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本日の論文



Introduction

●様々な患者や治療法で、中心静脈アクセスデバイス(CVAD：Central venous 

access device)や末梢動脈カテーテル(PAC：Peripheral arterial catheter)が必

要

●これらのデバイスは、カテーテル関連血流感染(CRBSI：catheter-related 

bloodstream infection)によって、入院期間の延長や費用増加をもたらす

●CRBSIは医療関連血流感染症の約70%を占め、医療関連感染症の中で

最もコストのかかる感染症 (1症例当たりにかかるコストは$45814 (約502万円))



Introduction

完全な無菌バリアプリコーションでの挿入

水と石鹸で手を洗う

2%クロルヘキシジン溶液を使用、挿入前に乾燥

鼠径部の穿刺は避ける

不必要なカテーテルは早期に抜去する

Bell T, et al. Infect Dis Clin North Am 2017; 31: 551–59.

CRSBI予防ガイドラインの多くは挿入時の戦略についてであり、

その後の予防管理に関するエビデンスはわずか



Introduction

●挿入後の介入として、輸液セットの定期的な交換があるが強いエビデンスに

基づいているわけではない

●輸液セットの定期的な交換＝取り外し、破棄、全ての輸液・薬剤・チューブ・

接続部品を定期的に交換

→使用に伴うコンタミネーションからのCRBSIを減らせるかも

●1970年台にアメリカで発生したTPN製剤のコンタミネーションによるCRBSI

アウトブレイクをきっかけに注目

*1

*1TPN = total peripheral nutrition

*2Centers for Disease Control.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1971; 20 (suppl 9): 81–82.

*2



●1人以上の熟練した看護師、大量の使い捨て滅菌機器、薬剤などが必要で、

交換頻度が増えると作業負荷・費用に影響

●輸液セットは、交換作業中に汚染される可能性

●ほとんどのCRBSIは、医療従事者の手からの直接汚染

輸液セット交換の問題点



先行研究

→16研究5001名

データベースを検索し、2012年までの入院患者の静脈または動脈カテーテルの

輸液セットの交換頻度に関するすべての無作為化またはケースコントロール試験を対象

とし、 輸液セットの交換頻度とコロニゼーション・感染・死亡率との関係性について調査

(24時間毎vs≧48時間毎, 48時間毎vs≧72時間毎, 72時間毎vs≧96時間毎)



結果

交換頻度
アウトカム

多い群
(24-72時間毎)

少ない群
(48時間-7日間毎)

相対リスク
(95%CI)

エビデンスレベル

CRBSI 33/932(3.5%) 35/862(4.1%)
1.06

(0.66-1.68) low

点滴関連BSI 9/945(0.95%) 11/902(1.2%)
0.69

(0.31-1.51) low

カテーテル培養陽性 27/808(3.3%) 29/741(3.9%)
1.15

(0.7-1.86) low

点滴製剤培養陽性 240/717(33.4%) 266/731(36.4%)
1.08

(0.94-1.24) moderate

全ての原因のBSI 82/1135(7.2%) 69/1162(5.9%)
0.82

(0.48-1.4) low

輸液セットの交換頻度を少なくして(4日以上あけて)も、
多くした(4日以内)時と比較して血流感染リスクの差はなし



16研究のアウトカム・交換頻度別内訳
交換頻度

アウトカム
48時間≧  vs 24時間 72時間≧  vs 48時間 96時間≧ vs 72時間

CRBSI 2 3 3

点滴関連BSI 4 6 0

カテーテル培養 1 2 3

点滴製剤培養 4 3 1

全ての原因のBSI 3 2 1

死亡率(NICU) 2 0 0

交換頻度≧96時間を検討した研究は3つのみ(うち１つは未発表)



P：単一のがんセンターで、2日以上中心静脈カテーテルが挿入されている患者

I：4日-7日毎に輸液セットを交換(232人)

C：3日毎に輸液セットを交換(280人)

O：点滴チューブの汚染またはコロニゼーション・血流感染の発生

先行研究①



●ITT解析では、介入群 (4-7日毎) は対照群 (3日毎) に比べて、輸液セットのコ

ロニゼーションのレベルが高い [中央値、145 vs 50 (CFU：colony-forming units)]

