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これからのカテーテル透析の考え方と使い方

医療法人 心信会
池田バスキュラーアクセス・透析・内科

池田 潔



博多～バスで約10分
天神～電車で約3分



2010年9月1日 開院

2019年7月1日現在の状況

☆アクセス・腎臓内科外来

☆月：250～270人

維持透析導入：48人/9年

☆人工透析

通院維持透析；115人

在宅透析； 12人

(2015年開始)

☆訪問看護ステーション：
医師；4名
管理栄養士：2名
看護師；26名
工学技士；9名
検査技師；3名
メディカルクラーク；2名
看護助手；3名
事務；7名
訪問看護：3人

透析室1Ｆ：34台、2Ｆ：15台
(有料個室：3床）

医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科



バスキュラーアクセス処置室（ハイブリッド対応）



＊３点以上でDSA or PTAを検討

１） 異常なし

２） 狭窄音を聴取

３） 狭窄部位を触知

４） 静脈圧の上昇１６０mmHg以上

５） 止血時間の延長

６） 脱血不良（開始時に逆行性に穿刺）

７） 透析後半１時間での血流不全

８） シャント音の低下

９） ピロー部の圧の低下

１０） 不整脈
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（自家：１，ｸﾞﾗﾌﾄ：３）
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（自家：２，ｸﾞﾗﾌﾄ：３）
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Co-medical staff のために

表1：シャント トラブル スコアリング (S.T.S)  第Ⅰ版

臨床透析:｢インターベンション治療ー適応範囲と新しい器材・技術の発展ー｣２００５；２１



第6回九州アクセスライブフォーラム2018
（KALF 2018）

会期 2019年9月9日(日) 12：30-16：30

会長 宮田 昭先生
（熊本赤十字病院 副院長兼腎臓内科部長）

事務局長 池田 潔
（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）

【メイン会場】
熊本会場：熊本赤十字病院
福岡会場：JR博多シティ会議室

【サテライト会場】
北九州会場：KMMビル会議室
佐賀会場：サンシティ会議室
大分会場：ホルトホール大分
長崎会場：長崎新聞文化ホール
宮崎会場：宮崎グリーンホテル

鹿児島会場：天文館ビジョンホール

【テーマ】 Access Next （アクセス・ネクスト）

【学会ホームページ】 http://www.kyushu-alf.com/



第24回透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会
（透析VAIVT研究会）

会期 2019年3月2日（土）
会場 都市センターホテル（東京）

会長 天野 泉
（名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所）

事務局長 池田 潔
（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）

【テーマ】 シャント管理の本流を目指して

【学会ホームページ】 http://hd-vaivt.jp/



管理栄養士 臨床工学技士 看護師

医師

メディカルクラーク

チーム回診の風景



カフ付カテーテル使用の変遷

２００１年：カフ付カテーテルを、心不全患者にアクセス閉鎖して使用。

２００６年：使用成績４１名の報告

２００７年：ショーンカテーテルの初期臨床応用に参加（９名/年）
（同年：第1回福岡留置カテーテル研究会：基調講演 東葛クリニック 東先生）

２０１０年：開院後、緊急アクセス、ブリッジユースおよび心不全、

血管荒廃患者の維持透析目的で外来挿入管理を開始

２０１４年：在宅透析用のアクセスに使用する目的で留置管理マニュアルを作成

２０１５年：在宅透析にカフ付カテーテルの選択肢を準備し開始

２０１６年：在宅透析研究会にて４名のカテーテル透析を報告
（２０１９年６月；在宅では総数で9名挿入し使用中6名）
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バスキュラーアクセスの種類（2008年，2017年）

AVF

AVG

表在化

カテーテル

その他

2008年 2017年

人数 ％ 人数 ％

ＡＶＦ 154,450 89.7 244,299 89.0

ＡＶＧ 12,234 7.1 20,052 7.3

表在化 3,146 1.8 4,831 1.8

カテーテル 899 0.5 3,734 1.4

その他 1,191 0.9 1,467 0.5

日本透析医学会：「わが国の慢性透析療法の現況」2008，2017



（５）カテーテルの管理

GL－1：非カフ型カテーテルの留置期間の目安は３週間を超えないように
することが望ましい．対象は入院患者にのみ使用する（2－C）．
カフ型カテーテルは非カフ型に比べ，長期的使用を目的としている（2－D)

GL－2：カテーテルの先端位置は留置後確認する．右内頸から挿入の場合，
非カフ型では右上大静脈内，カフ型では脱血側は右上大静脈内，
返血側は右房近傍に位置させることが望ましい（2－C）．
さらに留置一定期間後，先端位置の再確認も必要である．

