
血流感染の原因としての 
動脈カテーテル（A-Line）： 

システマティックレビューとメタ分析 



96時間毎にA-Lineの 
トランスデューサーの交換が推奨されている 

• 2011年のCDCのガイドラインカテゴリーでは、96時間で交換すること
が推奨されている。推奨度はIB（実施を強く勧告。一部の実験研究、
臨床研究または疫学研究と、強い理論的根拠で裏付けられている。
あるいは限定的なエビデンスにより裏付けられている、一般的に容
認されている行為。）。 
 

• 推奨度を決めているのは２本の論文 
 Luskin RL, Weinstein RA, Nathan C, Chamberlin WH, Kabins SA. Extended use of 
disposable pressure transducers. A bacteriologic evaluation. JAMA 1986; 255:916–
20. 
 Mermel LA, McCormick RD, Springman SR, Maki DG. The pathogenesis and 
epidemiology of catheter- related infection with pulmonary artery Swan-Ganz 
catheters: a prospective study utilizing molecular subtyping. Am J Med 1991; 
91:197S–205. 

 

この2本の論文は、25年も前と古く、現在とやや医療背景が異なる。
しかもLineやトランスデューサ―自体を変えても結局根元のカテー
テル（針）は残っているなど疑問点も多い。 



トランスデューサ―やA-Line（根元のカテーテ
ル・針）以外のセットを96時間毎に交換する

のはかなり手間がかかる。事故抜去の可能
性も高くなる？ 



A-Lineの交換時期（トランスデューサー含
む）と血流感染に関するレビュー 

Daud, A., Rickard, C., Cooke, M., & Reynolds, H. (2013). Replacement of administration sets (including transducers) 
for peripheral arterial catheters: a systematic review. Journal of clinical nursing, 22(3-4), 303-317. 

・3つのRCT・３つの観察研究を対象 
・24-48時間でのLine自体（トランスデューサー含む）の交換頻度で血流感染の
頻度に差がない 

・適切なA-Lineの使用期間（交換頻度）に関してはデータが少なくはっきりとし
たことは言えず、質の高い大規模RCTが必要と結論付けている。 

どの程度の期間で交換したら良いかわからない。そもそも
A-Lineが原因となる血流感染はどの程度の発生頻度なの
か？予防法とか検討されているのか？ 



今回の論文 

Critical care medicine42.6 (2014): 1334-1339. 



方法 

• ソース：Pubmed, CinAHL, EMBASE, Web of Science 

• 検索式：  “Catheter-related infections/ep,mo,pc AND (BSI OR bloodstream 
OR “blood stream” OR bacteremia* or bacteraemi*),” (Catheter-related 
infections/OR “catheter related” OR “catheter-associated” or PICC or 
“peripherally inserted”) AND (BSI OR bloodstream OR “blood stream” OR 
bacteremia* or bacteraemia* or blood/mi or septic*) AND 
(epidemiology*(tw,fs) or incidence)” and “Catheter related bacteremia/ep 
OR (catheter infection/ep and blood stream infection).” 

• ヒトを対象とした研究でA-Lineの血流感染を評価しているものを対象とし

た。カテーテル先の培養と血液培養の結果の関連があること。除外基
準：重症疾患や術後のモニタリング以外の理由でA-Lineを使用している
研究。 

 



対象論文 

1970-2012年の研究 
 
最終49論文中 
・42論文は重症疾患のモニタリング、7
論文は術後閉鎖モニタリング 
 
・44論文は成人のみ、3論文は新生児、
1論文は小児、1論文は小児と成人 
 

・すべての論文の合計動脈カテーテ
ル本数：35,465本 
・カテーテル使用日数：182,768（34論
文のみ） 



感染率 

• 動脈カテーテル関連血流感染（CRBSI）：202患者
/30,841本 

• Pooled Incidence of CRBSI：3.40/1000カテーテル 

• 発生割合 0.96/1000, 95％CI, 0.84-1.12 CRBSI/1000
カテーテル日 

• 26論文は全てのカテーテルで培養、17論文は感染症
を疑った時のみ。であったこの培養の提出方法の違
いによっても結果は異なった。 
 

全てのカテーテルで培養を提出：1.26/1000 95%CI, 1.05-1.52/1000 

疑った時のみ培養提出: 0.70/1000 95%CI, 0.55-0.87/1000 



橈骨動脈より大腿動脈で感染が多い 
RR, 1.93; 95%CI, 1.32-2.84; p =0.001 



• 年齢による感染率に差はない 

• 挿入時、マキシマムバリアプリコーションすべ
きかどうかに関するデータはない。 

• 挿入時の消毒薬による違いもない 
2％クロルヘキシジン vs. ポピドンヨード（RR, 1.01;95%CI, 0.99-1.03） 

2％クロルヘキシジン  vs. 70%イソプロパノール（RR, 1.00;95%CI, 0.99-1.02） 

 

• クロルヘキシジン含浸スポンジ製剤の使用で
感染率が低かった 
（RR, 0.35; 95%CI, 0.13-0.91, I

2
=0%） 



結論 

• 動脈ラインはカテーテル関連血流感染の原因と
して過小評価されている。 

• 大腿より橈骨動脈に挿入することで動脈カテー
テル関連血流感染を減らせるかもしれない 

• カテーテルの培養と血液培養結果が一致した時
の統合発生率（Pooled incidence）は動脈カテー

テル関連血流感染の実質的な発生率を示して
いる  

• 今後、CV-Lineの感染予防方法が動脈カテーテ
ルにも同様に適応できるか評価する必要がある。 



私見：CV感染と比較して 

• 中心ライン関連血流感染と同等以上の感染率であるにもかかわ
らず、その予防法は検証されていない？ 

• なおさらA-Lineの交換時期（トランスデューサ―含む）など予防方
法を真剣に検討する必要があるか。 

日本環境感染症学会JHAIS(Japanese Healthcare Associated Infections 
Surveillance)  より（file:///C:/Users/shimojyou/Downloads/summary-data_0904-
1309.pdf） 
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