●4-7日の群でのみ血流感染が3例発生→研究は途中で中止

●TPN、輸血、IL-2製剤が投与された84症例を除くと、頻度は両群で同等(2%)、

BSIの発生数は0例

輸液セットの4-7日毎の交換と3日毎の交換でCRBSIのリスクは変わらない？

先行研究①



P：単施設ICUにおいて、中心静脈カテーテルが留置されて4日目の患者

I：輸液セットは交換せずに、7日目に中心静脈カテーテル抜去(201人)

C：4日目(振り分け同日)に輸液セットを交換、7日目に中心静脈カテーテル抜去(203人)

O：点滴チューブの汚染またはコロニゼーション・血流感染の発生

先行研究②



輸液セットの交換の有無に関わらず、血流感染の発生に差なし

先行研究②

4日目に施行(201人) 施行なし(203人)

点滴チューブの
コロニゼーション

10 19

血流感染 3 3

輸液セット交換

アウトカム



Epic3 CDC

4日未満に点滴セットを交換する必要なし

4日で交換 4日-7日で交換

血液製剤は12時間毎
血液製剤・脂質製剤は

24時間毎

脂質を含むTPNは24時間毎 プロポフォールは12時間毎

各ガイドラインで推奨される輸液セット交換

Loveday HP, et al. J Hosp Infect 2014; 86 (suppl 1): S1–70.
O’Grady NP, et al. Clin Infect Dis 2011; 52: e162–93.



先行研究のlimitation

●4日以上で検討をした2研究はいずれも小規模(Evidence：low-intermediate)

→輸液セットの交換頻度(4日vs7日)を比較したより大規模な研究が必要



本日の論文



論文のPICO

P：24時間以上、中心静脈アクセスデバイス (CVAD) もしくは

末梢動脈カテーテル (PAC) が留置されている患者

I：7日毎に輸液セットを交換

C：4日毎に輸液セットを交換

O：CRBSIの発生率

*1

*1 CVAD = central venous access device
(トンネル型カフ型カテーテル, 非トンネル型カテーテル, 植込み式CVポート, PICC)

*2 PAC = Peripheral arterial catheter

*2



各種CVAD

トンネル型カフ型カテーテル

PICC

非トンネル型カテーテル

植込み式CVポート

https://www.gi-cancer.net/gi/fukusayo/fukusayo_14_1.htmlhttps://www.hayashidera.com/products/medcomp/bio-flex-tesio/



Methods



研究デザイン

●多施設ランダム化比較試験

●CVADは同等性試験、PACは非劣性試験

●場所：オーストラリアの９つの公⽴病院と１つの私⽴病院 (8 成人、2 小児)



Inclusion criteria

●輸液セットに接続されたCVADまたはPACが少なくとも24時間留置されており、

今後7日以上の留置が予測されているすべての年齢の入院患者

●対象病棟は、新生児ICU(NICU)を除く内科・外科・がん・ICU病棟

●1症例につき、1入院期間に1カテーテルのみ評価



Exclusion criteria

●過去48時間の血流感染

●すでに96時間以上カテーテルが留置されている

●初回の輸液セットがすでに交換されている



ランダム化と盲検化

●Griffith University’s eResearch Servicesによって構築された

中央管理コンピュータサービスによってランダム化

●無作為に様々なブロックサイズに割り付け

●カテーテル型(中心静脈アクセスデバイス-カフ型-PICC-ポート-表在動脈カテーテル)、

病院(成人、小児)、集中治療または病棟で1:1に層別化

●輸液セット交換介入群 (7日毎)と対照群 (4日毎) に割り付け



ランダム化と盲検化

●患者や臨床スタッフは介入の性質上盲検化できない

●結果を判定する感染症医や検体を処理する微生物学者は盲検化

●研究責任者は、リサーチ看護師を訓練・監督し、施設訪問を行い、データの質と

無作為化の遵守を監査



輸液セットの交換方法

●1人または2人の臨床看護師が行う

●手指衛生、無菌操作、接続時の接続部位消毒を施行

●薬液は製造者または薬局、臨床看護師が無菌操作で準備



輸液バック

輸液チューブ

ビュレット

トランデューサー

三活

延長チューブ

●カテーテル挿入日をday 1として、7日毎もしくは4日毎に上記全てを交換する

輸液セットの交換方法

https://knowledge.nurse-senka.jp/227195



輸液セット交換のプロトコル(輸液の内容)

