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リンパ浮腫との付き合い方
2017 年 12 月 5 日
18 時〜 19 時 30 分
国立がん研究センター 新研究棟セミナールーム AB
開催
がんサバイバーシップ支援部
主催

開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は。国立がん研究センターがん対

の付き合い方」です。

策情報センター長の若尾です。本日は、第 11 回

リンパ浮腫は、手術を受けられた方に非常にハ

がんサバイバーシップオープンセミナーになりま

イリスクで起こるものですが、その防ぎ方、ある

す。

いはなってしまった時の対処法を知っているか

毎回お話しさせていただいていますが、この「が

知っていないかで、進行の具合やその後の暮らし

んサバイバーシップオープンセミナー」は、もと

に大きな影響が出るものです。それについて正し

もとは「公民館カフェ」という会が原形です。医

い知識を持つことは非常に大事です。また、正し

療者と患者さん、市民の方が、公民館という場で

い知識を持っていただくだけではなく、それを実

お茶を飲みながら、がんのこと、暮らしのことを

践していただく。そのためには、まずリンパ浮腫

話し合おうということで始められた会です。その

とはどういうものかを学ぶことが大事だと思いま

発展形として、ひとつは「ご当地カフェ」という

す。

地方に行くバージョンができ、それとは別に、よ

今日は 2 人の講師の方からリンパ浮腫につい

り学術的に学ぶことに重点を置いた会として、こ

てお話をいただき、その後ディスカッションの時

の「オープンセミナー」が平成 27 年から始まっ

間で色々とご質問等いただきながらリンパ浮腫に

ています。

ついて学びます。今後のみなさまのサバイバー

年に 4 回のペースで実施しています。「がんと
口腔内衛生」のこと、「子どもにがんをどう伝え

シップの向上のために、暮らしの向上のために活
用していただければと思います。

るか」、「がん情報」のことなど色々なテーマで進

本日はまず前半のご講演をお聴きいただき、後

められてきています。今年度も 3 回目で、通算

半の質疑応答では活発にご質問等をいただければ

で 11 回目になります。テーマは「リンパ浮腫と

と思います。よろしくお願いいたします。
開会の挨拶
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セミナーを始めるにあたって

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

若尾先生、ありがとうございました。本日の進

それに続いて、リンパ浮腫とはどういうものか

め方ですが、「リンパ浮腫との付き合い方」とい

という医学的説明や、セルフケアについての具体

うテーマで、まずお二人の先生から、お話をうか

的なアドバイスなどを中央病院看護部看護師長の

がいます。リンパ浮腫について、異なる側面から

鈴木牧子先生にお話しいただきます。鈴木先生は、

お話が聞くことができるチャンスは、手前味噌な

医療徒手リンパドレナージセラピストというスペ

がらあまりありません。本当に良い機会になると

シャリストでもあります。

思います。

土屋先生と鈴木先生のお二人から 30 分ずつ計

最初に土屋先生から、そもそもリンパ浮腫がど

1 時間の講義をしていただき、その後の 30 分で

のように私たちの暮らしに影響するのか、そして

質問をお受けします。ふだん聞くことができない

セルフケアについてお話をいただきます。セルフ

質問を、どういうところからでもけっこうですの

ケアは大事で、それがが苦もなくできれば本当に

で、どうぞご遠慮なくたくさん手を挙げてくださ

素敵ですが、続けるのはなかなか難しいことがあ

い。ヒントをお持ち帰りください。

ります。セルフケアをどう続けていくか、続ける

本日は満員御礼です。後半、仕事が終えてから

コツやヒントについても触れていただきます。土

駆け付ける方も多く、途中からパラパラと人が

屋雅子先生は、私どもがん対策情報センターがん

入ってくると思いますが、ご協力をお願いいたし

サバイバーシップ支援部に所属している研究員と

ます。

いうお立場です。
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リンパ浮腫との付き合い方
―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―

