
CDCガイドライン Guideline for Prevention of Intravascular Device-Related Infections

成人・小児患者の末梢動脈カテーテルと血圧モニタリングデバイス

1. 成人患者では、挿入部位として大腿や腋窩よりも、橈骨、上腕、足背いずれかの
部位を使用することが感染リスクを減らすうえで望ましい。 カテゴリーIB

2. 小児患者では、挿入部位として上腕を使用すべきではない。橈骨、足背、後脛骨
いずれかの部位を使用することが大腿や腋窩よりも望ましい。 カテゴリーII

3. 末梢動脈カテーテル挿入時には、少なくともキャップ、マスク、滅菌手袋、小さな
穴あき無菌ドレープを使用すべきである。　 カテゴリーIB

4. 腋窩動脈または大腿動脈にカテーテルを挿入する際は、マキシマル・バリアプ
リコーションを採用すべきである。　 カテゴリーII

5. 末梢動脈カテーテルは、臨床上の必要があるときに限り交換すること。
  カテゴリーII

6. 末梢動脈カテーテルは、不要になった際には速やかに抜去すること。　
  カテゴリーII

7. 再利用可能なタイプではなく、可能な限り使い捨てタイプのトランスデューサー
アセンブリーを使用すること。 カテゴリーIB

8. カテーテル関連の感染を防止するため、末梢動脈カテーテルを日常的に交換し
ないこと。 カテゴリーII

9. 使い捨てタイプのトランスデューサ、および再利用可能なタイプのトランスデュー
サは、96時間間隔で交換すること。トランスデューサ交換時には、血圧モニタリ
ングシステムの他のコンポーネント（チューブ、連続フラッシュ装置、フラッシュ溶
液を含む）も交換すること。　 カテゴリーIB

10. 血圧モニタリングシステムの全てのコンポーネント（較正用の器具やフラッシュ
溶液を含む）を無菌に維持すること。 カテゴリーIA

11. 血圧モニタリングシステムの操作回数、接触は最低限にすること。血圧モニタリ
ングカテーテルの開通性の維持には、開放式のフラッシュシステム（シリンジと活
栓を必要とするもの等）ではなく、閉鎖式のフラッシュシステム（持続フラッシュシ
ステム等）を用いること。 カテゴリーII

12. 活栓ではなく隔壁となる膜経由で血圧モニタリングシステムにアクセスする場
合、アクセスに先立ち適正な消毒薬で隔壁となる膜を拭くこと。 カテゴリーIA

13. 血圧モニタリング回路を通じてブドウ糖含有溶液、或いは経静脈栄養輸液製剤
を投与しないこと。　 カテゴリーIA

14. 使い捨てタイプのトランスデューサを使用できない場合、再利用可能なタイプの
トランスデューサをメーカーの指示に従って滅菌すること。 カテゴリーIA

Peripheral Arterial Catheters and Pressure Monitoring 
Devices for Adult and Pediatric Patients 

1. In adults, use of the radial, brachial or dorsalis pedis sites is 
preferred over the femoral or axillary sites of insertion to 
reduce the risk of infection.  Category IB 

2. In children, the brachial site should not be used. The radial, 
dorsalis pedis, and posterior tibial sites are preferred over the 
femoral or axillary sites of insertion.  Category II 

3. A minimum of a cap, mask, sterile gloves and a small sterile 
fenestrated drape should be used during peripheral arterial 
catheter insertion.  Category IB 

4. During axillary or femoral artery catheter insertion, maximal 
sterile barriers precautions should be used.  Category II 

5. Replace arterial catheters only when there is a clinical 
indication.  Category II 

6. Remove the arterial catheter as soon as it is no longer 
needed.  Category II 

7. Use disposable, rather than reusable, transducer assemblies 
when possible.  Category IB 

8. Do not routinely replace arterial catheters to prevent 
catheter-related infections.  Category II 

9. Replace disposable or reusable transducers at 96-hour 
intervals. Replace other components of the system (including 
the tubing, continuous-flush device, and flush solution) at the 
time the transducer is replaced.  Category IB 