GL－3：非カフ型，カフ型カテーテルのいずれも透析終了時，カテーテル内に
内腔容量に見合うヘパリンを充填することが推奨される．また透析開始時
はカテーテル内の残存ヘパリン，凝血魂の除去を行う．透析時の血流量，
脈圧などをモニターし，閉塞性合併症の早期発見に努めることが推奨さ
れる（1－C）．

GL－4 ：血流不足あるいは返血困難な場合，ウロキナーゼのカテーテル内封入，
持続注入が推奨される．効果がない場合，カテーテル内血栓の場合は
ガイドワイヤーを用いて同側のカテーテル交換をする．カテーテル外の
血栓の場合は別ルートから留置したほうが確実に血流を得ることが
できる（1－C）．

日本透析医学会雑誌44巻9号：「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイドライン」2011；898



GL－5：感染予防のため非カフ型，カフ型いずれの透析回路の連結と離脱の場合も
2名の熟練したスタッフが無菌的に行い（2－C），かつ点滴などのルート
として使用しないことが望ましい（O）．

GL－6：透析日にはカテーテル出口部の観察を行い，感染の有無をチェックする．
また感染経路の遮断を考え，対策を立て，施設ごとの感染のサーベイ
ランスの実施が望まれる（2－C）．

GL－7：カフ型カテーテルは主に長期的血液浄化目的に留置されることが多く，
鼻腔MRSA保菌者は留置前に除菌しておくことが望ましい（O）．

GL－8：カテーテル感染には出口部，トンネル，カテーテル内感染などがある．
軽度の場合は抗生剤で治癒可能なこともあるが，ドレナージや
アンルーフィングで改善しない場合，抗生剤投与に反応しない場合は，
早期の抜去が望ましく，安全であり推奨される（1－C）．

GL－9：カフ型カテーテルが挿入されている患者の入浴やシャワー浴は，カテーテル
接続部内にお湯や水が入らないように配慮し，感染防止を心がけることが
望ましい（2－C）．

日本透析医学会雑誌44巻9号：「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイドライン」2011；898



（6）感染

GL－1：局所の感染に注意を払う必要がある（1－C）．

GL－2：全身の感染に注意を払う必要がある（1－C）．

GL－3：感染の広がりと進行度を適切に評価しなければならない（1－C）．

GL－4：ＡＶＧの感染は外科的処置を優先させることを推奨する（O）．

GL－5：感染した瘤は破裂の危険性が高く外科的処置を必要とする（O）．

GL－6：カテーテル感染は，①出口部感染，②トンネル感染，③カテーテル内感染，
に区別され治療しなければならない（1－B）．

日本透析医学会雑誌44巻9号：「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイドライン」2011；921



２０１９年に出された論文の結
論から今後の動向を考える



カテーテル感染の実際と治療

＃１ カテーテルの出口部感染，トンネル感染，カテーテル内感染
がある。いずれにしろ非カフ型カテーテルでは抜去が第一選択
である。

＃２ カフ型カテーテルの出口部感染やトンネル感染ではドレナージ
やアンルーフィングでレスキューできる場合もあるが，感染が
コントロールできない場合は，時期を逸さずに抜去する。

＃３ カフ型カテーテルのカテーテル内感染では，細菌がカテーテル
表面にバイオフィルムの層を形成している場合が多く抗菌薬が
効きにくいため，感染がコントロールできない場合は抜去の選択
になる。

＃４ カテーテル接続部にクローズドシステムを使用することにより
感染のリスクを減少できる。

透析フロンティア№115-№129：「バスキュラーアクセスに起因する感染の実態と対策」2019；162



おわりに

免疫能の低下している透析患者におい
ては，VA感染症は重大な問題であり，患
者と医療スタッフともにVAの感染予防に
ついての適切な知識が必要とされる。

透析フロンティア№115-№129：「バスキュラーアクセスに起因する感染の実態と対策」2019；162



結 語

＃１ 本邦の透析関連感染の実態は米国と概ね同水準と推
察され、短期カテーテルの感染率が極めて高く、血液培養か
らの主要な検出菌はＭＲＳＡを含むＳ．Aureusであることを明
らかにした。

＃２ 透析関連感染の危険因子は短期カテーテルの使用と
同カテーテルの鼠径部の留置を避け、透析導入時期を見定
めた血管アクセスの作成により透析導入時の短期カテーテ
ル使用を回避することが課題と考えられた。