土屋

雅子

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部研究員

みなさん今晩は、がんサバイバーシップ支援部

スライド 2 に載せていますが、今から 10 数年

で研究員をしております土屋です。本日のお話の

前の学生の時に乳がん患者さんにインタビュー調

内容は、まず自己紹介、そして「がんサバイバー

査をさせていただきました。がん診断後にどのよ

シップとは」について簡単に触れさせていただき、

うな情報がほしかったですか、足りない情報はど

がんサバイバーシップケアにおけるリンパ浮腫予

ういうものでしたかというお話をうかがいまし

防、リンパ浮腫と QOL、リンパ浮腫発現予防を

た。そこでがん治療の副作用に関する情報が不足

目的としたセルフケア、最後に、セルフケアを続

していることが分かりました。予期しなかった副

けていくために大切なことという 6 点をお話し

作用が出ると身体も辛いけれど心もすごく辛かっ

します（スライド 1）。

たということや、日常生活に戻るための支援が本
当に不足しているのだというお話をうかがいまし

自己紹介

た。

―リンパ浮腫を抱えた患者さんとの出会い

情報提供および支援不足により辛かったことの
1 つとして、脇の下の違和感、腕のピリピリ感、

私は、健康心理学が専門の心理士ですが、リン

重だるさ感、むくみを訴える方が多くいらっしゃ

パ浮腫に関心を寄せていると言うと「なぜ？」と

いました。そういう方々は、術後のリハビリの重

言われることが多いので、まず自己紹介としてリ
ンパ浮腫との出会いについてお話をいたします。

スライド 1

スライド 2

研究の出発点

本日の話題

リンパ浮腫との付き合い方―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―
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―

要性を訴えておられました。今の病院での取組み

いこうということが、私どもの「がんサバイバー

を考えると、この部分は少し改善されてきている

シップ支援部」になります。

という印象はあります。
実は、10 数年前の私は、リンパ浮腫という言
葉を知りませんでした。患者さんの 1 人が、「自

がんサバイバーシップケアにおける
リンパ浮腫予防

分はリンパ浮腫ではないかと医師に尋ねた」と言
われたのですが、頭の中では「リンパ浮腫って

リンパ浮腫予防には 2 種類の意味があります。

何？」となったことを今でも覚えております。こ

リンパ浮腫発現予防という、リンパ浮腫が出ない

の疑問から私の研究はスタートし現在に至ってお

ようにする予防。もうひとつはリンパ浮腫が出て

ります。

しまった後に重症化させないための予防です（ス
ライド 4）。

がんサバイバーシップとは

がんサバイバーシップケアにおけるリンパ浮腫
予防の先進国であるイギリスの取組みについて少

次に、「がんサバイバーシップとは」何かにつ

しご紹介します。病院内の治療に力を入れていた

いて簡単に触れさせていただきます。まず病気の

時代からがん治療による慢性的な症状へのケアの

診断をされて治療をされる。治療終了後から誰に

充実ということが 1990 年代から言われはじめ

でも来る最期の時までの時間、その「間（あいだ）

ていました。慢性的な症状の中に、リンパ浮腫も

の時間」をサバイバーシップと考えていただけれ

含まれることから、リンパ浮腫予防にもかなり力

ばと思います。その「間の時間」には、就労の問

を入れています。スライドにはたくさんの人が表

題があったり、ご家族と一緒に過ごす時間を充実

紙になっているパンフレットを載せていますが、

させたいとか、お友だちと旅行に行ったり、友だ

こういうガイダンスが出ています。

ち関係を継続させたいとか、1 人でできる趣味に

具体的にイギリスではどのようなことをしてい

没頭してみたいとか、あるいはお孫さんなどと団

るかと言いますと、医療システムが日本とは違い

欒をしたいとかなども含まれていると思います

ますから、やや分かりにくいかと思いますが、ま

（スライド 3）。もっとたくさんの日常生活がある

ず患者さんたちは、プライマリケア医（GP）と

と思いますが、こういうことのすべてを支援して

言われている地域の医師に診察に行きます。そこ

スライド 3

スライド 4 が
 んサバイバーシップケアにおけるリンパ浮腫
予防
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で、専門的な病院に行った方が良いとなると、患

スライド 5

者さんは専門病院へと紹介されます。がんの場合

リンパ浮腫と QOL に関する論文
（2004 〜 2011）

はがん専門病院に行きますが、治療を終えられた
患者さんは、地域ケアの専門家である元の地域の
プライマリケア医に戻っていきます。退院後のリ
ンパ浮腫予防の指導はプライマリケア医が行いま
す。乳がんの場合ですと肩回し運動やもう少し専
門的な運動については、リハビリ療法士さんが
入ったりします。このように退院後もリンパ浮腫
の予防指導を受けていると早期発見につながりま
すから、リンパ浮腫の初期症状が出てきた時には
がん専門病院あるいはリンパ浮腫の専門クリニッ
クで早期受診が可能となります。このようなシス
テムにより、リンパ浮腫の重症化予防、医療費削

スライド 6

リンパ浮腫と QOL（身体面への影響）

スライド 7

リンパ浮腫と QOL（精神面への影響）

減になることが効果として報告されています。日
本では、がんサバイバーシップケアにおけるリン
パ浮腫予防が将来的にどのようなシステムの中で
実施されるのかということが、私の現在の関心事
です。