10. Keep all components of the pressure monitoring system 
(including calibration devices and flush solution) sterile. 

  Category IA 

11. Minimize the number of manipulations of and entries into the 
pressure monitoring system. Use a closed flush system (i.e, 
continuous flush), rather than an open system (i.e, one that 
requires a syringe and stopcock), to maintain the patency of 
the pressure monitoring catheters.  Category II 

12. When the pressure monitoring system is accessed through a 
diaphragm, rather than a stopcock, scrub the diaphragm with 
an appropriate antiseptic before accessing the system. 
  Category IA 

13. Do not administer dextrose-containing solutions or parenteral 
nutrition fluids through the pressure monitoring circuit.  
 Category IA 

14. Sterilize reusable transducers according to the manufacturers’ 
instructions if the use of disposable transducers is not 
feasible.  Category IA 

常に変化を続ける医療現場に、
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TruWave ディスポーザブル血圧トランスデューサー

血圧モニタリング製品は、日々使われる必要不可欠なもの。だからこそ、エドワーズは細部に至る
まで、パーツの品質や優れた使用感を追求し、変化し続ける医療現場から捉えた『今』のニーズ
に適応するため、常に製品改良を続けています。また、FloTracなどのエドワーズ製血行動態モ
ニタリング製品との高いコンパティビリティを実現しています。

●エドワーズ独自のSnap-Tab方式を採用したフラッシュ装置では、
Snap-Tabを引く角度に自由度を持たせ、引く力の強弱で
フラッシュ時の流量をコントロールできます。

●内部構造がストレートで、コネクターはテーパー化されており、
プライミング時の気泡発生を防止できます。

●センサー裏側のTest PortにTruCal   を接続することで、
トランスデューサーのチェックを簡便かつ正確に行えます。
　  血圧モニタリング関連製品ページの「キャリブレーター（TruCal）」参照

●ケーブルコネクターは、操作性・実用性を重視したデザインにより
誤接続を防止できます。

TruWave
スクイズフラッシュ
つまみ式フラッシュ装置付
3mL/h、30mL/hのどちらにも
対応可能です。（カスタム対応）

TruWave
MP5100（TW）
Snap-Tab方式フラッシュ装置付
3mL/h

TruWave
MP5200（TW）
フラッシュ装置無し

TruWave
MP5300（TW）
小児・新生児用
Snap-Tab方式フラッシュ装置付
30mL/h

小児用 シングルキット

トリプルキット

ダブルキット

シングルキット

シングルキット

スタンダードキット

30㎝

60㎝
90㎝
90㎝
120㎝

90㎝
120㎝

120㎝

30㎝
30㎝

30㎝

120㎝ 30㎝

75㎝ 15㎝

30㎝
15㎝
30㎝
30㎝

用途や使用感の好みに応じて、最適なひとつをお選びいただけます。

TruWave ディスポーザブル血圧トランスデューサー 仕様

圧力測定範囲 －50～＋300mmHg

動作温度範囲 15～40℃

保存温度範囲 －25～＋70℃　

感度 5μV/V/mmHg

非直線性および 読み取り値の±1.5%以内か、
ヒステリシス ±1mmHg以内

励起インピーダンス ケーブル接続で350Ω±10%

信号インピーダンス 300Ω±5%

ゼロ・オフセット・バランス ≦±25mmHg

温度変化による基線変動 ≦±0.3mmHg/℃

出力ドリフト ±1mmHg/8h（20秒作動後）

感度の温度変化 ≦±0.1%/℃

共振周波数 スタンダードキット（MK12030）:40Hz（48/12）
 トランスデューサー単体＞200Hz

除細動器に対する保証 5放電/360ジュール

漏れ電流 120V RMS 60Hzで＜2μamps

許容圧力範囲 －500～＋5000mmHg

耐久性 1mからの3回の落下に耐える

容量置換 フラッシュ装置無しトランスデューサーで
 ≦0.03mm3/100mmHg

300mmHgに加圧した ブルーSnap -Tab 3±1mL/h 
IVバッグによる持続注入量 イエローSnap-Tab 30±10mL/h

Edwards  TruWave Disposable Pressure Transducers 

血圧モニタリングは今、正確性のその先へ。

TruWave
MP5100（TW）
Snap-Tab方式フラッシュ装置付
3mL/h

＊1

＊2

＊2

現場の声から生まれた、
細部に宿る革新性。
気泡発生を防止するテーパー構造など、
細部まで利便性を追求しています。

オスコネクター メスコネクター

＊1
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VAMP Closed Blood Sampling System
Infection Control

