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カフ型カテーテルを用いた血液透析では、 右胸などの皮膚の下に

カテーテルが埋め込まれています。 透析をする際には、 カテーテルに

血液回路を接続し血液透析を行うことが出来るので、 透析のたびに

穿刺をする必要がありません。

この小冊子は、 カフ型カテーテルに関して、 患者さんによく理解して

頂く事を目的として作成しました。 この小冊子を参考にして頂き、 

担当医や担当看護師とよく御相談の上、 カテーテルの管理を行って

ください。

はじめに

もくじ
1 カフ型カテーテルとは？  .................................   2

2 カフ型カテーテルはどこに入るの？ .................   2

3 カフ型カテーテルはどこを通って出てくるの？     3

4 手術の準備と手術後の経過について  ................   4

5 カフ型カテーテル出口部の消毒について  .........   5

6 シャワー・入浴の方法について  .........................   6

7 カフ型カテーテルのトラブルについて  ...........   10

8 カフ型カテーテルに対する Q&A  ...................   11

① 血液透析を行うためには、 血液を取り出すシャントが必要になり

ます。 しかし、 何らかの理由でシャントが作成できない場合には、 

カフ型カテーテルが選択されます。

② カフ型カテーテルの利点は、 穿刺せずに血液透析ができることや

血液透析中に両手が自由に使えること、 心臓への負担が軽減出来る

等があります。

③ カフ型カテーテルは、 ほとんどの場合、 右胸から挿入されます。 

手術室で全身麻酔や局所麻酔下で、 体内に埋め込まれます。 その

ため、 入院が必要となります。

1 カフ型カテーテルとは？

2 カフ型カテーテルは
どこに入るの？

カフ型カテーテル先端は、 心臓まで

入ります。 心臓は大きく分けて４つ

の部屋から出来ていますが、 カフ型

カテーテルの先端は心臓右側の上

の部屋（右心房）まで入ります。

右心房

右心室

左心室

左心房

大動脈
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3 カフ型カテーテルは
どんな風に入ってるの？

多くのカフ型カテーテルは、 血液

を取り出す側（動脈側）と、 血液を

身体に返す側（静脈側）のカテー

テルが1本になって体の中に埋め

込まれます。

4 手術の準備と
手術後の経過について

● 手術前
① 担当医から手術の方法、必要性、 目的などについて説明を受けます。
② 看護師から手術に準備するもの、 入院の手続きなどについて説明を
受けます。

③ 手術前に採血、 胸部のレントゲン、 心電図、 心エコーなどの検査を
行います。

④ 抗凝固剤など(血液をさらさらにする薬）を服用している場合は、 
医師の指示に従ってください。

⑤ 全身麻酔で手術が行われる場合は、 手術前に麻酔科の医師の診察
があります。

● 手術当日
① 飲食飲水は、 医師又は看護師の指示に従ってください。
② 内服薬は、 医師又は看護師の指示に従ってください。
③ 手術前に指定の寝衣に着替えます。
④ 病室で点滴を行います。
⑤ 体温、 脈拍、 血圧、 呼吸回数を測定します。
⑥ 排尿、 排便を済ませて、 手術室に入室します。

● 手術後
① 入院期間は手術後の状態によります。
　 医師の指示に従ってください。
② 手術後は翌日からカテーテルを使用して透析を行います。

カフ型カテーテルは皮膚の出口部

から体外に出ており、動脈側と、 

静脈側の2本に枝分かれしてい

ます。 血液透析を行わない時は

ガーゼで保護します。

カフ型カテーテルは、 手術した

翌日から血液透析に使うことが

出来ます。

出口部

動脈側

静脈側

透析中の様子
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5 カフ型カテーテル
出口部の消毒について

カフ型カテーテルの出口部の消毒は、 透析日に病院で行いますが、 

透析のない日には、 出口部の消毒とカフ型カテーテルの観察が必要

です。 感染を防ぐためには、 毎日の観察と適切な管理が重要です。

● 必要物品
□ 消毒薬
□ ガーゼまたはドレッシング剤
□ 滅菌綿棒
□ テープ

● シャワー・入浴の手順
1. せっけんと流水で手をしっかり洗います。
2. カテーテル出口部を覆っているガーゼまた
はドレッシング剤からカフ型カテーテル
の先端まで未滅菌防水テープで覆い、 密閉
させます。