リンパ浮腫と QOL
先ほどご紹介したイギリスのように地域の医療
者とがん専門病院が一緒になってリンパ浮腫の予
防にどのように臨むのかということを、QOL と
いう視点から考えていきたいと思います。
スライド 5 にいくつか論文タイトル等を示し
ます。2004 年ぐらいからリンパ浮腫を抱えたが
ん患者さんの QOL の研究が進んできています。
現在までにかなりの数の研究蓄積がありますの
で、身体面、精神面、社会面への影響について、
どのようなことが報告されているかを順番にご紹
介していきたいと思います。
スライド 6 は、身体面への影響です。リンパ

て QOL を考える時には、むくみだけではなく、

浮腫に付随するむくみ以外の症状、痛みや腕力の

他の症状にも関心を寄せ、それらにも焦点を当て

低下、肩関節の可動域の狭まりが、身体的 QOL

ていくことが必要だと言われています。

と関連性が高いという報告があります。したがっ

スライド 7 は、精神面への影響です。リンパ

リンパ浮腫との付き合い方―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―
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浮腫を発症していない人と発症した人を比較する

スライド 8

リンパ浮腫と QOL（社会面への影響）

スライド 9

リンパ浮腫の心理・社会面への影響

と、リンパ浮腫を発症した方は精神的な QOL が
低いという結果になっています。また浮腫には痛
みを伴う場合があります。またボディイメージと
ありますが、自分の外見が変化してしまうことを
好ましくないと思う方に抑うつの症状が出やすい
という報告があります。
スライド 8 は、社会面への影響です。リンパ
浮腫を発症していない人と発症した人を比較する
と、リンパ浮腫を発症した方は、社会的 QOL が
低いと言われています。セクシュアリティ（性行
動）や就労の問題について調べられていて、とも
に影響があるとされています。また、家族内での
社会的な役割を優先させたり、他者からの支援が
受けられないのではないかというように思ってし
まったりすると、リンパ浮腫の問題をなかなか周
りの人に伝えることができないという乳がん患者
さんのお悩みもあります。
患者さんの家族の中での役割について、どのよ
うな悩みを持たれているのかということをそれぞ
れの立場からご紹介します（スライド 9）。
まず「娘の立場から」です。お父さんが糖尿病
で、お母さんは父さんのお世話をしなければいけ
ない状態でした。「お母さんにこれ以上心配をか
けたくなかったので、なかなか病気について簡単
に話せなかったです。…今は、私自身ができない
ことを、母親が代わりにやってくれているので助
かっています。」ということで、今は援助をもらっ
ているので助かっているという話です。
次はお母様としての立場からです。
「私の子ど
もたちには言わなかったです。思春期にさしか

次は奥様の立場からです。「言わなかったです。

かった時期だったから。難しい年ごろなんだけど、

もし（リンパ浮腫のことを）夫に言ったら、助け

とても繊細でもあったので。」ということです。

てくれることはわかっていたけれど。これ以上の

この方はがんの病気自体もお伝えにならなかった

負担をかけたくなかったというのもありました。

ですし、リンパ浮腫があることも隠して生活をさ

夫に申し訳ないと思う気持ちの方が強かったで

れていました。かなり大変だったのではないかと

す。」ということです。

想像します。
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らです。「家族のことを優先させて、自分自身の