VAMP シリーズ

VAMP Flex スタンダードキット
VO6000TS（PL）：チューブ付マクロドリップ

動静脈採血プロテクションシステム
（Venous Arterial blood Management Protection system）

VAMP PlusVAMP Flex

TruWaveVAMP Flex シングルキット

30㎝ 30㎝90㎝

VAMP Plus シングルキット

33㎝107㎝

15㎝

15㎝

使いやすく、効果的な感染予防対策を。

血液サンプリングに伴う感染や針刺し事故のリスク軽減、血液ロスの減少に貢献。患者と医療従事
者、双方の負担を軽減し、安全・安心な医療環境づくりをサポートします。また、リザーバーを組み入れ
ることで、採血手順の効率化を実現します。

●オフライン構造なので、周波数特性に
影響させることなく、正確なモニタリングが可能です。
●10mLと容量が大きく、チューブの長いキットなどの
遠位のサンプリングサイトからでも純血が採血でき、
オペ室などに最適です。
●予備吸引毎に使用していたシリンジが不要になります。

●片手で簡単に、速やかに操作できます。
●大容量（12mL）リザーバーを採用。
チューブの長いキットでも純血が採血でき、
オペ室などに最適です。
●予備吸引毎に使用していた
シリンジが不要になります。

サンプリングサイト

片手で簡単に操作できる
デザインです。プランジャー
を最後まで押し上げると、
カチッとロックが掛かり、リ
ザーバーが完全に閉じた
ことが確認できます。

VAMP Plus スタンダードキット
VMPLS260USB（TW）：ミクロドリップ
VMPLS260USC（TW）：チューブ付マクロドリップ

カニューレ付トランスファー
ユニット：VMP700
真空採血管を付けるだけで迅
速かつ簡便に採血できます。

よりスムーズな処置・操作をサポート。VAMPアクセサリー（Zサイト用）

AMP Flexスタンダードキット

ることで、採血手順の効率化を実現します。

Z構造により、スムーズな流
路を形成し、残留血液の蓄
積を最小限に抑止。サンプリ
ングサイトを清潔に保ちます。

専用カニューレを必要とせず、
一般的なシリンジが直接差し
込めます。
（ロック式シリンジを固定する
場合は、JMS社の専用アダプ
ターが必要です）

専用カニューレを必要とせず、
一般的なシリンジが直接差し
込めます。従来の活栓と同様
の使い方ができます。
（ロック式シリンジを固定する
場合は、JMS社の専用アダプ
ターが必要です）

ノーデッドスペースなので液溜
まりがしない構造です。微量薬
剤投与ができ、従来の活栓と
同様の使い方ができます。
（本製品の使用には、日本
シャーウッド社の専用カニュー
レが必要です）

Planecta®

（JMS製）
Planecta® SC
（JMS製）

SAFE ACCESS
System
（日本シャーウッド製）

効果的な感染予防対策で、安全・安心な医療環境を。

Zサイト
（エドワーズ製）

カニューレ付シリンジ：
VMP503H
血液ガス分析用／
ヘパリンリチウム 100単位入り

VAMPカニューレ：VMP400
先端が鈍角のプラスチック針と、先
端を直接触れることのないカバーデ
ザインで、針刺し事故を防止します。



VAMP Closed Blood Sampling System
Infection Control

VAMP シリーズ

VAMP Flex スタンダードキット
VO6000TS（PL）：チューブ付マクロドリップ

動静脈採血プロテクションシステム
（Venous Arterial blood Management Protection system）

VAMP PlusVAMP Flex

TruWaveVAMP Flex シングルキット

30㎝ 30㎝90㎝

VAMP Plus シングルキット

33㎝107㎝

15㎝

15㎝

使いやすく、効果的な感染予防対策を。

血液サンプリングに伴う感染や針刺し事故のリスク軽減、血液ロスの減少に貢献。患者と医療従事
者、双方の負担を軽減し、安全・安心な医療環境づくりをサポートします。また、リザーバーを組み入れ
ることで、採血手順の効率化を実現します。

