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＃１ テープのりの付着防止
2012年以降

＃２ 炎症時は、ゲンタシン軟膏塗布の継続
2010年以降

＃３ 局所出口部感染時の経路変更術
201４年以降

＃４ 閉塞時の3本ワイヤー対処法
201５年以降

処置方法の改善点（2010年9月～）

2014年に取り扱いマニュアルを作成した。



当院 長期留置カテーテル（TCC）管理の現況；2021年9月30日

在宅透析: 7名（全14名）
通院維持透析： 2名（全119名）

他院からのカテーテル管理依頼 40～60名/1～６か月で定期受診

２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 総計

経皮的PTA 429 549 576 754 2308

内シャント 71 87 129 45 332

OPE 73 61 60 54 248

DSA 21 6 14 9 50

カテーテル関連 32 15 23 35 105

合計 625 719 803 897 3044

Fig.2  4年間の外来での依頼処置件数



管理方法の注意点・合併症対策

マニュアル運用と在宅透析でのカテーテル運用以後の成績
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カテーテル関連当院外来での処置
（マニュアル運用前2012～2016；59件）



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

5

10

15

20

25

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

血栓性 ウロキ 血栓除去 入れ替え 全体入れ替え割合 n=65

血栓トラブル件数に対する処置内容



トラブル

Fig.４ カフ付カテーテルトラブルの対処法
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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 高齢で穿刺トラブルで希望された方
④ 在宅透析での希望者

挿入の注意事項；①

①右内頚からの挿入。
（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するため緩やかな挿入
④カテーテル先端の確認を丁寧に行う。

当院でのＴＣＣ使用の対象と注意事項



挿入手技の安全・安心の注意点

特に注意すべき３点
＃１ 挿入時のガイドワイヤーを透視下で下大静脈まで通過させておく



＃２ 皮下のループをキンクさせない ＃３ 心房内の先端位置

カテ先端

Fig.5 Fig.6



ＴＣＣ導入時の注意事項；②

患者
＃１ MRSA保因者の抽出；鼻腔培養の実施

（ＴＣＣ血流感染の2割でMRSAが検出されている。）

＃２ 清潔管理の確認（下着の交換の有無）

施設
＃１ スタッフ間でのマニュアル共有

＃２ 寝たきりでの導入では、清潔操作以上に、患者の清潔管理に気を
配るべきである。



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

（導入後１～３ヵ月おきに受診してもらい処置の状況を観察）→
改善されれば、半年～1年に受診回数を変更



管理マニュアル上の最も注意する項目；③

＃１ 血栓除去とポンピング

＃２ カテーテルに付着したテープのりの除去

＃３ カテーテルにドレッシングフィルムのテープのりが付着しないように滅
菌ガーゼで保護する。



透析用 カフ型カテーテル 管理
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Fig.7   当院 カテーテル管理マニュアル



• 1.カテーテル治療準備

スタッフ側・患者側の感染対策準備

感染予防対策準備は標準予防策に則り予防策を行う。

【標準予防策とは】

全ての患者の血液、体液、粘膜、損傷した皮膚を感染の対象として対応する。手指衛生はその基本になる。
体液などを扱う際は手袋、分泌物が飛散する可能性がある場合にはマスク、ゴーグル、ビニールエプロンを
使用するなど、処置行為に対して、それぞれの予防策を行う

《スタッフ側準備》 以下の着用は必須とする

・手袋
・マスク
・ゴーグル
・ビニールエプロン
【目的】

カテーテル処置は、双方において感染のリスクが高い。厳密な対
応を行う事で、感染リスク軽減を図る。

《患者側準備》 以下の着用は必須とする

・マスク
【目的】
口腔内体液からの感染リスク軽減を図る。



物品準備

《開始時》
《準備物》
・未滅菌処置用シーツ（１枚）
・ビニール袋
・未滅菌ガーゼ（１枚）
・滅菌ガーゼ（1枚）
・ハクゾウG綿0.1（2袋）
・アルコール綿（２袋）
・２０ｍｌシリンジ ロック（２本）