またそれは、周りから支援を受けるための行動を

ことは後回しにしてきたと今感じています。」「自

抑制してしまい、周りの人々との関係性の問題と

分自身も長い間、家族の中で抑えていたと思いま

して表出してきます。家庭内での役割がちょっと

す。」というように言われています。かなり長い

ギクシャクしてしまう、お子さんとの関係がうま

間がまんをされていたのだなという印象です。

くいかないということが起きてきます。お母さん

以上を踏まえ、スライド 10 には「自己開示」

は病気が治ったと聞いているけれどどうしてこう

についてまとめました。自分自身に関する情報を

いうことをしてくれないのというお子さんの声も

言語的に相手に伝えること、辛い時には辛いこと

聞いたことがあります。相互になかなかうまくい

を相手に伝える。困っていることがあったら、た

かなくなってしまうこともあるかもしれません。

とえば重いものを持てないとかお布団を干しにく

一言、誤解のないように言っておかなければい

いということを伝えていく。簡単なことですがと

けないことですが、リンパ浮腫がない方にはこう

ても大事なことだと思っています。それが援助を

した問題がないかと言うとそういうことはありま

周囲から引き出すための第 1 歩です。周りの方

せん。治療にともなう別の身体症状が出ることも

にお話をしなければ、なかなか援助が得られない、

あります。ただ、リンパ浮腫が出てしまうとリン

察してほしいということは家族の中ではあるかと

パ浮腫特有の問題とがん治療による別の問題がダ

思いますが、言葉に出して、辛い時には、これを

ブルで来てしまいますので QOL は明らかに低く

してくれないかとお話をするのが大事だと思って

なることは想像しやすいかと思います。

います。
このように色々な QOL に関する研究がありま

スライド 11

リンパ浮腫と QOL: まとめ

スライド 12

退院後のリンパ浮腫予防行動の実態調査

すが、リンパ浮腫と QOL についてまとめます（ス
ライド 11）。
「がん治療」の下に「リンパ浮腫あり」
「リンパ浮腫なし」と分かれます。「リンパ浮腫あ
り」のリンパ浮腫を発症した方は、リンパ浮腫に
付随する身体的症状として、身体機能や身体的
QOL の低下が起こります。それは精神面での低
下の抑うつ、ボディイメージの問題、セクシュア
リティの問題、就労の問題につながっていきます。
スライド 10

自己開示とは

リンパ浮腫との付き合い方―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―
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私どもでは、2016 年にスライド 12 にあるよ

が経っているということになると、だんだん遠の

うに、リンパ浮腫発現予防のためのセルフケアの

いてしまったり、やらなくても出ないから良いの

実態およびリンパ浮腫予防行動実施に向けた継続

ではないかと思ったりします。そういうことがあ

的支援ニーズを明らかにすることを目的にアン

るとセルフケアの実施回数が少なくなってきま

ケート調査を行っています。

す。知識が十分ではない場合も頻度は少なくなり

本調査は、婦人腫瘍科、乳腺外科、乳腺腫瘍内

ます。またセルフケアをやっていけるという感覚

科の先生方にご協力をいただきました。後半にお

が十分ではなかったり、自分の生活の環境の中で

話しいただく鈴木牧子師長にもご協力いただき、

時間を見つけることが難しかったり、リンパ浮腫

データ収集をいたしました。みなさまの中にもご

への不安やストレスを軽減できることが難しいと

協力していただいた方がおられるかもしれませ

なかなかセルフケアを実行できないことがありま

ん。この場をお借りして御礼申しあげます。147

す。最後に倦怠感です。疲れて横になりたいとか、

名の方から回答を得ています。リンパ浮腫の診断

集中できなくてぼんやりしてしまうといった疲れ

がない方、医師の視診でむくみがない人を対象に

の度合いが強いと、やはりリンパ浮腫発現予防の

行なったものです。

セルフケアということまでなかなか気が回らない

セルフケアの実態として「スキンケア」「（関節

という結果です（スライド 13）。

運動などの）軽度な運動」「食事や体重管理」「観

その結果から考えられる支援として、病院の中

察」「日常生活上の注意」がどの程度実施されて

では術後 1 ヵ月までの指導を一生懸命にやって

いるのか、またリンパ浮腫をどのようにとらえら

いるという現状ですが、その期間を超えて継続的

れたのか、そして退院後のリンパ浮腫やセルフケ

な支援をしていく、そして身体の症状に対して患

アの情報収集などを調べました。

者さん自身だけではなく、少し周りからのサポー
トをしていく、モニタリングなどの継続的支援も

セルフケアを続けていくために
大切なこと

必要ではないかと考えています。その中で身体症
状・知識の情報提供をして知識の部分の強化を
図ったり、また患者さんの気持ちを汲んで、そこ

最後にセルフケアを続けていくために大切なこ
とについてお話をいたします。

に支援をしていく。倦怠感が強いのであれば生活
環境を整えていく必要があるとも考えています。

生涯にわたるセルフケアという言葉を医療者か
ら聞いたことがあるかもしれません。手術を受け
た方はリスクが高いとお聞きになっていると思い
ます。いつリンパ浮腫が発現するか予測ができな

スライド 13

 ルフケアを続けていくために大切なこと：
セ
セルフケア実施頻度が少なくなる要因

いのが、リンパ浮腫についてみなさんが不安に感
じるところだと思います。生涯にわたるセルフケ
アですから、「一生やるの？」という言葉もよく
聞かれます。それは気持ち的にはやはり難しいで
すね。
セルフケアの実施頻度が少なくなる要因につい
て調査データから示していきます。術後から年数
78
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倦怠感軽減のためによく言われているのは、軽
度のエクササイズ、質の良い食事と質の良い睡眠
です（スライド 14）。

