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当院は2015年よりHHDを行ってきた

2014年HHD研究会への参加でHHD患者導入が

自己穿刺に限られていたことを知った

当院では患者が自己穿刺かカテーテル（以下TCC）を

選択できるHHDを考案し4年が経過した

背景



性別 年齢 原疾患 HHD歴 平均HDP 治療プラン 月平均透析回数 挿入デバイス・方法 ＶＡ

A 男 56歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 4年 147 週7回　3時間 30回 ショーン 右TCC

B 男 69歳 慢性糸球体腎症 3年9ヶ月 100 週5回　4時間 22回 テシオ 右TCC

C 女 61歳 ＩgA腎症 3年5ヶ月 96 週4回　6時間 17回 テシオ 右TCC

D 女 40歳 慢性糸球体腎症 1年9ヶ月 147 週7回　3時間 30回 テシオ 右TCC

E 男 64歳 ＩgA腎症 10ヶ月 144 週7回　3時間 30回 テシオ 右TCC

a 男 59歳 慢性糸球体腎症 3年7ヶ月 125 週5回　5時間 23回 BH 左AVF

b 男 53歳 Ⅰ型糖尿病性腎症 2年9ヶ月 196 週7回　4時間 30回 BH 左AVF

c 女 63歳 慢性糸球体腎症 2年4ヶ月 108 週6回　3時間 26回 鋭利針 右AVF

d 女 52歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 2年1ヶ月 175 週5回　7時間 22回 鋭利針 左AVF

e 男 43歳 慢性糸球体腎症 1年4ヶ月 112 週4回　7時間 18回 鋭利針 左AVF

f 女 31歳 アルポート症候群 1年 64 週4回　4時間 17回 鋭利針 左AVF

自
己
穿
刺

T
C
C

当院の全HHD患者 2019年現在 11名
背景



当院のHHD患者地域分布

福岡県
福岡市内：5人 北九州市：1名
大牟田市：1名 朝倉市：1名

大分県
日田市：1名 別府市：1名

鹿児島
薩摩川内市：1名

背景11名



TCCHHD患者地域分布

最長距離：300km

5名 背景



自己穿刺HHDとTCCHHDの

メリット・デメリット説明

当院のHHD選択として

ただし、当院はTCCHHDには選択基準があり

重要条件として、不衛生な人物ではないか見定めている

（清潔感・清潔操作が可能・入浴しているか）

患者が選択

背景



トレーニング回数比較

自己穿刺

平均 31 回

1. 自己穿刺は習得に個人差の
影響をうける

2. 手技統一が困難

3. 3ヶ月以上の期間を設ける

カテーテル

平均 26.6 回

1. カテーテルは習得に個人差
の影響うけない

2. 手技統一が容易

3. 1.5～2ヶ月の期間で十分

当院
過去報告

背景



アクセストラブル

1. 総透析回数：1900回

2. 総アクセストラブル回数：66回

3. アクセストラブル率：3.47%

自己穿刺

穿刺ミス, 

64件

穿刺部の感染, 2件
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穿刺ミス 穿刺部の感染

 穿刺ミスによるものが：64件

 患者で偏りがある

 感染はBHからの滲出液

当院
過去報告

背景



アクセストラブル

1. 総透析回数：3699回

2. 総アクセストラブル回数：23回

3. アクセストラブル率：0.62%

脱血不良・静脈圧上昇, 

18件

出口部感

染, 4件

血流感染, 
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脱血不良・静脈圧上昇 出口部感染 血流感染

