは「あなたの癖であり、直すのは難しい」と

正直に告げておくと矯正可能なことが多い。 

PF 6：穿刺針とプローブの間の角度が狭すぎて、超音波走査線に近づく前に針が

どんどん深く進んでしまう。 

 

 Jabbing motion が分からなかった場合は PF 4 が原因である。Jabbing motion は

分かるのに、針の陰影（白点や穿刺針のシャフトの描出）が無い場合は、単純

に穿刺針とプローブの間の角度の問題である。受講者に jabbing motion だけだと

不安にならないか聞いてみる。同意を得たら、不安になったら故意に角度を広

げ穿刺針が走査線を貫く白点を確認するように示唆する。 

 研修医対象の場合は、このピットフォールは少ない。角度を狭く穿刺をする

受講者は、超音波ガイド下になんらかの穿刺を行なっている医師に多い（放射

線科医、循環器内科医、消化器内科医、消化器外科医、小児科医など）。超音波

の操作や針の取り扱いになれているので、アドバイスだけで矯正可能である。 

 

5) 教育効果の評価：技術の評価と上達のための能力 13)14)15)
 

 臨床だけで超音波ガイド下中心静脈穿刺の技術を習得するにはたいへんな努

力と時間を必要とする。一方、シミュレータを使ったハンズオン・トレーニン

グでは、患者を傷つける心配もなく、ピットフォールの理解と正確な手技を短

時間に習得することができる。しかし、受講者が臨床で超音波ガイド下中心静

脈穿刺を行ってよいかどうかは、最終的にインストラクターであるあなたが、

評価し判断しなければならない。これは、臨床での責任の一旦をインストラク

ターが担うという重大な意味をもつ。 
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1）穿刺成功率：正しい手技で穿刺が行なえていれば、穿刺成功率は高いはずで

ある。穿刺成功率は、例えば 3回の穿刺中何回穿刺できたか？など簡単に測

定することができる。穿刺成功率は、受講者にとっても分かりやすい評価で

ある。一定の穿刺成功率を受講者の努力目標に設定すれば、受講者のやる気

を引き出すこともできる。また反対に、技術力の低い者がむやみに臨床応用

するのを制限することができる。 

 

2）合併症の回避：穿刺ができても、動脈誤穿刺などの合併症を引き起こすよう

な技術では、臨床応用できない。シミュレータを利用して動脈誤穿刺が起こ

ってないか判断（シミュレータの模擬血管の動脈内に赤色の液体を注入して

おくことで、容易に動脈誤穿刺の発生を確認できる）し、動脈誤穿刺が発生

したら、その要因について受講者と一緒に検討する。要因の検討は、手技を

観察して評価・矯正することである。 

 

3）手技の評価：手技の評価は、血管走行の把握やリアルタイム穿刺、及び個々

人の癖の問題がある。 

 

① 血管走行の把握：血管走行を把握するための 2種類のスキャンは難しい。血

管走行の把握がされていないと、穿刺した針の位置は画像の真ん中にない。

このとき、受講生に血管走行の把握が良くないことを指摘する。Sweep scan 

techniqueが良くない場合は、受講者は始終針の向きを修正しながら穿刺をす

ることになる。Swing scan techniqueが良くない場合は、プローブの向きと針

の向きが明らかに異なる。スキャンをいい加減に行う受講者は、スキャンの

意味を重要視していない場合と、手技が難しくて行えない場合がある。後述

の癖の矯正に基づき対処の対策をたてる。 

② リアルタイム穿刺：穿刺時に針の位置が判明しない状態で、穿刺を続けるの

は危険な行為である。インストラクターは、穿刺の途中で一次中断して、そ

の時の穿刺針の位置を受講者に示さなければならない。そして、なぜ穿刺針

の位置が分からなかったのか、その場で理解させる必要がある。 

③ 癖：通常、受講者の手技には一定の癖が生じる。その癖を的確に矯正すれば、

技術力はすばらしく向上するが、多くの場合、癖は各人の性格に基づき短時

間で矯正するのは難しい。 

 

4）癖の矯正：以下に著者が経験した代表的な癖とタイプを示す。実際のハンズ

オン・トレーニングでは、インストラクター各自で、対処法を工夫してもら

いたい。 
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A：話を聞いていないタイプ 

 試験だと一発落第であるが、成人教育ではそのような対応はしない。誤りや

知識の不足を一つ一つ指摘し、理由を述べて丁寧に説明する。ただ、あまりに

も誤りが多い場合は、時間的な制約があるため、1回のトレーニング後は、他の

受講生の動きをよく観察するように指導する。多くの場合、このようなタイプ

は、他の受講者の手技は観察せず、自分だけの世界に入り込んでしまう場合が

多い。医療事故を引き起こしやすいタイプであり、指導は困難である。一つの

解決策として、手技の完成度が高い＝うまい手技とは、誰が見ても手順が理解

できる手技であるということを示唆すると矯正できる場合がある。 

 