と思いますが、すべてをいっぺんに完璧にやろう
と思わないことが大事です。
日本人女性の既婚者は、これはがん経験者の方

本日は質の良い睡眠についてお話をします。睡

に特定の話ではありませんが、セルフケアに費や

眠分野の中には睡眠衛生という言葉があります。

せる時間は 1 週間で 80 分前後です。ほとんど自

その考え方はとてもシンプルですぐにでもできる

分のことにかまっていられないということが分か

ようなことだと思いますから、眠れないと思う時

ります。時間がない、と日々感じられている方は、

には試してみると良いかもしれません。日中適度

他の人もそれほど時間が取れないということです

に日の光を浴びたり、お昼寝をするなら 30 分以

から、そこはあまり焦らなくても良いと思います。

内、10 分程度の軽い運動を行うというようなこ

これをやってくださいねとセルフケアについて医

とです。10 分ぐらいお散歩をすれば良いかなと

療職から言われたことが、できなかった時に、
「あ

思います。私はコーヒーが大好きなのですが、就

あ、できなかった。今日もできなかった。やるの

寝時間の直前にカフェインなどは飲まない方が良

が嫌になった」と思う気持ちになるかもしれませ

いと言われています。また就寝時間の直前に食事

んが、これなら絶対にできるということをひとつ

を摂らない。これは眠りを妨げる要因にもなりま

代替案として決めておくと気分が楽になると思い

す。それからリラックスできることを行う。入浴

ます。両側の太さの違いを腕を曲げてチェックを

や読書などが書かれていますが、好きな音楽を聴

したりすることもありますが、疲れていても、横

いたり、のんびりとしたり、植物の世話をしたり

になりながらでも、自分の感覚に違和感がないか

など、何でも好きなことで良いと思います。また

とか、ピリピリしていないか、腕が重くないか、

部屋の明るさはとても睡眠に大事なので、テレビ

足が重くないかということに気をつけることはで

や携帯の使用を控えるとか、お部屋の明かりをつ

きると思いますので、ぜひそういうものを代替案

けたまま寝ないとか、そうした簡単なことなので、

として用意してみてください（スライド 16）。

ひとつやってみていただければと思います（スラ
イド 15）。

またセルフケアができた時の状況、こういう時
にセルフケアができたのだとか、自分の気持ちの

最後になりますが、セルフケアを続けていくた

状態で、どういう時に積極的にやろうと思ったの

めに大切なことは、「少しずつ。ゆっくりと」と
いうことです。入院中には、色々な情報をもらう
スライド 14

 ルフケアを続けていくために大切なこと：
セ
倦怠感軽減のために

スライド 15

 ルフケアを続けていくために大切なこと：
セ
睡眠衛生の考え方（夜間に良い睡眠をとるた
めの行動やコツ）

リンパ浮腫との付き合い方―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―
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スライド 16

 ルフケアを続けていくために大切なこと：
セ
セルフケア 少しずつ。ゆっくりと。

良いと思います。
最後に「無理をしない」ということです。疲れ
ている時はやらなくても良いと思っています。毎
日、毎日やらなければいけないということではあ
りません。鈴木師長からもお話があると思います
が、まず自分の身体と心をいたわるということが、
セルフケアを長く続けるコツだと思います。どう
してもできないことはあります。自分の気持ちで
どうしても消化できないことはあります。病気の
ことに限らず、日常生活の中で色々なことが起こ
ります。自分の中で対処できない、生活がうまく

かとか、またこういう日は嫌だったなとか、でき

いかないというようなことがあった時には、ぜひ

なかったという気持ちを覚えておいていただく。

周りから援助を受けることを恥ずかしがらずな

そしてやった時にどういう気持ちになったのかに

さっていただけたらと思います。

も注目してみてください。スキンケアにしても、

「あなたに必要なことは何ですか？」という言

やれた時にはやれたと思う、そういう時の気持ち

葉で私の話を終らせていただきたいと思います。

を少し覚えておいて次につなげていただけるのが

ご清聴ありがとうございました。

80
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リンパ浮腫との付き合い方
―予防方法と発症後の対処方法について―