●オフライン構造なので、周波数特性に
影響させることなく、正確なモニタリングが可能です。
●10mLと容量が大きく、チューブの長いキットなどの
遠位のサンプリングサイトからでも純血が採血でき、
オペ室などに最適です。
●予備吸引毎に使用していたシリンジが不要になります。

●片手で簡単に、速やかに操作できます。
●大容量（12mL）リザーバーを採用。
チューブの長いキットでも純血が採血でき、
オペ室などに最適です。
●予備吸引毎に使用していた
シリンジが不要になります。

サンプリングサイト

片手で簡単に操作できる
デザインです。プランジャー
を最後まで押し上げると、
カチッとロックが掛かり、リ
ザーバーが完全に閉じた
ことが確認できます。

VAMP Plus スタンダードキット
VMPLS260USB（TW）：ミクロドリップ
VMPLS260USC（TW）：チューブ付マクロドリップ

カニューレ付トランスファー
ユニット：VMP700
真空採血管を付けるだけで迅
速かつ簡便に採血できます。

よりスムーズな処置・操作をサポート。VAMPアクセサリー（Zサイト用）
VAVAV MPMP PlusPlus

Z構造により、スムーズな流
路を形成し、残留血液の蓄
積を最小限に抑止。サンプリ
ングサイトを清潔に保ちます。

専用カニューレを必要とせず、
一般的なシリンジが直接差し
込めます。
（ロック式シリンジを固定する
場合は、JMS社の専用アダプ
ターが必要です）

専用カニューレを必要とせず、
一般的なシリンジが直接差し
込めます。従来の活栓と同様
の使い方ができます。
（ロック式シリンジを固定する
場合は、JMS社の専用アダプ
ターが必要です）

ノーデッドスペースなので液溜
まりがしない構造です。微量薬
剤投与ができ、従来の活栓と
同様の使い方ができます。
（本製品の使用には、日本
シャーウッド社の専用カニュー
レが必要です）