B：勝手に満足してしまうタイプ 

 実際には、手技が習得できていないのに自己満足してしまうタイプ。1～2回

の穿刺後は、ほとんどなにもせずおしゃべりをするか終了して帰ってしまう。

無謀な場合とやる気のない場合があり、無謀な場合は医療事故を起こしやすく

要注意である。どの程度穿刺がうまくいけば、実際の臨床で通用するか？問い

かけると指導できることがある。タイプ Aと同様、他の受講者の手技をよく観

察するよう指示する。 

 

C：手技が荒い（せっかち）タイプ 

 穿刺針を進める速度が速すぎ、あっという間に穿刺、刺し貫く、または失敗

してしまう。センスがある場合と無い場合がある。センスが無い場合、手技が

荒いため論理的手順を確認するという作業ができない。このため頭で理解して

いることを手技に生かすことも当然できない。センスがある場合は、穿刺に成

功することがあり、本人が満足している点、逆に指導が困難である。実際の臨

床では、血管走行が少し曲がっていたり、脱水で静脈の前壁だけを穿刺するの

が難しかったりする事が多々ある。ハンズオン・トレーニングで論理的な手順

をふまずにセンスで穿刺した場合、臨床応用はできない。 

 両者とも指導のアドバイスとして、超音波ガイド下穿刺は、針を少しずつ進

め、刺すというより針を静脈に向かって「じわじわと寄せて」、静脈の上に「乗

せてからおもむろに貫く」感じをニュアンスで伝える。 

 

D：理解はできているが、もともと運動神経が鈍いタイプ 

 矯正は難しい。トレーニングが時間切れとなることがしばしばある。下手で

も粘着質でやり続けるタイプもいるが、へこたれるタイプもいる。一般に前者

は男性に多く、後者は女性に多い。トレーニング中の励ましが大切である。ト
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レーング毎に良かった点悪かった点を挙げ、細かなアドバイスを行なう。イン

ストラクターとしては、トレーニング中寄り添ってあげるような優しい気持ち

で接することが大切である。 

 

E：いわゆる上手な人タイプ 

 センスやバックグラウンドにある巧緻的技術力を駆使して上手に穿刺するこ

とができる。研修医が対象の場合にはこのタイプはほとんどいない。受講者が

多彩な経験層の講習会では、このタイプは各部署で指導的立場についている医

師に見受けられる。しばしば、二つの手技を合わせた高度なテクニックなどを

披露し提案することがあり、インストラクターを悩ませる存在となる。上手な

のを認めた上で、「他のセンスが無い人が、同じようにできるとは思わない」な

ど、教える立場に立ったらどう行動すべきか問いかけると、矯正できることが

ある。 

 

 手技の上達のためには、絶え間ない努力を続ける必要があり、それができる

ことは一つの能力ともいえる。受講者に、各自の手技が論理的であったか、細

心の注意を払ったかという精神的な姿勢が大切であることを強調する。 

 

6) 超音波診断装置とシミュレータの取り扱い 11)16)17)
 

 

超音波診断装置 

 超音波ガイド下中心静脈穿刺では、通常リニア・プローブを使用する。この

ため、リニア・プローブを備えたほとんどの超音波診断装置が使用可能である。

超音波診断装置の注意点は、プローブの幅である。これは、ハンズオン・トレ

ーニングの D4-3にも記載したように jabbing motion に関係する。また、プロー

ブの幅によって穿刺角度が変化する点も知っておくべきである。プローブの幅

と穿刺角度は、浅い静脈では機種毎の差が大きく、深い静脈ではほとんど差が

なくなる。 

 画像の調整は重要である。iLook 25 や NanoMaxx では初期設定は、近距離の感

度調節（Near gain）は低く、遠距離の感度調節（Far gain）は高くなっている。

このため、超音波診断装置を立ち上げたら、最初に画質の調節として、Nearを

上げ、Farを下げ Gain 全体を一様にする。Gain は上げすぎても下げすぎても

jabbing motion が見え難くなるので丁寧に調節する。場合によっては、穿刺途中

でも再度調節する。最近の血管穿刺や神経ブロックの専用の超音波装置は、改

良により微調整の必要が少なくなっている。しかし、それでも肥満の患者など、

画像の調整が穿刺のクオリティの決め手になることがある。 
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シミュレータ 16)17)
 

 シミュレータは 2種類ある。一つは模擬血管を樹脂に埋め込んだ単純血管モ

デルであり、もう一つは人型のシミュレータ（マネキンタイプとも言う）であ

る。単純血管モデルは、プローブや穿刺針の操作などの基本手技習得に有用で

ある。一方、人型シミュレータは臨床のようなリアルな穿刺を行なうことで、

実践力を培うために使用する。 

 人型シミュレータの模擬血管のうち、鎖骨下静脈や腋窩静脈の位置や太さは、

実際の人体を計測して作成されている。しかし、内頚静脈は、実際より深い位

置に作られている。これは、実際の人体での内頚静脈は皮下 1cm と浅いため、

穿刺が簡単に行え、練習にならないからである。また、臨床の内頚静脈穿刺で

は、小鎖骨上窩で筋肉（胸鎖乳突筋）を避けて穿刺し穿刺後針を寝かす（皮膚

との角度を小さくすることにより、ガイドワイヤーの挿入を容易にする）操作

が簡単に行えるが、シミュレータでは樹脂が人体ほど柔らかくないことや静脈

が深く位置するために、穿刺後針を寝かす操作は行えない。 

 