＃３ 本研究では、感染対策の質改善により透析関連感染
が低減したことが明らかになった。

環境感染誌 vol.31 no.5：「透析関連感染の現状とその評価：多施設共同サーベイランスの成果」2016；301



カテーテル留置患者ＶＡＩの判定基準

検査確定血流感染（LCBI）：判定基準AまたはBのいずれかを満たすこと
１．患者の１回以上の血液培養から一般の皮膚汚染菌〔類ジフテリア（Corynebacterium属），
バシラス属（B.anthra-cisは除く），Propionibacterium属，コアグラーゼ陰性ブドウ球菌
（S.epidermidisを含む），
Viridans群連鎖球菌，Aerococcus属，Micrococcus属〕以外の病原体が分離される

２．血液から培養された微生物は，血液透析に関連しないほかの部位の感染と関係がない
判定基準B：以下のすべてを満たすこと

１．患者が以下の徴候や症状を少なくとも１つ有している：発熱（＞38℃），悪寒戦慄，低血圧
２．徴候や症状や陽性の検査結果が血液透析に関連しないほかの部位の感染と関係がない
３．一般の皮膚汚染菌が別々の機会に採取された２回以上の血液培養検体から培養される

臨床的敗血症（CSEP）：以下のすべてを満たすこと
１．ほかに確認された原因がなく，以下の臨床的徴候や症状を少なくとも１つ有している：
発熱（＞38℃），悪寒戦慄，低血圧

２．血液培養がされていない、あるいは血液中に微生物が検出されない，あるいは血液培養により
微生物が検出された場合で検査確定血流感染の条件を満たさない

３．血液透析と関連しないほかの部位に明らかな感染がない
４．医師が敗血症に対する治療（※）を開始する
※抗菌薬治療や、カテーテル抜去とそれに引き続く解熱なども含まれる

カテーテル出口部感染（ESI）：以下のすべてを満たすこと
１．カテーテル挿入部位に膿．発赤または腫脹がある
２．「１」を理由に，患者が入院するか経静脈的または内服の抗菌薬投与を受けた
（ただし，入院患者の場合は，「患者が入院」を適用しない）

３．血液透析と関連しないほかの部位に明らかな感染がない

腎と透析：「バスキュラーアクセス関連感染症」2019；86（6）



カテーテル挿入部位ごとの VAI リスク（2012年4月～2017年12月）

挿入部位 透析回数 VAI 数 感染率*
相対リスク

（95％信頼区間）

カフなし

鼠径 9,913 95 9.58 1.30（1.01～1.67）

鎖骨下 462 1 2.16 0.29（0.04～2.09）

内頸 21,714 160 7.37 Reference

カフあり

鼠径 1,646 5 3.04 1.91（0.77～4.74）

鎖骨下 8,792 12 1.36 0.86（0.46～1.59）

内頸 38,284 61 1.59 Reference

*incidence = infection per 1,000 dialysis sessions

腎と透析：「バスキュラーアクセス関連感染症」2019；86（6）



結 語

カフ型カテーテルは適切な管理を行えば
感染率も低く，AVGに近い開存率を有して

おり，他のアクセス作成困難な高齢者に
有用なアクセス手段と考えられた．

利益相反：開示すべき COI はない．

日本透析医学会雑誌：「血液透析用アクセスとしてのカフ型カテーテルの評価」2019；52（1）：21



血栓性

外来でのカテーテル診察

脱血不良・静脈圧上昇

抵抗
（＋）

ウロキナーゼ充填

抵抗
（－）

カテーテルのポンピング
にて血栓の有無を確認し、
血栓を除去する。ポンピング

血栓除去

抵抗
（±）

ヘパリン充填

ウロキナーゼ6万単位を生食5ml
にて溶解したものを使用

ヘパリン5千単位を原
液で使用



問題点への取り組み

１） 問題点は、宿主側（患者側）の問題ではなく、挿入者（カテーテル管理

者）の問題である。

２） トラブル時の早期対応方針の確立

３） カテーテル管理マニュアルの作成と管理施設への患者を通じた定期

管理と啓蒙指導



（電子カルテ調べ）
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基本はテープのりを残さないこと。
発赤時は早めに軟膏処置を行うことが外科的処置を減少させる