鈴木

牧子

国立がん研究センター中央病院看護部看護師長／医療リンパドレナージセラピスト

みなさん今晩は、よろしくお願いします。鈴木

みなさんの身体では、心臓から拍出された血液

と申します。本日は貴重な機会をいただきありが

は 100％が動脈を通り、毛細血管でガス交換を

とうございます。リンパ浮腫のことについて聞い

され、90％が静脈を通り、心臓に戻っていきま

たことがある方は、どれぐらいいらっしゃいます

すが、毛細血管のところで 10％は組織液として、

か。（会場参加者

挙手）半分以上の方が聞いて

リンパ管を通って心臓に戻っていくという流れが

いただいたことがあるということですね。一度聞

あります。量的には 1 日に 20ℓぐらいの組織液

かれた方はおさらいだと思って聞いていただけれ

ができますが、その内 2ℓほどがリンパ管に入っ

ばと思います。初めて聞かれる方は、分からない

ていくと考えていただければ良いかと思います。

部分などありましたら、ご質問の時間にお聞きい

リンパ液の成分は、老廃物や白血球成分、蛋白成

ただければと思います。

分が含まれています（スライド 2）。

今日お話しする内容は、まずは「リンパ浮腫に

スライド 3 はリンパ浮腫とはどういうものか

ついて―リンパの働きについて」、少し解剖生理

を示した図です。みなさんのお身体で、血液が

学の話をします。次に具体的な生活の上で「リン

100％出ていけば、90％は静脈に戻り 10％がリ

パ浮腫との付き合い方について―リンパ浮腫の治

ンパ管に戻ると申しあげましたが、たとえば手術

療・リンパ浮腫予防のための日常生活・蜂窩織炎

などの影響でリンパ管の運搬障害が起こり、この

について」お話をしていきます。

リンパ浮腫とは何か―リンパの働きについて

スライド 1

循環器系の仕組み

まず循環器系の仕組みです。みなさんの身体は
血管系とリンパ系に分かれています。血管系には
心臓、静脈、動脈、毛細血管があり、毛細血管で
血液ガス交換や物質代謝を行っています。リンパ
管系は、リンパ液の輸送不要になった物質、たと
えば蛋白質や水分などを回収したり、運搬をする
という役割があります（スライド 1）。
リンパ浮腫との付き合い方―予防方法と発症後の対処方法について―
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スライド 2

スライド 3

リンパ系の循環

スライド 4

浮腫って何？

スライド 5

浮腫の分類

リンパ浮腫って何？

リンパ浮腫の原因

戻りができなくなってしまう状態をリンパ浮腫と

す。炎症性浮腫というのは、最後に触れますが蜂

言います。手術や放射線治療をされた方に起こり

窩織炎などです。静脈性血栓症や静脈瘤の方は静

ます。また悪性腫瘍で腋のリンパ節に病気がある

脈性浮腫に入ります。全身性浮腫というのは、た

ような時にこのような状態になります。それから

とえば心臓に何かご病気がある、腎臓にご病気が

心不全や腎不全で静脈のうっ滞があると起こりま

ある方や肝臓に何か問題がある方、栄養分が足り

す。行き場のなくなったリンパ液が身体の中に漏

ない方などに起こる浮腫です。薬剤性の浮腫でも

れ出てしまう状態をリンパ浮腫と言います。

時々、お困りの方がおられます。抗がん剤のタキ

浮腫とリンパ浮腫は少し分けて考えなくてはい
けないところがあります。浮腫は、何らかの原因
により身体の水分量のバランスが崩れ皮下組織に

ソテールというお薬を使ってなってしまう方がい
ます（スライド 5）。
全身性浮腫とリンパ浮腫は、いくつか見分ける

水分が貯留した状態を言います。リンパ浮腫は、

ポイントがあります。リンパ浮腫の発症はわりと

リンパ管の吸収・運搬・排泄能力が低下し、皮下

ゆっくりで慢性的です。一方、全身性浮腫の場合

組織に組織液が過剰にたまった状態を言います

は急激に起こります。発症部位は、リンパ浮腫の

（スライド 4）。

場合は、たとえば婦人科の病気の方で骨盤内のリ

浮腫には、大きく分けて局所性浮腫と全身性浮

ンパ郭清をされた方も、両側にではなく片側だけ

腫があります。リンパ浮腫は局所性浮腫に入りま

に起こります。一方、全身性の浮腫は両側に出ま
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スライド 6

全身性浮腫とリンパ浮腫の鑑別

す。両足が同じような状態になります。またリン

スライド 7

リンパ管の種類

スライド 8

表在リンパ管の走行

パ浮腫の場合は、最初は柔らかく、指で押すとへ
こみますが、だんだんと進行していくと線維化が
起きて硬くなる場合があります。全身性浮腫の場
合は水分をたくさん含んでいる場合が多いので、
指で押すと指がへこんで入っていくような柔らか
い浮腫の場合が多いです。リンパ浮腫の場合は、
蛋白貯留が多いと言われていて押してもへこみま
せん。リンパ浮腫にはあまり特効薬はありません。
全身性浮腫の場合は原因が寛解されれば、良くな
りますので、利尿剤などが効果があることがあり