《終了時》
《準備物》
・アルコール綿（4袋）
・生食5ｍｌシリンジ（２本）
・ビニール袋（1枚） 必要時
・ヘパリンNa ５ｍｌ
・2.5ｍｌシリンジ（２本）
・１８G注射用針（2本）
※２．５ｍｌのシリンジ２本に５ｍｌのヘパリンを２．５ｍｌずつ
吸っておきます。

《出口部消毒時》
《準備物》
・ハクゾウG綿0.1（2袋）
・アルコール綿（2袋）
・バイオパッチ（2個） 必要時
・0.5％グルコン酸クロルヘキシジン（1本）
・滅菌ガーゼ（1枚）
・バイオパッチ（2個）
・ドレッシングフィルム・IV３０００・テガダーム（１枚）
・滅菌セッシ（１本）



•2.カフ型カテーテル説明

《カフ型カテーテルとは》

長期に使用可能な透析用カテーテルです。主に腕や足にバスキュラーアクセ
スが作成困難な患者に適用されますが、最近では心機能低下症例にも選択さ
れ、適用の幅が広くなってきました。

《カテーテルの挿入から留置場所》

カテーテルは、内頚静脈 → 上大静脈 → 右心房に留置されます。（図1）

血管（内頚静脈）から体表面までは、皮下トンネルを形成し、緩やかにループさせ、前
胸部に出しています。皮下から、体表面に出ている部位を出口部と呼んでいます。
（図2）

図１
図２



《カテーテルの利点》

穿刺が不要なので、穿刺による苦痛がなくなります。また、透析中は両手が使えるようになります。

《カテーテルの欠点》

カテーテルは、体にとって異物なので感染のリスクが伴います。入浴は、細菌感染の原因にもなるた
め、防水処理をしての入浴となります。

《消毒液について》

出口部消毒には、0.5％グルコン酸クロルヘキシジンを使用して下さい（スワブスティック）。

※ ポピドンヨードでは着色するためカテーテルと出口部の観察がしにくい。



図１ 図２ 図３

•3.カテ―テル治療開始接続手順

《準備品》

・ビニール袋
・アルコール綿（２袋）
・２０ｍｌシリンジロック（２本）
・未滅菌処置用シーツ（１枚）
・未滅菌ガーゼ（１枚）

・テープ

①処置用シーツをカテーテルの下に敷き、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。（図１）（図２）

②新しいガーゼをカテーテルの下に敷きます。（図３）



③V側（青）カテーテル先端の接続部をアルコール綿で消毒します。（図４）

④２０ｍｌシリンジをカテーテル接続部に接続して、カテーテルのクランプを開放します。（図５）

⑤充填液と血液を約７ｍｌ、力強く吸引しカテーテルをクランプします。
（図６）

図４ 図５ 図６



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。（図７）

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。（図８）

⑧カテーテルのクランプを開放し、勢いよく10～２０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。（図９）

図７ 図９図８

※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。



⑨カテーテルをクランプし、２０ｍｌシリンジを外します。

⑩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ます（図１０）（図１１）

⑪A側（赤）も③～⑩と同様の手順で操作を行い、状態を確認します。（図１２）

図１２図１１図１０

※しっかり接続し、ルアーロックをして下さい。



図１３ 図１４

⑫カテーテルのクランプと回路のクランプを開放します。（図１３）

⑬透析開始操作を行います。

⑭接続部から血液の漏れがないことを確認します。

⑮カテーテルと回路の接続部をガーゼで包み、テープで固定します。（図１４）

⑯透析回路をテープ固定します。



図４図３図２

図１

•4.カテ―テル治療終了離脱手順

①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。（図１）

②カテーテルから血液回路を取り外します。

③V側（青）アルコール綿でカテーテル先端を消毒します。 （図２）

④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。（図３）

⑤生食でカテーテル内にゆっくり充填します。（図４）



図５

⑥次に2.5ｍｌシリンジのヘパリンを接続し、カテーテル内にゆっくり充填します。（図５）

⑦同一作業をA側（赤）で行います。



図１
図２

ハクゾウG綿を
巻いて湿らして
おくとテープ糊
は拭き取りやす
い。

拭き取る際にカテー
テルを引っ張らない。

• 5.カテーテル出口部の消毒手順

※出口部の消毒は、３日～１週間で行って下さい。
出口部の開封は必要時のみ開封する。過度な開封は、感染のリスクを上昇させます。
テシオカテーテルへのアルコール消毒は良い。テシオカテーテル以外は極力禁です。