Inclusion

・晶質液 ・薬剤 ・脂質を含まないTPN

・圧モニタリングのための輸液

Exclusion

・脂質製剤 ・血液製剤 ・抗がん剤

・強心薬 ・シクロスポリン

・微生物の繁殖を促進してしまうような薬剤

・薬剤添付文書でルーチンの交換を推奨しない薬剤



カテーテル挿入時の手技

CDC・EPIC 3のプロトコル

●中心静脈デバイス挿入時のマキシマルバリアプリコーション

●末梢動脈カテーテル挿入時の無菌手袋やドレープ

●皮膚消毒は2％のグルコン酸クロルヘキシジン入りの70％イソプロピルアルコール

●滅菌した密封透明ドレッシング

●ニードレスコネクタは70％イソプロピルアルコールで消毒
O’Grady NP, et al. Clin Infect Dis 2011; 52: e162–93.



CRBSIを疑った時の対応(ガイドライン)

血培陰性
カテーテル抜去未

→熱源が同定できない場合
カテ抜去・カテ先培養

血培陰性
カテ先培養陰性

→再度の熱源検索

血培陰性
CVAD or PAC ≧15CFU

→黄色ブドウ球菌なら治療
(CFU=colony forming unit)

血培陽性
CVAD or PAC≧15CFU

→CRBSIを考慮

CVADもしくはPAC挿入中の発熱

血圧低下・臓器障害の有無

血液培養2セット (カテーテル・末梢)
カテーテル抜去+カテ先培養提出

抗菌薬開始

血液培養2セット (カテーテル・末梢)
(カテーテル抜去+カテ先培養)

(抗菌薬開始)

YesNo

*

Mermel LA, et al. Clin Infect Dis 2009; 49: 1–45.



CRBSIの診断

菌血症 or 真菌血症+血培が少なくとも1回陽性

+カテ先から15CFU以上の同一菌検出

または

2つの血液培養(カテーテルから1つ、末梢静脈から1つ)から一致する微生物

+検出微生物の陽性化がカテーテルで2時間以上早い

Mermel LA, et al. Clin Infect Dis 2009; 49: 1–45.



Method続き

●全てのデータは電子機器にパスワードを用いて保存、

臨床スタッフはこれらのデータへのアクセスは不可能

●研究スタッフがいる際には、さらに輸液セットのコロニゼーションを調べるために

輸液セット交換時にポートをスワブでぬぐい、

培養あるいは三方活栓内や延長チューブ内の液体を検体として培養に提出を追加

●CVADは、抗菌薬コーティングの製品の使用頻度が多かった

(何もコーティングしていないデバイスの使用もあり)



Primary outcome

●CRBSI

盲検化された感染症専門医が評価

菌血症 or 真菌血症+血培が少なくとも1回陽性

+カテ先から15CFU以上の同一菌検出

または

2つの血液培養(カテーテルから1つ、末梢静脈から1つ)から一致する微生物

+検出微生物の陽性化がカテーテルで2時間以上早い

Mermel LA, et al. Clin Infect Dis 2009; 49: 1–45.



Secondary outcomes

●カテーテル先端部のコロニゼーション (15 CFU以上）

●輸液セットのコロニゼーション (≧10³ CFU/mL）

●LCBI (laboratory confirmed blood stream infection)

●CLABSI (central line associated blood stream infection)

●退院時の全死因死亡率

●カテーテルの留置時間

●患者一人あたりに使用された輸液セット

●患者一人あたりの輸液セット交換に要する消耗品の費用と

スタッフの労働時間



LCBIとCLABSIについての補足

●LCBI：他の臓器感染が疑われない状況で

血培で非皮膚常在菌が1回以上陽性/血培で皮膚常在菌が2回以上陽性+感染症状

●LCBIの中で、 MBI(mucosal barrier injury associated)-LCBIには合致しない

(粘膜からのtranslocationを疑う症状や検出菌を認める)

National Healthcare Safety Network. Atlanta, GA: Centers for Disease Control, 2017.