カテーテル

 カテーテル内血栓によるものが：18件

 出口部感染は薬剤塗布により改善

 血流感染は抜去に至った

当院
過去報告

背景



アクセスの種類
研究会

2008-2013
感染率

NHSN
2006
感染率

シャント 0.08 0.3

動脈表在化 0.26 報告なし

グラフト 0.76 0.69

カフ型カテーテル 1.15 3.69
非カフ型カテーテル 12.16 17.61

最近のカフ型カテーテル感染事情

環境感染誌 Vol.31 No.5   2016  一部改変して引用

バスキュラーアクセス別感染率
 大腿静脈カテーテルは

非常に感染率が高い
透析効率が悪い

 非カフ型カテーテルは
感染率10倍以上

 感染原因菌は
半数以上がMRSA
常在菌である

 閉鎖式アクセスサイト使用は
感染率減少に効果的

シャント⇒ 動脈表在化⇒ グラフト⇒

カフ型カテーテル（長期）⇒ 非カフ型カテーテル（短期）

背景



アクセスの種類
研究会

2008-2013
感染率

NHSN
2006
感染率

シャント 0.08 0.3

動脈表在化 0.26 報告なし

グラフト 0.76 0.69

カフ型カテーテル 1.15 3.69
非カフ型カテーテル 12.16 17.61

最近のカフ型カテーテル感染事情

環境感染誌 Vol.31 No.5   2016  一部改変して引用

バスキュラーアクセス別感染率

アクセスの種類
2013
感染率

カフ型カテーテル 0.53

当院 院内患者

アクセスの種類
2013
感染率

カフ型カテーテル 3.77

当院 他施設患者

背景



治療開始 動画(2倍速)

自己穿刺 HHD カテーテル HHD

当院
過去報告

背景



とある学会の質疑応答で

背景



貴院では、比較的若年者に対して
カテーテル挿入を行っていますが

カテーテルを挿入している事で、
運動制限が生まれるのでは？

背景



確かに患者自身はどう思っているのか？

実際の心境を患者に確認してみよう。

おそらく運動制限はないと思います。

正直わかりません…。

背景



1. 日頃感染に対する恐怖を感じていますか？

2. 生活に支障をきたしますか？

3. 運動制限を感じていますか？

4. HHDの選択肢が自己穿刺しかない場合でも

HHDを行っていますか？

アンケート調査 項目
方法



TCCHHD患者5名 58.4±9.5歳 男:女 3:2

性別 年齢 原疾患 HHD歴 平均HDP 治療プラン 月平均透析回数 挿入デバイス・方法 ＶＡ

A 男 56歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 4年 147 週7回　3時間 30回 ショーン 右TCC

B 男 69歳 慢性糸球体腎症 3年9ヶ月 100 週5回　4時間 22回 テシオ 右TCC

C 女 61歳 ＩgA腎症 3年5ヶ月 96 週4回　6時間 17回 テシオ 右TCC

D 女 40歳 慢性糸球体腎症 1年9ヶ月 147 週7回　3時間 30回 テシオ 右TCC

E 男 64歳 ＩgA腎症 10ヶ月 144 週7回　3時間 30回 テシオ 右TCC

T
C
C

対象

回答者5名 回答率100% 



カテーテルが存在することで
1. 日頃感染に対する恐怖を感じて

いますか？

結果

40%

60%

Yes No
 カテーテル挿入前にしっかりした

説明を受けているからこそ怖い

 徹底した管理を行っていると思う

ので安心している

 4年間カテーテルトラブルがない

ので恐怖心はない



カテーテルが存在することで
2.   生活に支障をきたしますか？

結果

 安心してお風呂に浸かれない

 何も感じていない

 むしろカテーテルがないと

今の生活ができないから

自身の一部と考えている

60%

40%

Yes No

 温泉に行けない

 海に行けない



カテーテルが存在することで
3.   運動制限を感じていますか？

結果

 ジムに行っている

0%

100%

Yes No

 ダンス教室に行っている

 ゴルフをしている



カテーテルが存在することで
4.   HHDの選択肢が自己穿刺しかない

場合でもHHDを行っていますか？

結果

 穿刺がないことが嬉しい

0%

100%

Yes No

 PTAがないことが嬉しい

 過去にシャントで苦労したから…

 透析のストレスがなくなった



1. 患者自身はTCCを留置していることで生活に若干の

支障はきたすが、運動に制限を感じる事はない。

2. 感染への恐怖心が強い患者ほど、

TCCトラブルは少ない傾向があると考える。

3. TCCはVAトラブル関連で悩む患者に対し、

HHD導入をより有効にするVAと考える。

考察
考察



結論

TCCはシャントトラブル患者に対しても

HHD導入を有効にする

選択肢のVAに成り得る。

結論



第22回在宅血液透析研究会
ＣＯ Ｉ 開示

岩下 廉史

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある

企業などはありません。