≪消毒使用物品≫
•アルコール綿 or ハクゾウG綿0.1
•クロルヘキシジングルコン酸エタノール液0.5％

①カテーテルチューブに付着したテープ糊をハクゾウG綿またはアルコール綿を使用し綺麗に取り除きます。

※付着したテープ糊は菌繁殖の巣になる可能性がある為。（図１）（図２）



図３ 図４

②消毒綿棒で出口部を消毒します。出口部の内側を先に行い、消毒綿棒の消毒面を換えて外側を消毒します。
（図３）（図４）



バイオパッチの切れ込み部は写真の黒
線のとおり※切れ目を横にする事で、
外れにくい。

• 6.カテーテル保護方法手順（通常時）

※バイオパッチの使用は患者別に変更有

《必要物品》

・未滅菌処置用シーツ ・クロルヘキシジン綿棒×2 ・ピュアバリア（必要時）
・ごみ袋 ・バイオパッチ×2 ・アルコール綿
・ハクゾウG綿0.1 ・滅菌ガーゼ（5×5 or 10×10）
・テープ（優肌絆など） ・滅菌鑷子
・ドレッシングフィルム（IV3000・テガダーム）×1

《手順》

①ハクゾウG綿orアルコール綿でカテーテルのテープ糊を綺麗に落とす（注意：カテーテルを引っ張りすぎない）。
②出口部を観察する。
③濡れガーゼなどで皮膚を清拭する。
※ピュアバリアを使用する場合、ドレッシングフィルム貼用部位に塗布する（注意：乾燥するのに2分間）。

④出口部をクロルヘキシジン綿棒で消毒。
⑤バイオパッチを装着する。



滅菌ガーゼでカテーテル
を挟む。

カテーテル部分（バイオパッチ側）を完
全にう。

⑥カテーテルにドレッシングフィルムのテープのりが付着しないように滅菌
ガーゼで保護する。



ガーゼがはみ
出さないように
鑷子で抑えな
がら貼る。

フィルムの粘着部分が

カテーテルに触れて
いない。 カテーテル部分には貼らない。

フィルム上部がバイ
オパッチ上部と約

1.5cmの間隔が望ま
しい。

⑦ドレッシングフィルムを貼る。

⑧ドレッシングフィルムの付属テープを貼る。



カテーテルに触れ
ないように貼る。

※テープを貼る事で、最後の固定テー
プを、直接ドレッシングフィルムに貼らな
い様に出来る。

⑨ドレッシングフィルムにテープを貼る。



保護ガーゼを固定するテ
ープはフィルムに 直接貼
らず、テープの上に貼る。

上端を折り返す。

下端はカテーテル
を包む。

⑩カテーテルのルート部分をガーゼで包む。

⑪ 正面で留められる様に包み込む。



青い蓋を取
り外します
。

先端を綿棒で消毒
します。

ねじ込みながら装
着します。

図３

図２

図１

図４

～ポイント～
カテーテル側に溝が1本ある事を確認
★強過ぎない程度に締める★

• 7.閉鎖式アダプタについて

《カテーテル用クローズドシステムの使用について》

カテーテルのV側（青）・A側（赤）の先端接続部に、BD－Qサイトorセーフタッチプラグを接続しクローズドシステムを構成します。クローズドシステ
ムを使用することによりカテーテル先端をアルコール綿での清拭のみで接続可能となります。先端接続部が開放にならないので感染のリスクを減
少させることができます。

※BD－Qサイトorセーフタッチプラグの交換は、V側・A側 両方 2週間を目安で交換です。
（接続回数を6回上限で交換して下さい。）

《交換方法》 例 BD-Qサイト

①カテーテルのクランプが閉じている事を確認します。
②BD－Qサイトの蓋を取ります。（図１）
③カテーテル側の使用していたBD-Qサイトを取り外します。
④消毒綿棒でカテーテルの先端を消毒します。テシオカテーテルはクロルヘキシジン綿棒で良い。
（アル綿禁：テシオカテーテル以外のカテーテルはアルコール対応していない為）。（図２）
⑤カテーテル側に新しいBD－Qサイトをねじ込みながら装着します。
（過度な締め込みは、外れない事が起こるので注意）。（図３）（図４）