CLABSI



輸液セット交換時の記録

5本ずつ合計20本

①器具の収集

②新しい輸液セットの準備

③患者や家族とのコミュニケーション

④接続部の消毒

⑤古い輸液セットの取り外し

⑥新しい輸液セットを接続

⑦廃棄物を処理

⑧行った手順を記録 →必要な時間を計測

PICC トンネル型カフ型カテーテル 非トンネル型カテーテル PAC



統計学的解析：サンプルサイズの決定①

●サンプルサイズは3種類のデバイス毎(PICC, それ以外のCVAD, PAC)に計算

・他のCVAD(対照群CRBSI推定値：2.4%→1371例)

・PICC(対照群CRBSI推定値：2.6%→1268例)

・PAC(対照群CRBSI推定値：0.8%→340例)

PICCと他のCVAD：4日毎 vs 7日毎の同等性仮説を選択

（±2％のマージン、p=0.05）

PAC：4日毎 vs 7日毎の非劣性仮説を選択

(+2％のマージン、p=0.05)



統計学的解析：サンプルサイズの決定②

*DSMC＝data and safety monitoring committee

●2回目のDSMCレビューでは、予想以上に参加者が集まらなかったため、

PICCと他のCVADをCVADコホート1110例に統合

（対照群のCRBSI推定値1.9%、同等性仮説±2%のマージン）

●末梢動脈カテーテルのサンプル数は変更なし

(対照群のCRBSI推定値0.8%、非劣性仮説+2%のマージン)

*

・CVAD(1110例)：同等性仮説 ・PAC(340例)：非劣性仮説

-2.0% +2.0%0%

absolute risk difference

+2.0%0%

absolute risk difference



modified ITT

除外

・カテーテル挿入がキャンセル

・データ使用に関して同意が取れない

・何も介入されず、データがない

割り付け

除外

・カテーテルが4日以内に抜去

・予定と異なる日にカテーテル交換

per protocol

統計学的解析：primary outcomeの解析方法①



●器具100個あたりおよびカテーテル1,000日あたりのCRBSIの相対的な発生率を算出

●Kaplan-Meier生存曲線で経時的なCRBSI発生を比較

●多変量Cox回帰分析でCRBSIのハザード比を層別化因子で調整し、95%CIを算出

●入退院を繰り返した場合、同一患者が複数回カウントされる可能性あり

*

*CI＝confidence interval

統計学的解析：primary outcomeの解析方法②



Secondary outcomesの解析方法

●パラメトリック （Cox回帰）またはノンパラメトリック （Wilcoxonの順位和）検定を

用いて比較

●輸液セットのコロニゼーションは両辺フィッシャーの正確検定により群間で比較

●すべての比較において、p値が0.05未満であれば有意とする

●一次比較以外では、両面優越性の枠組みを使用

●すべての統計解析でStata（SEバージョン15.1）を使用し、CIを算出



輸液セット交換にかかる費用

●CRBSIの治療費に関する情報は含まない

●(患者1人あたりの輸液セット交換数)×(看護師の輸液セット交換所要時間)

×(時間あたりの看護師雇用費) で、患者一人あたりの人件費を計算

●通常の輸液セット交換時に使用される消耗品のコストを計上

●交換されるカテーテルの費用は機器タイプ毎に計上



輸液セット交換にかかる費用

●患者1人あたりの輸液セット交換総数は、パラメトリック・ガンマ・モデルで推定

●輸液セット交換所要時間は、交換時の記録をもとに機器タイプごとに推定

●雇用費は、正看護師と臨床看護師の賃金レートを参考

●分布から1000個の無作為抽出を行い、7日群vs4日群の費用の差を推定

●CVADとPACのそれぞれで、7日群の方が4日群よりも費用が低くなる確率を検討

→50%以上で有意と判断

*

*Queensland Health. Wage rates—nursing stream. Human resources policies and directives.



Results



Flow chart① (Figure 1)

3063例 除外

6007例 組み入れ

2944例 割り付け

研究期間：2011年5⽉30⽇-2016年12⽉9⽇



Flow chart② (Figure 1)
2944例 割り付け

CVAD留置せず

試験介入なし

同意撤回

除外：3例

CVAD 7日 1124例

PAC 7日 357例

CVAD 4日 1097例

PAC 4日 363例

介入群 対照群

mITT解析



Flow chart③ (Figure 1)

対象群
介入群 対照群

CVAD 7日 725例

PAC 7日 198例

CVAD 4日 997例

PAC 4日 346例

per protocol分析

除外

・カテーテルが4日以内に抜去

・予定と異なる日にカテーテル交換



Characteristics① (Table1)