処置方法



ドレッシングフィルムを外し
クロルヘキシジングルコン酸
塩含有綿（サンプル①）にて
テープノリを取るように清拭
する

1

カテーテル出口部をクロル
ヘキシジングルコンサン塩
（サンプル②③）にて消毒する

2



滅菌鑷子を使用し
バイオパッチ®

（サンプル④）を
清潔に装着する

3

カテーテルにドレッシング
フィルムのテープノリが
付着しないように滅菌ガーゼ
（サンプル⑤）で保護する

4



ガーゼ（サンプル⑤）でカテーテル
を挟むようにして覆う

5

カテーテルに直接つかないよ
うに、ドレッシングフィルム
（サンプル⑥）を貼る

6



7

ドレシングフィルムの上に
テープを貼る

8



カテーテルのルート部分を
ガーゼで包む
ガーゼ固定のテープは縦張り
にし、フィルムの上に貼った
テープに固定する

9

＊患者の皮膚状況に応じて保湿
ジェルクリーム（ピュアバリア®）
を薄く塗布してドレッシングフィ
ルムを貼る



カテーテル出口部炎症処置



症例） 68才・男性 透析歴：15年1か月 原疾患：PCKD

2017.9.16（経過）

経路変更術

出口部・トンネル感染が生じ、排膿が認められた場合。（発熱がなく、菌血
症がないと判断できる場合のみ）以下の処置を行う。



カテーテル内血栓除去術の実際

術野にて

透視下で

0.035ガイドワイヤー3本







挿入の対象患者

① 血管荒廃により穿刺困難
② 心機能低下（EF<40)

③ 穿刺トラブルで希望された方
④ 在宅透析での希望者

挿入のポイント

①右内頚からの挿入が推奨されている。
（左内頚では、入れ替えが困難になることや、カテーテ
ル接触部位の瘻孔が報告された。）

②ガイドワイヤ―操作による不整脈の発症を観察
（心電図モニターと透視）
③カテーテルのキンクを防止のため緩やかな挿入
④カテーテル先端の確認を丁寧に行う。



トラブル

Fig.1  カフ付カテーテルトラブルの対処法

血栓性閉塞
感染

出口部 トンネル

抗生剤の全身投
与（多剤併用）・
カテーテル内投与

カテーテル抜去

即日経路変更

抗生剤の全身
投与

消毒
抗生剤内服
局所の抗生剤軟膏

カテーテル再挿入は
血培陰性を確認後
抗生剤は投与２週間以上

ウロキナーゼ充填

抵抗
（－）

カテーテルのポンピングにて血栓の有
無を確認し、血栓を除去する。

ポンピング

血栓除去

抵抗
（±）

ヘパリン充填

ウロキナーゼ6万単位を
生食5mlにて溶解したも

のを使用（連続３回透析
終了時投与）

ヘパリン5千単
位を原液で使用

（入院処置）

血流感染

少なくと
も20回
以上



カフ付（長期留置）カテーテルトラブルのとらえ方

＃１ 感染 ①血流
②出口部

生じさせない日頃の対応

＃２ カテーテル閉塞

生じる前後の対応

いづれも宿主の問題ではなく、医現病の
立場できっちり対応する



＃１ 血流感染

１）感染時期・場所

・全期間：自宅（入浴中のカテーテル汚染等）、

・透析時：（開始時、終了時）接続操作（体外循環）

２）侵入経路

・全身感染からの敗血症（感冒→気管支肺炎、下痢、等）

・回路接続時の操作

・出口部感染がカフを超えてカテーテル刺入部より血行性感染



＃２ 出口部感染

感染時期

１） 早期（カテーテル留置後1ヵ月以内）
・カテーテル接続操作時
・在宅での上肢動作による固定の不具合

２） 晩期（カテーテル留置後1ヵ月以降）
・出口部

感染原因

・出口部周囲操作： 固定方法

消毒方法



＃３ カテーテル閉塞

１）時期

早期（挿入後1週以内）
過凝固状態に対する抗凝固剤、抗血小板剤の未投与等

晩期（挿入後2週目以降）

血栓・フィブリン対策の不足

2） 原因

・側孔・先端孔への血栓形成、フィブリン癒着

・上大静脈へのカテーテルのへばりつき現象

・ポンピング不足による血栓残存



【背景】

• 当院はカフ型カテーテル（以下TCC）を使用したHHDを施行し

ている。TCCの管理において重要なのは、感染と血栓における

トラブルへの対応力である。

• 感染の取り組みは、清潔操作と異変時の早期対応が重要で

ある。

• 血栓の取り組みは、ポンピング、脱血、静脈圧などの把握、抗

血小板薬の内服が重要である。



TCCの診察 血栓性

カテーテルポンピング操作 抵抗（ー） 抵抗（＋）

抵抗（＋＋） 閉塞 or 一ヶ月以内再異常

抗凝固薬充填

ヘパリン5千単位を
原液で使用

血栓溶解薬充填

ウロキナーゼ6万単位を生食
5mlにて溶解したものを使用

血栓除去術

透視下で0.035ガイドワイヤー
4本使用しカテーテル内清掃
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感染に対する取り組み強化内容