3. 入浴時は湯船につかるのは胸までとして
下さい。 カフ型カテーテルがお湯の中に
入らないように気をつけてください。

4. シャワー・入浴後はドレッシング剤を
はがしてから消毒を行って下さい。

6 シャワー・入浴の
方法について

主治医の先生から許可があれば、 シャワーや入浴を開始します。

シャワーや入浴時はカテーテルを保護する必要があります。

● 消毒の手順
1. せっけんと流水で手をしっかり
洗います。

2. カフ型カテーテルを保護して
いたガーゼとテープを外します。

3. カテーテルの出口部の周囲に
赤み、 出血、 膿、 痛みがないか
観察します。

4. 消毒薬を浸した綿棒で挿入部
を中心に外向きに円を描くよう
に消毒を行います。

● 必要物品
□ 未滅菌防水テープ
□ 消毒薬
□ ガーゼまたはドレッシング剤
□ 滅菌綿棒
□ テープ
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1. カフ型カテーテルの出口周囲の皮膚トラブルやカフ型カテーテルの感染

カフ型カテーテルの周囲はカテー

テルの摩擦と消毒の刺激で、 皮膚が

赤くなったり、 ただれを起こすこと

があります。

感染が起きると ①出口部が赤く

なる、②膿がでる、 ③熱が出るなど

の症状がでます。 感染がひどくなる

とカフ型カテーテルを手術で抜か

なくてはいけません。

早期発見が大切なので消毒時に観察をして下さい。 赤くなっていたり、 

膿が出たり、 痛みがあったり、 熱があれば透析を受けている医療機関へ

ご連絡下さい。

7 カフ型カテーテルの
トラブルについて

２. カフ型カテーテルの閉塞

カフ型カテーテルは血液透析が終った後、 抗凝固剤 （血液が固まら

ないようにする薬）を注入し閉塞しないようにしています。 しかし、 

長い期間使用しているとカテーテルがつまることがあります。

完全につまれば入れ替えが必要となりますが、 早期ならお薬で

つまったところ（血栓）を溶かすことができます。

3. カテーテルの破損

カフ型カテーテルの先端部分は、

強い力が加わると亀裂が入ったり、

コネクターが外れたりする危険性

があります。 もしも、 破損してカフ型

カテーテルから出血した場合には、 

クランプをしっかりしめてください。 

クランプがない場合には、 ① テープ

や輪ゴムできつめに巻いて、 ② 破損

した部分を清潔なガーゼで覆い、 

病院へ連絡し大至急、 受診して

下さい。

※ カテーテルを固定したり、 テープを外したりするときははさみは

絶対に使わないで下さい。 誤ってカテーテルを傷つける恐れが

あります。
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汚れたままの手で、 カフ型カテーテルや出口部

を触ったり、 皮膚を掻いたりすることで感染が

起きやすくなります。 シャワーや入浴の時、 

防水フィルムの中が濡れたままにしてしまう

と感染を起こす危険があります。

手はせっけんと流水で洗ってからカフ型

カテーテルを触るようにすることが大切です。

Q2 どうしたら
感染が起きるのですか？

特に問題がなければ半永久的に使用でき

ます。 ただし、 感染を起こしたり、 トラブルが

あれば入れ替え等が必要になります。

Q1

入院している間に何度も練習しましょう。 ほとんどの患者さんやご家族

の方は数回練習するだけで、 自信を持って消毒できるようになります。 

消毒ができるように、 私達医療スタッフも協力させていただきます。

Q3 家（自分）で
消毒ができるか不安です。

8 カフ型カテーテル
に対する Q&A

カテーテルを引っ張ると、 回路の接続が外れて

しまったり、 カフ型カテーテル自体が抜けて

しまう危険があります。 透析中に身体を動かす

場合は、 ナースコールで知らせてください。

Q5 透析中に
気をつけることはありますか？

激しい運動を除き、 普段どおりの生活を送る

ことが出来ます。 ジョギングなどの軽い

スポーツを続けることも出来ます。

Q4 カフ型カテーテルを留置した場合、
普段どおりの生活は送れるのでしょうか？

カフ型カテーテルは
どのぐらい使用できますか？
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