●患者背景

・成人：87.3% vs 86.2%

・男性：63.1% vs 62.7%

・登録時点の入院日数：5日 vs 4日

●入院理由

・一般：30.5% vs 33.1%

・血液内科：21.8% vs 21.8%

・緊急手術：16.0% vs 15.4%

・予定手術：10.3% vs 9.2%

・心臓手術：8.2% vs 8.0%

・外傷：7.4% vs 7.4%

・腫瘍：4.7% vs 4.2%

・熱傷：1.1% vs 1.0%●重症度

・ICU患者：61.6% vs 63.8%

・APACHE II：19.7(6.8) vs 19.8(7.1)

両群間にいずれも

有意差なし



Characteristics② (Table1)

●カテーテルのタイプ

・CVAD：75.9% vs 75.1%

・トンネル型もしくは植込み型

：13.7% vs 13.5%

・非トンネル型：32.8% vs 33.5%

・PICC：29.4% vs 28.2%

・PAC：24.1% vs 24.9%

両群間にいずれも

有意差なし



Primary outcome (Table 2)

7日群のCRBSI発生率は、(4日群と比較し) CVADで同等、PACで非劣性

CVAD：absolute risk difference

-2.0% +2.0%-0.73% 1.37%

PAC：absolute risk difference

+2.0%-0.27% 0.83%



Secondary outcomes PAC (Table 2)

輸液セット交換は7日群の

方が平均1回少なかった

交換回数以外に両群間

での有差なし



Secondary outcomes CVAD (Table 2)

輸液セット交換は7日群の

方が平均1回少なかった

交換回数以外に両群間

での有差なし



CRBSI発症までのカテーテル留置期間並びに累積生存率(Figure 2)

7日群のCRBSI生存率は、CVAD・PACいずれも4日群と同等

CVAD PAC



CRBSIの起炎菌(Table 3)

CRBSIは全体で37例

20例 (54%) はカテ先培養で確定、残りは陽性までの

時間差で確定

16種類の起炎菌、62.2% (37例中24例) はグラム陽性菌



輸液セット交換にかかる費用(Table4)

PACで平均43豪ドルの削減

(約3500円)

CVADで平均483豪ドルの削減

(約4万円)

PACで平均10分の看護時間短縮

CVADで平均228分の看護時間短縮



Discussion



本研究で明らかになったこと

●輸液セットの交換頻度を介入群 (7日毎) vs対照群 (4日毎) で比較したところ、

CRBSIの発症率は、CVADで同等、PACで非劣性

→安全性は変わらず、輸液セットの交換は7日毎を推奨

●集中治療やがん患者、非経口栄養などの複雑な輸液を行う状況でも適用可能

●小児・成人ともに様々なカテーテルで適用可能



費用についての考察

●7日毎の輸液セット交換により、カテーテル1本につき平均1回の交換作業を回避

金銭的節約(1本あたり平均)

PAC：43豪ドル(約3500円)

CVAD：483豪ドル(約4万円)

時間的節約(1本あたり平均)

PAC：看護時間10分

CVAD：看護時間228分

オーストラリアのクイーンズランド州では、2016年に政府系病院だけでCVADを26500本、

PACを33700本購入している

→７日毎の交換ルール導入により、年間1500万豪ドル(約12億6000万円)が節約可能



CRBSIの発生率と診断についての考察

*1：Maki DG, et al. Mayo Clin Proc 2006; 81: 1159–71.

●本研究のCRBSI発生率は1.22/1000日で、公表されている率 (1.6/1000日) と一致

●CLABSIは110/2221例 (5%) で、一般的なガン患者・ICU患者の発生率と一致

●CRBSI診断のため、確定診断に至った例の10倍のカテーテルが抜去されており、

患者のリスクと医療費の増加につながっている

*1

*2

*2：National Healthcare Safety Network. Centers for Disease Control, 2020: 1–19.