き、そのままリンパ節につながっていく形になっ

ます（スライド 6）。

ています。集合リンパ管には弁構造があるので、
リンパ管に入っていくとなるべくむくまないよう

解剖生理学的に見たリンパ浮腫

に一方方向にリンパ液が流れるようになっていま

―リンパ管とリンパ節

す。リンパマッサージの考え方は、原理としては、
皮膚を動かすとフィラメントと言われている糸が

それでは具体的に解剖生理学的なことをお話し
していきます。

引っ張られ、組織液がリンパ管の中に入って行く
のを助けるということです。よく皮膚だけを動か

リンパ管の種類は大きく分けると、皮膚の真下

してくださいという言い方をします。それは皮膚

を走っている表在リンパ管と身体の中を走ってい

の真下にリンパ管が走っているという意味からで

る深部リンパ管になります。ふだんはこの表在リ

す。それで放射線治療などをされた方は、表在リ

ンパ管と深部リンパ管がうまく連携し、なるべく

ンパ管が傷害されてしまっているのでむくみが出

むくまないようにしています（スライド 7）。

やすくなります。

スライド 8 は、表在リンパ管の走行です。皮

スライド 9 は、深部リンパ管です。表在リン

膚の真下、１㎜も行かないところのリンパ末端か

パ管からだんだんとリンパ節にまで流れていき、

らだんだんと太くなり、集合リンパ管に入って行

そこから徐々に上にあがっていきます。最後は静

リンパ浮腫との付き合い方―予防方法と発症後の対処方法について―
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スライド 9

深部リンパ管

れが悪くなってしまうので、もしむくむとすれば
ウェストから下がむくむかもしれない範囲になり
ます。
真ん中には左右の境界線があります。たとえば
左の乳がんで左腋窩手術をされた方はむくむかも
しれない範囲は、真ん中より左でウェストから上
になります。左の手術をして右の手がむくんだと
か、下半身がむくんだということだと、手術とは
関係がないことになります。この境界線とむくむ
かもしれない範囲というのは大事なところです
（スライド 11）。

スライド 10

主要なリンパ節

今、みなさんは座られてから 30 分は経過して
いて、靴下が皮膚に食い込んだりしていると思い
ますが、座っていると鼠径部のリンパ液がなかな
か流れないので、それが原因で足がむくむという
現象が起きてきます。
スライド 12 はリンパ液の流れの仕組みです。
むくまないようにするリンパ液の流れの仕組みが
いくつかあります。ひとつは自動収縮運動という
ものです。リンパ管は 1 分間に 10 回ほどゆっく
りとした速度で流れています。それから先ほどお
話ししたように逆流防止弁があります。筋肉ポン

脈角という鎖骨のあたりが最終地点になり、そこ

プ機能というのはとても大事なもので、次にお話

から血管と合流して心臓に戻っていくというの

しします。これらの機能がよく流れるように働き

が、全身的な流れです。

かけることでむくまないようになっています。こ

リンパ節についてお伝えします。人間の身体に

のどれかが障害されると浮腫のきっかけになりま

はいくつか大きなリンパ節があります。鼠経リン
パ節、腋窩リンパ節などが主要なリンパ節です（ス
ライド 10）。

スライド 11

リンパ液の流れる範囲

リンパ液の流れからみたリンパ浮腫
リンパ液の流れる範囲も決まっています。たと
えば上半身と下半身の流れる境界線はウェストの
あたりです。下半身であるウェストから下のリン
パ液は鼠経リンパ節に流れるようになっているの
ですが、婦人科系の手術をされた方は、そこの流
84
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スライド 12

リンパ液の流れの仕組み

スライド 14

リンパの運搬障害とは

スライド 13

リンパ液の流れの仕組み：筋肉ポンプ

スライド 15

続発性リンパ浮腫の原因疾患

す。

リンパ浮腫は大きく分けると原発性リンパ浮腫と

スライド 13 が筋肉ポンプについてです。皮膚

続発性リンパ浮腫があります。原発性というのは

表面の下に皮下組織があり、その下にリンパ管が

生まれつきむくんでいる方と、たとえば妊娠をさ

あります。運動して筋肉を動かすとリンパ管が持

れた後などに急にむくんだ方が入ります。多くの

ちあげられリンパ液が流れる仕組みになっている

患者さんは続発性リンパ浮腫です。下肢リンパ浮

ので、筋肉を動かすことはとても大事です。

腫の方は、約 9 割は婦人科系の病気の方です。

リンパの運搬障害は、手術・放射線治療・外傷・

あとの 1 割は、たとえば前立腺がんの方や整形

感染でリンパ液の流れが停滞すると起こります。

領域の骨軟部の手術をされた方、さらに大腸がん

リンパ管に吸収されるはずの組織間液が患肢に貯

の方などです。上肢リンパ浮腫の方は 99％が乳

留してリンパ浮腫になります。ただ人間の身体は

がん患者さんで、他の 1％にはたとえば悪性黒色

元に戻るように働くので、たとえばリンパ節の手

腫の方や腋窩手術をされた方がここに入ります

術をされても腋道という側副路ができてきます。

（スライド 15）。

この側副路の発達具合には個人差があり、それで

こういう方のすべてがリンパ浮腫になるわけで

むくむ人とむくまない人が出てきます。（スライ

はなく、いくつかリスクファクターがあります。

ド 14）。

ひとつはリンパ節郭清手術後の放射線治療をされ

リンパ浮腫の原因疾患についてお伝えします。

た方です。乳がん患者さんでしたら鎖骨下や腋窩、

リンパ浮腫との付き合い方―予防方法と発症後の対処方法について―
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スライド 16

