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末梢静脈内カテーテルは、 

72-96 時間で再留置することが推奨 

Guidelines for the Prevention of 

Intravascular Catheter-Related Infections   

 2002 



なぜ72-96時間？ 

• 末梢静脈カテーテルは、留置時間が72時間を超える
と、血栓性静脈炎の発生と細菌コロニー形成が増加
することが示唆 

Ann Intern Med. 1991 May 15;114(10):845-54.   
Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. A randomized controlled trial. 

 

. 

• 静脈炎の発生率は、末梢カテーテルの留置時間が
96時間の場合と72時間の場合を比較しても、実質的
に差はない 

Am J Infect Control 1998; 26:66–70. 

 Safety of prolonging peripheral cannula and i.v. tubing use from 72 hours to 96 hours.  

 



72-96 時間での 

ルーチンでの再留置 

医療費とスタッフの仕事量の増加 

患者への侵襲的処置の増加 

米国だけで年間2億本ものカテーテルを使用！ 



医療費とスタッフの仕事量の増加 

患者への侵襲的処置の増加 

米国だけで年間2億本ものカテーテルを使用！ 

本当にルーチンでの再留置は必要なの？ 

72-96 時間での 

ルーチンでの再留置 



BMJ 2008; 337:a339.  

コストのみ有意差あり 

 

感染・静脈炎は有意差なし 

ＲＣＴ、n=755 

オーストラリアの3次医療センター 

2006年2月―2007年7月 



 静脈炎の発症リスクは 

 指数関数的ではなく， 

 直線的に上昇する 

 

→長期間留置でも 

  短期入れ替えでもリスクは同等 

Infection 2004; 32: 30–32. 
前向きコホート研究、n=1582 

ドイツの4病院 
1998年1月1日‐10月15日 







未解決とした理由・・・ 

   Some studies have suggested that 

planned removal at 72 hours vs. 

removing as needed resulted in similar 

rates of phlebitis and catheter failure .  
 

 However, these studies did not address 

the issue of CRBSI*, and the risk of 

CRBSIs with this strategy is not well 

studied.  

CDC Guidelines 2011 *CRBSI :catheter- related blood stream infection 
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Methods 

方法：多施設非盲検無作為化同等性試験 

 

場所： オーストラリアQueenslandの3カ所の病院   
                  Royal Brisbane and Women’s Hospital, Herston; 

                  Princess Alexandra Hospital,Woolloongabba;  

                  Gold Coast Hospital, Southport 

 

期間：  2008年5月20日～2009年9月9日まで 

 

対象： 4日以上の末梢静脈カテーテル 

           留置が予測される18歳以上の成人 
 

           除外基準 血流感染がある 

           または既に72時間以上留置されている人 



Methods 

• 挿入前の消 毒は2% chlorhexidine in 70% ethanol 
 

• カテーテル            固定のシール 

 

Insyte Autoguard 30 mm intravenous catheters 

 (BD Medical, Franklin Lakes, NJ, USA 

Tegaderm 1624W trans parent dressings 

 (3M, St Paul, MN, USA) 

 

1本 87円 



Methods 

比較群： 
  ①臨床的に必要が生じた場合（静脈炎、溢出、閉塞、   

      偶発的カテーテル抜去、感染の疑いが発生した 

      場合）に交換する群 

  ②3日に1回の頻度で定期的に交換する群 

 

割り当て方法： 
•   コンピュータによる無作為割当て 

•   1:1の比率、病院により層別化 

•   患者、医療従事者と治験看護師は非盲検化 



The Primary Outcome 

＜静脈炎の診断＞ 以下の5項目中2項目以上 

    ①患者が疼痛を訴えた場合 

    ②1cmを超える紅斑 

    ③1cmを超える腫脹 

    ④膿性分泌物 

    ⑤カテーテル挿入部を超えて血管を触知可能である場合 

カテーテル留置期間中または抜去48時間以内の静脈炎 



Secondary endpoints 

1)カテーテル関連血流感染 

2)全ての血液感染 

3)血液感染と関連が認められない静脈炎 

4)カテーテル先端のcolonization(>15CFU) 