1. 医原病という考え方からTCC挿入機関が責任を持って管

理する事を当院の方針としている

2. 3ヶ月周期のカテーテル外来を定期的に施行

3. TCC患者や家族への管理指導

4. 院内スタッフへ徹底した管理方法の指導

5. 他施設へ管理方法の指導とマニュアル配布
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減少傾向認めた

n=65



【目的】

• TCC長期開存や侵襲的な入れ替え術の減少を図る

• 過去6年間のTCCトラブル受診比率内訳は

感染 26% 血栓 56% その他 18% の結果となった。

• 受診比率内容の半数を占める血栓性トラブルに関しての長期

開存の取り組みを検討する。



【期間と対象】

• 2012年1月から2017年12月の6年間

期間

対象

• TCC挿入患者65名

• 平均年齢：58歳±13.2

• 男女 35:30



【方法】

TCC血栓性トラブル処置対応内容の3項目を評価

1. 血栓溶解剤投与

2. 血栓除去術

3. 入れ替え術



血栓性

56%
感染性

26%

その他

18%

トラブル内容 内訳
血栓性 感染性 その他

血栓除去

73%

溶解療法

13%

入れ替え

14%

血栓 処置内容

血栓除去 溶解療法 入れ替え
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その他
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トラブル内容 内訳

血栓性 感染性

血栓除去

73%

溶解療法

13%

入れ替え

14%

血栓 処置内容
血栓除去 溶解療法 入れ替え
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スタッフ教育と院内フロー

1. 日々の静脈圧観察

2. ポンピングでの感触
ウロキナーゼ6万単位＋生食5ml(2.5/2.5)

治療時に連続3回充填

異常を察知！ 第一選択

それでも
改善できない場合は…

溶解療法

または
1ヶ月以内に再異常となった場合は…

第二選択

血栓除去術

日常管理 提案

透視下で0.035ガイドワイヤー
4本使用しカテーテル内清掃



【考察】

1. 早期の血栓性トラブル発見に重要なのはポンピング、脱血、

静脈圧の状態を管理する現場スタッフである

2. 早期に現場スタッフが異変を察知する事で、医師の治療範

囲も広がる

3. 早期の溶解療法、血栓除去術を行う事で、入れ替え術の減

少に繋がる



【結論】

血栓性トラブルからのTCC入れ替え術は

スタッフ教育により減少する事が示唆される



カテーテル挿入術件数
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カテーテル挿入理由

シャント閉塞
47%

シャント

機能不全
16%

在宅
12%

緊急導入
9%

短期→長期
4%

心機能不全
4%

その他
10%

その他：過剰血流
静脈高血圧症
点滴目的



受診総件数のうちトラブル件数
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トラブル内容 内訳

脱血不良
27%

出口部感染
20%

閉塞
19%

血栓
7%

ブリッジ
6%

その他周囲感染
3%

出血
1%

感染
1%

その他
16%

その他：コネクタ破損
位置異常
キンク



＃１ 初期5年間、カテーテル感染による死亡者
はなかった。

＃２ 心負荷の軽減や穿刺困難、頻回のアクセス
トラブル回避を目的としたカフ付カテーテル
挿入を現在は積極的に導入している。



まとめ １

カフ付カテーテルの感染（出口部、血流）は医
現病であり、防止対策の責任は医療者にある
と自覚し、十分な対策の元で挿入すること。



在宅透析でのカフ付カテーテルの活用



在宅透析の問題点＝在宅透析が増加しない理由（2012年に初参加して感
じた問題点）

１） 連日透析における自己穿刺の習得と自己血管穿刺部位の劣化

２） 自己穿刺習得期間

３） 見守りまたは介助する人が必要である。

４） PDで在宅透析を経験した患者からの移行が多い。



カフ型カテーテルの問題点

１） 不潔操作による血流感染

２） 出口部ケアの不適切による出口部感染

３） カテーテル先端孔・側孔の閉塞による脱血不良



性別 年齢 原疾患 透析歴 ＶＡ挿入期間 挿入デバイス ＶＡ

女 75歳 逆流性腎症 17年 7年2ヶ月 ショーン カフ付カテーテル（右内頸静脈）

女 64歳 慢性糸球体腎症 39年 3年4ヶ月 テシオ（シングル） カフ付カテーテル（右内頸静脈）

男 75歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 2年4ヶ月 2年4ヶ月 テシオ カフ付カテーテル（右内頸静脈）

女 28歳 慢性糸球体腎症 2年2ヶ月 1年2ヶ月 ショーン カフ付カテーテル（右内頸静脈）

男 46歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 3年4ヶ月 7ヶ月 ショーン カフ付カテーテル（右内頸静脈）

男 60歳 多発性嚢胞腎症 8年10ヶ月 2年8ヶ月 ショーン カフ付カテーテル（右内頸静脈）

男 55歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 5年5ヶ月 2年5ヶ月 ショーン カフ付カテーテル（右内頸静脈）