シミュレータの保持管理 

 模擬血管への水の注入に注意が必要である。注意点は下記の 4つである。 

 

A：水はできるだけ気泡の生じ難いものを使用します。シャワー水は気泡がなか

なか抜けないため不適です。一度沸かして冷ましておいた水が最適である。準

備に時間が無いときは、市販のミネラルウォーターで代用できる。 

 

B：水の注入はゆっくり行なう。注入を急ぐと小さな気泡が生じ、模擬血管の管

壁に付着する。付着した小さな気泡は、超音波で穿刺針のような輝度の高い白

点として観察される。このため、超音波断層像の画質を著しく低下させる。気

泡は一旦発生すると取り除くのが難しい。水を全て抜きとり、再度ゆっくりと

注入する。ゆっくり注入することで気泡が発生し難くなり、液面がゆっくり上

昇することで、管壁への付着を防ぐことができる。 

 

C：水の注入では、模擬血管の内圧を上昇させないように、注入の反対端を常に

開放して行なう。もし、内圧が上昇した状態で穿刺を行なうと、穿刺針が模擬

血管を貫いたと同時に水が血管外の樹脂へ漏れ出し、模擬血管の壁（シリコン

膜）と樹脂の間に水が溜まり（偽腔形成）、静脈が解離した状態になる。静脈

が解離すると穿刺時の血管壁の凹みを再現できなくなると同時に、ガイドワイ

ヤーの挿入時に偽腔への挿入を引き起こすことがある。 
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 偽腔は、受講者が穿刺をした模擬血管内の水を、穿刺直後に再び模擬血管内

に戻す誤った操作でも生じる。これは、穿刺で生じた管壁の穴の近傍で、管内

の局所内圧一時的に上昇することが原因と考えられる。 

 

D：シミュレータを使用せず長期間置く場合は、擬似血管内の水を必ず排出させ、

模擬血管の端を開放し、内腔を乾燥させる。注入している液体がたとえ水であ

っても、湿った状態での保存はカビを発生させる。また、インストラクターは、

使用中に発生した偽腔（内圧が高くなくとも、頻回の穿刺で管壁のシリコンが

破損し偽腔を生じることがある）を超音波ガイド下に穿刺し、水を廃棄してお

く。 

A：水の注入はゆっくり行なう。注入を急ぐと小さな気泡が生じ、模擬血管の管

壁に付着する。付着した小さな気泡は、超音波で穿刺針のような輝度の高い白

点として観察される。このため、超音波断層像の画質を著しく低下させる。気

泡は一旦発生すると取り除くのが難しい。水を全て抜きとり、再度ゆっくりと

注入する。ゆっくり注入することで気泡が発生し難くなり、液面がゆっくり上

昇することで、管壁への付着を防ぐことができる。 

 

B：水の注入では、模擬血管の内圧を上昇させないように、注入の反対端を常に

開放して行なう。もし、内圧が上昇した状態で穿刺を行なうと、穿刺針が模擬

血管を貫いたと同時に水が血管外の樹脂へ漏れ出し、模擬血管の壁（シリコン

膜）と樹脂の間に水が溜まり（偽腔形成）、静脈が解離した状態になる。静脈

が解離すると穿刺時の血管壁の凹みを再現できなくなると同時に、ガイドワイ

ヤーの挿入時に偽腔への挿入を引き起こすことがある。 

 偽腔は、受講者が穿刺をした模擬血管内の水を、穿刺直後に再び模擬血管内

に戻す誤った操作でも生じる。これは、穿刺で生じた管壁の穴の近傍で、管内

の局所内圧一時的に上昇することが原因と考えられる。 

 

C：シミュレータを使用せず長期間置く場合は、擬似血管内の水を必ず排出させ、

模擬血管の端を開放し、内腔を乾燥させる。注入している液体がたとえ水であ

っても、湿った状態での保存はカビを発生させる。また、インストラクターは、

使用中に発生した偽腔（内圧が高くなくとも、頻回の穿刺で管壁のシリコンが

破損し偽腔を生じることがある）を超音波ガイド下に穿刺し、水を廃棄してお

く。 
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              終わりに 

 本書の目的は、超音波ガイド下中心静脈穿刺の穿刺技術の教育にある。臨床

で中心静脈穿刺を安全に行なうためには、穿刺技術以外に、目的血管の評価、

穿刺部位の決定、合併症に関する知識と対処法など、さまざまな知識と技術が

要求される。それらは、他書 18)に譲る。 

 本書がインストラクターとして活躍するあなたの助けとなり、楽しく教える

ための教育ツールとなることを願っている。 
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改訂にあたり 

 今回の改訂では、大きく 2 ヵ所記載を加えた。第 1 は、従来の内頸静脈穿刺

のイラストを改訂したこと、第 2 は、交差法の手技のバリエーションを加えた

こと。平行法について記載を加えた。 
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