
当院より約300kmの遠隔地に居住した
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患者背景と経過

30代女性 原疾患：慢性糸球体腎炎

2000年7月 CAPD導入

2007年11月 結婚

2009年2月 夫より生体腎移植

2010年7月 移植腎機能低下により血液透析導入

（北九州市にて週3回5時間HD）

2013年7月 長時間透析を希望し転院

(北九州市にて週3回7時間+隔週4時間HD)

2015年11月 北九州市にて第１子出産

2015年12月 出産後の育児のため鹿児島県に転居

（週3回5時間＋隔週4時間HD）

2016年6月 県内の長時間透析受け入れ可能な施設へ転院

（週3回6時間＋土曜日に4時間HD）
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当院受診からHHD移行までの経過(1)



当院受診するに至った経緯

① CAPDの頃よりHHDに興味があった

② 透析量を増やしたい

③ 第2子出産を希望

④ 自己穿刺も難しく穿刺に自信がないため、

カテーテルHHDを希望

⑤ 鹿児島の患者宅近隣にHHD管理施設がない



当院（福岡県福岡市）から、
患者宅（鹿児島県薩摩川内市）

まで、約300km

交通手段は、新幹線を
利用し約2時間
毎週土曜日4回目/週のＨＤ
として来院

新築する住宅での
HHDを計画

訓練中の当院への通院手段とスケジュール
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当院のカテーテル手技マニュアルの利点

#1 手技が完全に統一できる

（自己穿刺のような個別の指導が不要）

#2 訓練期間の大幅な短縮が可能

自己穿刺の場合 約40回（約3か月)
カテーテルの場合 約20回（約1.5か月)



1. 処置用シーツを留置カテの下に敷き、カテーテ
ルを保護しているガーゼを除去し、ビニール袋に広
げて入れます。

2. 新しいガーゼをカ
テーテルの下に敷きま
す。

カテーテル手技マニュアル(HD開始時)1



3. カテーテル先端
の接続部をクロルヘ
キシジングルコンサ
ン塩綿で消毒します。

4. 20mlシリンジを
カテーテル接続部に
接続して、クランプ
を開放します。

5. 充填液と血液を
約5ml力強く吸引し、
クランプします。

2 カテーテル手技マニュアル(HD開始時)



6. 吸引した血液を
ビニール袋の中に捨
て血栓の有無を確認
します。

7. 血栓を除去した
カテーテルに再度、
20mlシリンジを接続
します。

8. カテーテルのク
ランプを開放し、勢
いよく7～8回、血液
を10～15mlポンピン
グして、脱血・返血
の状態を確認します。

※血流を妨げる血栓は、最初の吸引で取り除き、
ポンピングによってカテーテル内をクリアにする

3 カテーテル手技マニュアル(HD開始時)



9. カテーテルのクランプをして、20mlシリン
ジを外します。 回路の接続部をカテーテルの接
続部の一番奥まで差し込み接続しロックをかけ、
クランプを開放します。

10. もう一方も同様
の手順で操作を行い、
接続します。

4 カテーテル手技マニュアル(HD開始時)



5 カテーテル手技マニュアル(HD終了時)

13. 用意していた生
食入りのシリンジを
カテーテルへ接続し
ます。

12. 留置カテから血
液回路を取り外し、
クロルヘキシジング
ルコンサン塩綿でカ
テーテル先端を消毒
します。

11. カテーテル側と
血液回路側のクラン
プが閉じている事を
確認します。



6 カテーテル手技マニュアル(HD終了時)

13. 生食でカテーテ
ル内を置換します。

14. 次に2.5ｍｌシリンジのヘパリンを接続し、
カテーテル内に置換します。
同一作業をA側・V側で行います。
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訓練期間中の経過(2017.4.8～9.31)

#1 週3回は鹿児島の施設透析でシャント

穿刺、土曜日は当院でカテーテル透析

#3 出口部は、土曜(当院)と火・木曜(自宅)

で消毒、保護材の貼り替えを行ってもらう

#4 カテーテル出口部に異常がみられた時、

写真をメールにて送ってもらう

#2 カテーテル出口部の処置方法は、

カテーテル挿入翌日に本人と夫へ説明



カテーテル挿入1週間後の出口部

挿入約1週間後より
訓練開始

通常は、約1か月で
カテーテルは組織
に固定されるので、
その間はカテーテ
ルが大きく動かな
いように注意して
貼り込みが必要と
なる



約1か月毎の出口部の経過

2017.4.5 
(約1週後)

2017.4.26 
(約1か月後)

2017.5.27 
(約2か月後)

2017.6.27 
(約3か月後)

2017.7.29 
(約4か月後)

2017.9.9 
(約5か月後)



訓練期間中の
カテーテル出口部トラブル(挿入2017.3.28)

2017.5.12
(45日目)

2017.5.17
(50日目)

2017.6.11
(75日目)

発赤

発赤

発赤



処置
•ゲンタマイシン硫酸塩軟膏をカテーテル
出口部へ塗布→翌日には発赤消失

出口部トラブルについて

原因(患者からの聞き取り)

•子供を抱っこした際に、カテーテルを掴む・
引っ張るなどされたこと（非感染性）が原因
でカテーテルが動き、皮膚炎になったと判断

•土曜日、当院で出口部処置後、次回の確認が
2日後の火曜日であり、発赤発見が遅れていた
可能性



トラブルの対策

①子供がカテーテルに触れようとした際

は保護する

②カテーテルが隠れる衣服の着用

③土曜(当院)と火・木曜(自宅)の週3回

行なっていた処置を、2日に1度行う

よう指導

8月中旬以降、トラブルなく経過
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24回
（週1回6か月間）



家事・育児に十分な時間を割き、子供が寝た後
の時間に連日3時間の短時間頻回透析を実施



HHD移行後の経過

#1 月1回の当院外来受診にて管理

#2 第2子出産を考慮した総合病院を紹介

（産婦人科・泌尿器科を含む）

#3 緊急時は当院HHD携帯へ連絡すること

#4 装置のトラブル対応などは、

現地（鹿児島）のメーカーとの協力

体制を組む



考察

#1 週１回トレーニングでも手技習得を短
期間(24回)で容易に行えたのは、自己
穿刺を行わないカテーテルHHDの優れ
た特性である

#2 メールや電話を活用し、患者と連絡を
取り合うことで不安の軽減に努めた

#3 今後、HHD管理施設・HHDカテーテル
管理を提供できる施設が、患者の近隣
にできることを期待したい



まとめ

遠隔地でのHHDカテーテルは、今
後のHHD普及の可能性を広げるこ
とを示唆できた



患者のカテーテルHHD導入後の変化

① 子供との時間が作れる

② 時間に煩わされることなく、心に余裕ができた

③ 起床時、身体がきつくない

④ 日中、頭がボーっとしない

⑤ 食事制限のため家族との距離や人との付き合いづら

さを感じていたが、精神的に解放された

⑥ 子育てが落ち着いたら働きたいと思える

⑦ ふつうということは本当にかけがえのないものと実

感した



患者の想い

私のように、透析していても、自分らし

く生きたいと思う人たちの気持ちを汲ん

で、なかなか難しいことではありますが、

協力してくれる病院が増えますように。

そして、もっと透析医療の選択肢が増

え、患者も治療法を選択することができ

ることを願っています。
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