男 67歳 慢性糸球体腎症 8年1ヶ月 2年2ヶ月 テシオ カフ付カテーテル（右内頸静脈）

女 60歳 ＩgA腎症 17年11ヶ月 1年10ヶ月 テシオ カフ付カテーテル（右内頸静脈）

女 39歳 慢性糸球体腎症 5年2ヶ月 6ヶ月 テシオ カフ付カテーテル（右内頸静脈）

Ｈ
Ｈ
Ｄ

施
設

全カテーテル患者一覧
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HHD患者カテーテルトラブル
挿入月から最長1年8ヶ月まで n=5

カテーテル挿入月から10ヶ月間は、

全ての患者でトラブルなし



HHDは週1回 病院へ送信

日機装社製
HHD支援システム装置



＃１ カフ型カテーテルの成果

管理方法が確立されれば、在宅透析への応用が可能である。

＃２ カフ型カテーテルの改善すべき点

出口部感染、トンネル感染の防止のためカフの改良が必要である。

カテーテル先端の血栓付着防止

＃３ カフ型カテーテルの適応指針

a) 心機能低下症例
b) 血管荒廃症例
c) 在宅透析における自己穿刺や頻回穿刺が必要な症例



在宅血液透析(HHD)における、自己穿刺(お
よび介助者穿刺)の割合は約97%※1である。穿刺を行わ
ない、留置カテーテルを用いた在宅血液透析について、
可能性を検討した。

P-
007

留置カテーテルを用いた在宅血液透析の可能性

医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス透析・内科
杉本謄寿、岩下廉史、川原田貴士、古賀福美、
鎌田紗貴子、森藤祐美、平口美知子、安田透、池田潔

要旨

訓練の実
際

清潔操作、シリ
ンジによるポン
ピング、血液回
路との接続な
ど、患者・ス
タッフともに統
一した手技で訓
練を進めること
ができる。

出口部感染防止
のため、グルコ
ン酸クロルヘキ
シジン含有の保
護パッチを使用
し、その上から
ドレッシング材
で覆う。

非透析時の
ガーゼ保護。
防水テープで
覆うことで、
シャワー浴も
可能。患者

背景

統一した手技を用いることで少ない経験ながら、平均約3か月の訓練
期間を実現。今後さらに短縮していく計画。
また、在宅血液透析では、施設透析に比べ透析量を多くとることが
できている。

在宅血液透析が安定的に行えている患者で
あっても、自己穿刺に対してストレスを抱えていること
は少なくない。また、指導する側のスタッフも、自己穿
刺の指導方法修得までには時間を要する。
感染に注意した適切な管理の下で、誰でも簡単に、統一
した手技で行える留置カテーテルを用いた在宅血液透析
は、在宅血液透析の新たな選択肢となり得る。

まとめ

4年以上の院内での安定した継続使用の経験をもとに、カテーテルと在宅血液透析とのコ
ラボレーションを行い、自己穿刺のない在宅血液透析を開始した。

※1.日本在宅血液透析研究会[2013年末HHDレジスト
リ報告]

接続部をアル
コールにて毎回
清拭する。ま
た、定期的に接
続部キャップを
交換することで
清潔を保つ。

体外のカテーテ
ル部にテープの
糊が残ることも
感染の一因とな
るため、丁寧に
清拭する。

年齢 性別 透析歴 カテーテル歴
(オペ日起算)

HHD後の
シャント状況

訓練期間 HHD歴 透析量
(週あたり)

1例目 58歳 男性 7年2か月 11か月 自然閉塞 3か月 9か月 3時間×7回

2例目 53歳 男性 3年1か月 8か月 そのまま 3か月 5か月 3時間×7回

3例目 65歳 男性 5年1か月 5か月 自然閉塞 2か月半 2か月 4.5時間×5回

4例目 69歳 男性 3年7か月 3か月 結紮術施工 3か月 1か月 3時間×7回

回数の制限がない 月14回までの制限

時間の制限がない 4時間透析が一般的

好きな時に行える 決まった時間に行う

自宅で行える 施設での集団治療

初期費用・維持費用の自己負担 医療費以外の負担なし

介助者が必要 スタッフによる管理

自己穿刺の習得がハードルとなる スタッフによる穿刺

入浴などに制限あり 入浴は可能

心負荷(－) シャントによる心負荷(＋)

狭窄や閉塞がない シャント閉塞のリスク

穿刺を行わない 穿刺ミスの危険性

出口部、接続部感染 シャント感染

毎回の血液破棄(約10ml)

治療方法による違
い

在宅血液透析
(HHD)

施設
透析

アクセスによる違
い

留置カテーテル 自己穿刺(シャ
ント)