輸液セットの汚染
●CRBSIの検出菌と輸液セットのコロニゼーションからは、グラム陽性菌が多かった

→医療スタッフの手により汚染された可能性

●グラム陰性菌や真菌などの消化器系微生物や環境微生物も分離

●副研究の対象となった118名のうち、11名 (9.3%) の輸液セットに１つまたは複数の

コロニゼーションを認めたが、それに比してCRBSIの発生率は低い

→輸液セットの微生物が未成熟であった/患者が抗生物質を投与されていた/

患者の免疫が十分だった等の要因

●コロニゼーションは、三方活栓で最もみられた

●コロニゼーションされた輸液セットはすべて長期のCVAD装置



本研究の強み
●ランダム化比較試験

●多施設研究

●中央割付

●適切な層別化

●評価者の盲検化

●フォローの脱落がほとんどいない

●介入をテストするのに十分な期間



Limitation

●患者とスタッフがマスキングされていない

●臨床スタッフが血液培養を指示しなかった場合、CLABSIが過小報告される可能性

●血液製剤、脂質、循環作動薬、化学療法薬、シクロスポリンなどの輸液に適用できない

●低体重出生児には当てはまらない

●CVADを種類別に考察していない

●輸液のコストは生理食塩水として計算しており、実際はより高額になる可能性

●輸液セット交換時間の推定は、わずかな症例 (20症例) の観察結果に基づく

●CRBSIの治療費用の検討なし



Conclusion

輸液セットの交換頻度は7日毎までに減らしても安全であり、

作業負荷や費用を軽減させることができる



内的妥当性：本研究のプロトコル

●ランダム割り付けされているか？→YES

●ランダム割り付けが隠蔽化されているか？→YES

●マスキングされているか？→NO

●Baselineは同等か？→YES

●ITT解析がされているか？→mITT解析

●結果に影響を及ぼすほどの脱落があるか？→NO

●研究の早期中止がなかったか？→NO

●症数は十分か？→YES



内的妥当性：PAC非劣性仮説の採用

対照群0.8%と推定

absolute risk difference

+2.0%0%(-2.0%) 発症率 0

PACの負のマージンは作る必要性に乏しいことが予想
→片側のマージンのみ設けることでサンプルサイズを小さくできる



内的妥当性：Primary outcome(Table 2)

CVADのper protocol解析で、同等性仮説は証明されていない

per protocol：absolute risk difference

-2.0% +2.0%-0.50% 2.25%



内的妥当性：CVADそれぞれの分析(Supplementary Table4)

Other CVADの同等性仮説は証明されていない (有意差はなし) 

-2.0% +2.0%-2.3% 0.6%

absolute risk difference



外的妥当性：CRBSIの侵入門戸

1
2
3
4

点滴製剤の汚染

ハブやカテーテルの汚染

皮膚微生物の汚染

別の病巣からの血行性播種

ICU book 第４版 p.40

カテーテル外：60%

カテーテル内：12%

(不明：28%)

Safdar N, et al. Intensive care med 2004;30:62-67 



外的妥当性：本研究の除外薬剤

強心薬

一部の抗がん剤

輸血製剤 シクロスポリン

●末梢点滴ルートからの投与が可能

プロポフォール/脂肪製剤

●CVからの投与が必要で輸液セットの頻回交換が避けられない

●ルーチンの輸液セット交換をするべきでない

ICUではプロポフォールが中心静脈から投与される場面を除けば、
輸液セット交換間隔を7日間にする制約は少ないと考えられる



外的妥当性 (CVADの留置期間について)

7日毎交換群では輸液セット平均交換数が5回
通常のCVADの留置期間より長い印象あり

→血液内科の患者が20%以上と比較的多く含まれていること
が要因の一つと考えられる

入院理由

・一般：30.5% vs 33.1%

・血液内科：21.8% vs 21.8%

・緊急手術：16.0% vs 15.4%

・予定手術：10.3% vs 9.2%

・心臓手術：8.2% vs 8.0%

・外傷：7.4% vs 7.4%

・腫瘍：4.7% vs 4.2%

・熱傷：1.1% vs 1.0%



当院ICUでのCV輸液ライン交換のプロトコル

●輸液セットは曜日を決めて7日おきに交換

●汚染や感染兆候があれば交換

●プロポフォールを使用した際にはメーカーの推奨に従って12時間おきに交換

●血液製剤はなるべく使用しない

●血液製剤・脂肪乳剤に使用した場合は、注入開始より24時間以内に交換する

墨東病院 血管内留置カテーテル関連血流感染対策



結語

●輸液セットの交換頻度は、感染リスクと輸液セット交換の

費用や労力を天秤にかけると7日毎が合理的と考えられる