Planecta®

（JMS製）
Planecta® SC
（JMS製）

SAFE ACCESS
System
（日本シャーウッド製）

効果的な感染予防対策で、安全・安心な医療環境を。

Zサイト
（エドワーズ製）

カニューレ付シリンジ：
VMP503H
血液ガス分析用／
ヘパリンリチウム 100単位入り

VAMPカニューレ：VMP400
先端が鈍角のプラスチック針と、先
端を直接触れることのないカバーデ
ザインで、針刺し事故を防止します。



ホルダー／ポールマウント
キットの構成に合わせて、必要な数だけホルダーを取り付け

られます。固定式・角度調整式のポールマウントは、ホル

ダーをIVポールにしっかりと固定します。ポールマウントは、

固定式とクリップ式をご用意しており、使い方に合わせた選

択が可能です。

水平が確認されたレーザー光を使用し

て、測定部位とトランスデューサーの高さ

を簡単に合わせることが可能です。弊社

ホルダーにセットすることにより、自動的

にトランスデューサーのベントポート（ゼロ

開放点）とレーザーの高さが一致します。

患者の胸の厚さの半分の位置に

レーザー光を当て、トランスデュー

サーの高さを調節します。

心内圧測定時の目安

TruWave ディスポーザブル血圧トラン

スデューサー及び関連モニタリング機

器の精度を確認します。

－300～+300mmHgの範囲で圧力を

発生・測定します。

キャリブレーター（TruCal）

レーザーレベラー

ホルダー／ポールマウント

レーザーレベラー

TWケーブル

クリップによる固定で、取り外

し・高さ調整が簡単に行えま

す。患者搬送時やトランス

デューサーの着脱が多い環境

でのご使用に最適です。

ポールマウント クリップ式（MH-CLIP）

各種モニター用の接続ケーブルをご

用意しています。ダブルキット・トリプ

ルキットを1本のケーブルでモニター

と接続できるよう、2連・3連のケーブ

ルもラインナップに加わりました。

ケーブルの断線や接続

不良が発見できます。

煩雑になりやすいケー

ブルの取り回しをすっき

りとさせます。

ケーブルチェッカーTWケーブル

450-600
（可動式）

MP555
（5連用）

MP444
（4連用）

MP333N
（3連用）

MP111N
（1個用）
ホルダー連続
接続可能タイプ
（1～∞まで可能）

650-50N
（固定式）

MH-CLIP
（クリップ式）

血圧モニタリング関連製品
使い勝手を高める豊富な関連製品を取り揃え、
よりモニタリングしやすい環境を総合的にサポートします。

TruWave

VAMPシリーズ

59PXCAL

UNI-LEVELER

C-CHECK 三連活栓・コネクター 等
MP7653 ： 三連活栓
MP7601 ： メール、メール・コネクター
MP7615 ： 15cmチューブ付三方活栓（小児用）

成人用圧ライン　三活付
MP7706 ：
MP7712 ：
MP7718 ：
MP7724 ：
MP7736 ：
MP7748 ：
MP7760 ：
MP7772 ：
MP7806 ：
MP7872 ：

三活付, M/F, 15cm
三活付, M/F, 30cm
三活付, M/F, 45cm
三活付, M/F, 60cm
三活付, M/F, 90cm
三活付, M/F, 120cm
三活付, M/F, 150cm
三活付, M/F, 180cm
三活付, M/M, 15cm
三活付, M/M, 180cm

成人用圧ライン
MP7206 ： 
MP7212 ：
MP7218 ：
MP7224 ：
MP7236 ：
MP7248 ：
MP7260 ：
MP7272 ：

M/F, 15cm
M/F, 30cm
M/F, 45cm
M/F, 60cm
M/F, 90cm
M/F, 120cm
M/F, 150cm
M/F, 180cm

MP7306 ：
MP7312 ：
MP7318 ：
MP7324 ：
MP7336 ：
MP7348 ：
MP7360 ：
MP7372 ：

M/M, 15cm
M/M, 30cm
M/M, 45cm
M/M, 60cm
M/M, 90cm
M/M, 120cm
M/M, 150cm
M/M, 180cm

成人用圧ライン　先端ローテート付
MP7212WR ：
MP7224WR ：
MP7236WR ：
MP7248WR ：
MP7260WR ：

M/F, 30cm, 先端ローテート
M/F, 60cm, 先端ローテート
M/F, 90cm, 先端ローテート
M/F, 120cm, 先端ローテート
M/F, 150cm, 先端ローテート

小児用圧ライン
MP8206 ：
MP8212 ：
MP8224 ：
MP8236 ：
MP8248 ：

M/F, 15cm
M/F, 30cm
M/F, 60cm
M/F, 90cm
M/F, 120cm

MP8306 ：
MP8312 ：
MP8318 ：
MP8324 ：
MP8336 ：

M/M, 15cm
M/M, 30cm
M/M, 45cm
M/M, 60cm
M/M, 90cm

IVセット
MP7901 ： シングルライン　ミクロドリップ
MP7902 ： ダブルライン
MP7903 ： トリプルライン
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CDCガイドライン Guideline for Prevention of Intravascular Device-Related Infections