図１

図３図２

注意！！

カテーテルのアダプタ部が破損しない程度に行う事。
万が一破損した場合は、術野での交換になる。予備
の部品もないので、慎重に行う事。

《BD-Qサイトが外れない場合》
※鉗子を使用し、以下の方法で行う。

①カテーテルのアダプタ部にガーゼを巻き鉗子で固定する。（図1）

②BD-Qサイト側も鉗子で固定し、回し外す。（図2）（図3）



•8.カテーテルのトラブルについて
※出口部の発赤出現時は、ゲンタシン軟膏を塗布してドレッシングフィルムを貼り込んで下さい。

《カテーテル感染について》

出口部の発赤などがあった場合は、医師に報告して下さい。感染が憎悪すると生命に関わる危険性
があります。早期発見が重要です。
《必要物品》
・滅菌綿棒（滅菌ヘラ） ・ゲンタシン軟膏 ・鑷子
・チリガーゼ×２ ・滅菌ガーゼ（5×5）×１ ・ドレッシングフィルム(IV3000・テガダーム)



図１ 図２ 図３

図４ 図５ 図６

カテーテル保護方法手順（発赤時）

①滅菌綿棒または滅菌ヘラにゲンタシンを塗布し、発赤部に塗り込む。（図１）（図２）
②滅菌鑷子を使用し、チリガーゼをカテーテルチューブに巻き込む。（図３）（図４）

③テーテルチューブを滅菌ガーゼで保護し、ドレッシングフィルムを貼り込む。（図５）（図６）



9.Q＆A

Ｑ：血液吸引時に抵抗感がある、または吸引できない場合は？

Ａ：血液吸引時に抵抗感がある場合や吸引できない場合は、カテーテル内の血栓や側孔に血塊があり吸引によるへばりつきやが生じていることが考えられます。
閉鎖式プラグを取り外し、直接シリンジで吸引して下さい。それでも吸引できない場合は、医師へ報告し医師の判断の下10ml生食を注入して下さい。

Ｑ：透析中の脱血不良・静脈圧上昇が生じた場合は？

Ａ：透析開始後に脱血不良・静脈圧上昇が生じた場合は、透析を一時中断し再度吸引の確認を行い、ポンピングを行って下さい。
理由：カテーテル内がポンピング不足によりクリアになっていない事が考えられる。
または、逆接続にて治療開始を行って下さい。

Ｑ：透析終了時（返血時）の注意点は？

Ａ：「返血不良」警報が出現した場合は、返血を中止し離脱して下さい。その後、再度吸引の確認を行い、 生食・ヘパリンの充填作業に移行して下さい。
理由：返血不良警報は返血圧上昇時に出現します。カテーテル内の詰まりが考えられるため。

Ｑ：私生活の注意点は？

Ａ：カテーテルを引っ張らないように気を付ける。また、入浴はカテーテルが濡れないように工夫（防水加工）を行う。万が一濡れた場合は報告を行う。消毒が行え
る方は手順通りに消毒を行う。

Ｑ：出口部の発赤や痒み痛み熱感が場合は？

Ａ：速やかに病院へ連絡して下さい。出口部の発赤は指導の通りゲンタシン処置を行ってください。



症例１

他院通院中 70代 女性

消毒薬アレルギー

原疾患：腎硬化症

徐々に悪化



症例１

経路変更術施行 洗浄＋軟膏処置 皮膚炎改善



症例２

在宅透析患者 50代 男性

カテーテル感染 左→右内頚へ

原疾患：糖尿病腎症

生体肝移植後 免疫抑制剤服用中



症例２

カテーテル破損 カテーテル感染 右内頚から左内頚へ いれかえ



症例２

在宅透析患者 50代 男性

カテーテル感染

原疾患：糖尿病腎症

生体肝移植後 免疫抑制剤服用中



奇静脈内の先端刺入により 脱血不良



結語

カテーテルトラブルは、医原病の認識で
処置できるように、全スタッフで共通する

管理マニュアルを作製することが、安心・
安全への道程だと考えます。