透析中心の生活か
ら、
生活のなかにある
透析へ

自己穿刺
の様子

カテーテル在宅血液透析
の様子



カフ付カテーテルの挿入と管理



挿入の対象患者

① 血管荒廃により穿刺困難
② 心機能低下（EF<40)

③ 穿刺トラブルで希望された方
④ 在宅透析での希望者

挿入のポイント

①右内頚からの挿入が推奨されている。
（左内頚では、入れ替えが困難になることや、カテーテ
ル接触部位の瘻孔が報告された。）

②ガイドワイヤ―操作による不整脈の発症を観察
（心電図モニターと透視）
③カテーテルのキンクを防止のため緩やかな挿入
④カテーテル先端の確認を丁寧に行う。



カフ付シングルルーメンカテーテル



カフ付ダブルルーメンカテーテル



長期留置カテーテル



処置方法

基本はテープのりを残さないこと。
発赤時は早めに軟膏処置を行うことが外科的処置を減少させることにつながりま
す。

1

ドレッシングフィルムを外しクロ
ルヘキシジングルコン酸塩含有綿
（サンプル①）にてテープノリを
取るように清拭する

2

カテーテル出口部をクロルヘキシジン
グルコンサン塩（サンプル②③）にて
消毒する



3

滅菌鑷子を使用しバイオパッチ
®

（サンプル④）を清潔に装着する

4

カテーテルにドレッシングフィルムの
テープノリが付着しないように滅菌
ガーゼ（サンプル⑤）で保護する



5

ガーゼ（サンプル⑤）でカテーテルを
挟むようにして覆う

6

カテーテルに直接つかないように、
ドレッシングフィルム
（サンプル⑥）を貼る



7

8

ドレシングフィルムの上にテープ
を貼る



9

カテーテルのルート部分をガーゼで包む
ガーゼ固定のテープは縦張りにし、フィ
ルムの上に貼ったテープに固定する

＊患者の皮膚状況に応じて保湿
ジェルクリーム（ピュアバリア®）
を薄く塗布してドレッシングフィ
ルムを貼る



当院維持透析
患者写真

74歳女性 透析歴：14年2か月
カテーテル歴：5年7か月

11月撮影
9月撮影

59歳男性 透析歴：8年
在宅透析歴：1年8か月
カテーテル歴：1年10か月



10月撮影

54歳男性 透析歴：4年2か月
在宅透析歴：1年4か月
カテーテル歴：1年7か月

11月撮影

74歳男性 透析歴：1年6か月
カテーテル歴：1年6か月



10月撮影

66歳男性 透析歴：6年
在宅透析歴：1年
カテーテル歴：1年4か月

51歳男性 透析歴：6年
在宅透析歴：6か月
カテーテル歴：9か月

7月撮影



10月撮影

59歳女性 透析歴：5年1か月
在宅透析歴：7か月
カテーテル歴：9か月

11月撮影

27歳女性 透析歴：3年4か月
カテーテル歴：3か月



まとめ

カフ付カテーテルの感染（出口部、血流）は医
現病であり、防止対策の責任は医療者にある
と自覚し、十分な対策の元で挿入すること。



座右の銘

まずは好奇心。そして簡単に物事を信じないことだ。論文
の内容を疑い、自分の目で見て確信の得られたものを信
じることを大切にしてきた。

定説を覆す研究でなければ科学は進歩しない。学問の世
界も保守的で、定説に沿わないような論文はなかなか認
められず苦労するものだが、後世に残る研究とはそういう
ものだ。
好奇心curiosity・勇気courage・挑戦challenge・
確信conviction・集中concentration・継続continuation

本庶 佑
(２０１８年ノーベル生理、医学賞受賞者)