成人・小児患者の末梢動脈カテーテルと血圧モニタリングデバイス

1. 成人患者では、挿入部位として大腿や腋窩よりも、橈骨、上腕、足背いずれかの
部位を使用することが感染リスクを減らすうえで望ましい。 カテゴリーIB

2. 小児患者では、挿入部位として上腕を使用すべきではない。橈骨、足背、後脛骨
いずれかの部位を使用することが大腿や腋窩よりも望ましい。 カテゴリーII

3. 末梢動脈カテーテル挿入時には、少なくともキャップ、マスク、滅菌手袋、小さな
穴あき無菌ドレープを使用すべきである。　 カテゴリーIB

4. 腋窩動脈または大腿動脈にカテーテルを挿入する際は、マキシマル・バリアプ
リコーションを採用すべきである。　 カテゴリーII

5. 末梢動脈カテーテルは、臨床上の必要があるときに限り交換すること。
  カテゴリーII

6. 末梢動脈カテーテルは、不要になった際には速やかに抜去すること。　
  カテゴリーII

7. 再利用可能なタイプではなく、可能な限り使い捨てタイプのトランスデューサー
アセンブリーを使用すること。 カテゴリーIB

8. カテーテル関連の感染を防止するため、末梢動脈カテーテルを日常的に交換し
ないこと。 カテゴリーII

9. 使い捨てタイプのトランスデューサ、および再利用可能なタイプのトランスデュー
サは、96時間間隔で交換すること。トランスデューサ交換時には、血圧モニタリ
ングシステムの他のコンポーネント（チューブ、連続フラッシュ装置、フラッシュ溶
液を含む）も交換すること。　 カテゴリーIB

10. 血圧モニタリングシステムの全てのコンポーネント（較正用の器具やフラッシュ
溶液を含む）を無菌に維持すること。 カテゴリーIA

11. 血圧モニタリングシステムの操作回数、接触は最低限にすること。血圧モニタリ
ングカテーテルの開通性の維持には、開放式のフラッシュシステム（シリンジと活
栓を必要とするもの等）ではなく、閉鎖式のフラッシュシステム（持続フラッシュシ
ステム等）を用いること。 カテゴリーII

12. 活栓ではなく隔壁となる膜経由で血圧モニタリングシステムにアクセスする場
合、アクセスに先立ち適正な消毒薬で隔壁となる膜を拭くこと。 カテゴリーIA

13. 血圧モニタリング回路を通じてブドウ糖含有溶液、或いは経静脈栄養輸液製剤
を投与しないこと。　 カテゴリーIA

14. 使い捨てタイプのトランスデューサを使用できない場合、再利用可能なタイプの
トランスデューサをメーカーの指示に従って滅菌すること。 カテゴリーIA

Peripheral Arterial Catheters and Pressure Monitoring 
Devices for Adult and Pediatric Patients 

1. In adults, use of the radial, brachial or dorsalis pedis sites is 
preferred over the femoral or axillary sites of insertion to 
reduce the risk of infection.  Category IB 

2. In children, the brachial site should not be used. The radial, 
dorsalis pedis, and posterior tibial sites are preferred over the 
femoral or axillary sites of insertion.  Category II 

3. A minimum of a cap, mask, sterile gloves and a small sterile 
fenestrated drape should be used during peripheral arterial 
catheter insertion.  Category IB 

4. During axillary or femoral artery catheter insertion, maximal 
sterile barriers precautions should be used.  Category II 

5. Replace arterial catheters only when there is a clinical 
indication.  Category II 

6. Remove the arterial catheter as soon as it is no longer 
needed.  Category II 

7. Use disposable, rather than reusable, transducer assemblies 
when possible.  Category IB 

8. Do not routinely replace arterial catheters to prevent 
catheter-related infections.  Category II 

9. Replace disposable or reusable transducers at 96-hour 
intervals. Replace other components of the system (including 
the tubing, continuous-flush device, and flush solution) at the 
time the transducer is replaced.  Category IB 

10. Keep all components of the pressure monitoring system 
(including calibration devices and flush solution) sterile. 

  Category IA 

11. Minimize the number of manipulations of and entries into the 
pressure monitoring system. Use a closed flush system (i.e, 
continuous flush), rather than an open system (i.e, one that 
requires a syringe and stopcock), to maintain the patency of 
the pressure monitoring catheters.  Category II 

12. When the pressure monitoring system is accessed through a 
diaphragm, rather than a stopcock, scrub the diaphragm with 
an appropriate antiseptic before accessing the system. 
  Category IA 

13. Do not administer dextrose-containing solutions or parenteral 
nutrition fluids through the pressure monitoring circuit.  
 Category IA 

14. Sterilize reusable transducers according to the manufacturers’ 
instructions if the use of disposable transducers is not 
feasible.  Category IA 

常に変化を続ける医療現場に、
血圧モニタリングの新たなスタンダードを。

VAMP Plus VAMP Flex

TruWave transducer

Pressure Monitoring

血圧モニタリング製品・インフェクションコントロール製品
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