5)期間前の交換 

6)治療期間中患者一人当たりに要したカテーテルの数 

7)治療の期間 

8)カテーテル留置，抜去に伴うコスト 

9)カテーテル挿入後あるいは抜去後48時間以内の死亡率 



遵守率85％ 
70％ 



患者比較 













2億本のうち15％の人が3日以上の末梢カテーテル留置を必要とすると・・・ 
そのうち5本に1本が交換を必要としなくなる 

→その数 6百万本！ 

 

これにより医療スタッフの労働時間が2千万時間節約され、 

金額にして年間6千万ドルの医療費削減となる！ 



Discussion① 

• カテーテル関連血流感染は0.03％と低頻度 
 

  →必要交換群が必ずしも血流感染のリスクを上げるわけではない 

 

• 末梢静脈カテーテルによるカテーテル感染は   
低頻度であるとこが本論文でも示唆された   

・ Evaluation of dressing regimens for prevention of infection with peripheral     

      intravenous catheters: gauze, a transparent polyurethane dressing, and  

        an iodophor-transparent dressing. JAMA 1987; 258: 2396–403. 

  

・ Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous c 

        atheters. Ann Intern Med 1991; 114: 845–54. 

 

・ Risk factors for peripheral intravenous catheter infection in hospitalized  

             patients: a prospective study of 3165 patients.   

                   Am J Infect Control 2009; 37: 683–86. 

2088 件中0件！ 

1054件中0件！ 

6538件中0件！ 



Discussion② 

  今回の研究で末梢静脈カテーテルの合併症は
静脈炎や血流感染よりも溢出、閉塞、偶発的カ
テーテル抜去の割合が高い 

 

 

今後はこれらの合併症をいかに減らすかが 

医療費削減，患者の苦痛の軽減につながる 



Discussion③ 

カテーテルの進化 

これが長期間の留置が可能になり、 

静脈炎の発生が低頻度になった一因なのでは 

鋼 ポリ塩化ビニル ポリエチレン テトラフルオロ  
エチレン 

ポリウレタン 



Limitation① 

• 非盲検化試験である点 

 

•盲検化した別の治験看護師の導入も検討したが，
経済面から断念・・・ 
 

•評価者間での静脈炎の評価の高い一致性を認
めており、結果に影響を及ぼさないと考えられる 



Limitation② 

• 抜去したカテーテル先端全ての培養検査を
行えなかった点 

  (施設・手間の問題により)  

 

• カテーテル関連血流感染症をPrimary 

endpointにできなかった点 

  （割合がほぼ0％であったため） 

 



Conclusion 

• 末梢静脈カテーテルは交換の時期を臨床的
に判断することができる 
 

• これにより関連する不快事象を減らし、備品、
労働力ともにコストの削減が可能である 
 

• ただし、合併症に対し持続的なモニタリングと、
適切な対応、カテーテルの抜去が必要である 



Editorial① 

• 定期交換群の遵守率が70％である 
 

      → これにより留置期間の差が減少 

     しかしコストの面からは、それでもなお 

     必要交換群の方か利益があることを示している 
 

• 必要時交換群の留置期間の中間値が84時間 
  

   →CDCガイドラインの96時間に達していない 

     しかしより長期間の留置が静脈炎、 

     カテーテル関連血液感染のリスクを上げると 

     示唆するものはない 



Editorial② 

• 大規模試験（n=3283)の多施設無作為化試
験であり、質の高い研究デザインである 
 

 →末梢静脈カテーテル変更時期の検討に強い影響を 

    持つであろう 

 

• 本研究のように、通常業務として受け入れら
れていることに疑問を投げかける研究は、臨
床業務のevidenceを改善し、ついては医療
経済にも影響を及ぼすだろう 



感想 

今日の朝の点滴処置18件です 

柏病院外科病棟 40人の受け持ち・・・ 

また点滴？ 

この間入れ替えたばっかりだよ！ 

一日も早く制度がかわりますように・・・ 