動画3：エコーガイド下穿刺



カタログ番号：1088-15NE（15G）
カタログ番号：1088-16NE（16G）
カタログ番号：1088-17NE（17G）

現使用製品

Argyle クランピングチューブ付きメディカットカニューラ



現使用製品

Argyle メディカットカニューラルアーロック

カタログ番号：1044H16-AE（16G）
カタログ番号：1044H17-AE（17G）



・穿刺ミスからのシャントトラブル
・穿刺困難
・穿刺部位の荒廃



エコーガイド下穿刺

図1. 2010年の開院時にエコーガイド下穿刺用に購入したUS

未使用で1年間放置され画面中央に傷が入っているが2年目以降7
年目まで修理不能となるまで使用された。

モニターに傷



エコー下穿刺



血管抽出方法

• 長軸像・・・前後の確認が容易、左右の確認が困難→針の一部が血

管外にあることがある

当クリニックでは、ほぼ短軸像にて行い、長軸像は補助的に用いる。



短軸像におけるプローブ操作方法

• 垂直操作・・・プローブは垂直のまま前後へ操作して針先確認。



短軸像におけるプローブ操作方法

• 斜め操作・・・プローブの位置を固定して前後へ斜めに傾ける

ことで針先確認。

実際は、垂直操作と斜め操作の両者を併用して行う。



当院使用のエコー機

メディコン社
サイトライト5

スタンド式
12.1インチモニタ
バッテリ駆動可（AC有）

大型画面で見やすい反
面，スタンドをベッドサイ
ドに置き，画面だけを見
ながら刺す必要がある．

ge社
Vscan

ポータブル式
3.5インチモニタ
バッテリ駆動のみ

スマートフォン程度の
小型なため，患者の腕
や頭の横に本体を置い
て穿刺が行える．

小型でバッテリー駆動
のものが，設置場所を
選ばずエコー下穿刺に
は向いている．

穿刺だけに限れば，機
能は少なくても良い．



FUJIFILM FC1: Stand

イメージ図



VRエコーの時代には穿刺ミスがなくなる？



期間：2016年1月～12月

当院患者33人、平均1.9回

図2：PTA患者の紹介元医療機関

当院

63件
17%

他院
317

件
83%

福岡市

246件
78%

福岡市
以外
49件
15%

他県

22件
7%



エコー下穿刺とは？
エコーにて，リアルタイムに
血管と針の状況を確認しな
がら行う穿刺方法．

● メリット

深い・細いなど難しい血管を視覚的にと
らえ穿刺できる
同一部位穿刺を避けられる（穿刺対象部
位が拡大する）

● デメリット

穿刺に若干の手間がかかる（時間がかかる）
ゆっくり刺すので痛みを伴うこともある

画面を見ながら短軸像で針を進めていき，最終
確認は長軸像で行う．
プローブカバーには手袋を使用．





触れない血管にも確実に穿刺できる



2013年 2016年 変化率

穿刺回数 28838 32212 1.1倍

エコー使用率 0.67% 5.72% 8.5倍

再穿刺率 1.13% 0.58% 0.5倍

エコー使用率の UP

で，再穿刺率の DOWN

現在は，約170本刺して，再穿刺が1回程度の割合

当院では，2013年より導入．当初は，対象の選定や手技の確立などを
模索していたが，現在は積極的に使用してくことで再穿刺率の低減に寄
与している．

2017年の臨床工学技士からの報告



0.68%

2.15%

3.80%
4.34%

9.00%

1.20% 1.09% 0.87% 0.54% 0.45%

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

エコーガイド下穿刺実施率

再穿刺率

図3：エコーガイド下穿刺と再穿刺の推移

２５８３回



2017年 穿刺人数 エコー使用率 再穿刺率

技士① 2226 13.4% 0.34%

技士② 2093 2.9% 0.43%

技士③ 2490 7.2% 0.10%

技士④ 898 0.2% 0.66%

技士⑤ 1573 9.1% 0.38%

技士⑥ 2137 13.6% 0.49%

技士⑦ 2484 14.0% 0.70%

技士⑧ 1924 5.2% 0.41%

技士合計 15825 9.0% 0.42%

穿刺数 エコー使用率 再穿刺率

技士 15825 9% 0.40%

看護師 1235 0% 0.60%

全体 17060 8.3% 0.45%

表3 エコー下穿刺導入後5年目での穿刺実績：２０１７年



穿刺数 エコー使用率 再穿刺率

技士 15825 9% 0.40%

看護師 1235 0% 0.60%

全体 17060 8.3% 0.45%

2017年 穿刺業績

・1週間に再穿刺が1.5回発生
・エコー下穿刺における再穿刺率 0.02％
・年間で最も再穿刺をされた患者K:年間８回



表3：穿刺スタッフの経験年数と穿刺実績（2014年）

経験年数 エコーガイド穿刺率 C,D級穿刺率 再穿刺率

Tc.① 3                          9.5%                            24.1%                     0.08%

Tc.② 8                          4.6%                            25.6%                     0.23%

Tc.③ 22                          0.3%                              8.1%                     0.09%

結果：経験年数が浅いがエコーを使用することで難易度の高い症例
を穿刺しても再穿刺率は1/3になっており、経験年数が多く
て再穿刺率が低くても難易度穿刺の比率は1/3に過ぎない。



小括１

＃１ エコーガイド下穿刺の比率が高まることで、
ミス穿刺は1.2％から0.45％まで低下した。

＃２ エコー下穿刺は、穿刺経験を容易に凌駕して
おり穿刺ミスが起こす血腫による狭窄・閉塞回避
に有用である。