リンパ浮腫発症リスクファクター

婦人科がん患者さんでは、骨盤内への放射線治療

スライド 17

リンパ浮腫の見つけ方（初期兆候）

スライド 18

最初に浮腫が起こりやすい部位：上半身

スライド 19

最初に浮腫が起こりやすい部位：下半身

です。リンパ節転移の数は、多い方が少ない方よ
りも高くなります。年齢も若い方よりもご高齢の
方に高く出ます。その理由とは廃用性浮腫やセル
フケアがうまく行えないなどが原因になっていま
す。大事だとされているのが体重です。皮下脂肪
が厚くなるとリンパ管を圧迫してしまいますか
ら、体重コントロールはとても大事で、体重コン
トロールをするだけでむくみが良くなる方もい
らっしゃいます（スライド 16）。

リンパ浮腫の初期兆候を知り
早めに対処する
これからはみなさんにリンパ浮腫とどのように
付き合っていけば良いかをお伝えしていきます。
土屋先生からお話ししていただいたセルフケアと
大きく関連しています。1 点目は初期兆候を知っ
て早めに対処するということです。それから日常
生活を工夫すると防げると言われているので、こ
の 2 点についてお伝えしていきます。
リンパ浮腫の見つけ方はいくつかあります。初
期兆候と言われているものですが、上肢の場合は、

るということを言われる方もいます。また、時計

患者さんからよくうかがうのは、腕が重いとか疲

や指輪の痕が非常に残るとか、いつも見えていた

れやすくなったということです。それから曲げた

血管が見えにくいとか、皺が寄って皮膚がパンと

時に違和感がある、腋に何か挟まっている気がす

張った感じがするというようなことで気づかれる
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方がいらっしゃいます。下肢も同じように、だる

スライド 20

リンパ浮腫の治療

いとか疲れやすい、靴下を脱いだ時に痕がいつも
よりつくとか、靴が履きにくかったり、脱ぎにく
いということで気づかれる方がいらっしゃいま
す。これらが最初に出てくる症状です（スライド
17）。
それから起こりやすい場所もいくつかありま
す。手術をされた場所に近いところに出てきます。
たとえば乳がん患者さんで腋のリンパ節の手術を
された方は、腋に近いところに出ます。それから
柔らかい場所です。二の腕のあたりなど、つまん
で柔らかいところに比較的出やすい。またご自身
では気づきにくいのですが、肩甲骨周辺も出やす
いです（スライド 18）。

合的治療を開始します（スライド 20）。
リンパ浮腫のスタンダードな治療に、複合的治
療があります。リンパ浮腫という診断を受けたら

下半身もやはり柔らかい場所で、内もものあた

治療を開始します。リンパ浮腫は、不可逆性で、

りや会陰部のあたりも最初に出てきやすいです。

1 回発症してしまうと完治はなかなか難しいと言

このあたりを少し気をつけて見ていただけると良

われていますので、どのようにセルフケアを行っ

いと思います（スライド 19）。

ていくかがとても大事です。したがってなるべく
早めに治療を開始して良好な状態を保つことがと

リンパ浮腫の治療

ても重要です。リンパ浮腫治療には、5 つの柱が

―複合的治療と日常生活上の注意点

あります。1 つめはスキンケアです。これは後ほ
どまた触れます。2 つめが医療徒手リンパドレ

それでは治療についてお伝えします。リンパ浮

ナージというマッサージです。たまったリンパ液

腫の治療は、術後 3 ヵ月ぐらいまでの発症初期は、

を誘導します。その後に圧迫をします。圧迫は包

自然に回復することが多い時期です。セルフリン

帯やスリーブやストッキングを使う方法です。圧

パドレナージをしたり、過労防止を心がけたり、

迫をした上で運動をします。そしていちばん大事

患肢の挙上や安静で様子を見ていただく形になり

なのは、日常生活を注意することです（スライド

ます。その理由は、先ほどお話ししたように側副

21）。

路ができてくれるので、慌てて治療をするよりも
少し様子を見ながらでも良いということです。

スキンケアは、さっそく今日からやっていただ
けることだと思います。皮膚のバリア機能を高め

ただ術後早期でも受診が必要な場合がありま

るためにとても有効です。まず保湿をします。先

す。急速にむくんだり、蜂窩織炎様の症状が出た

生方に処方してもらうものとしては、ビーフテン

時には、様子を見るのではなく医療者にお伝えい

ローションがあります。市販のものとしてはキュ

ただいた方が良いと思います。

レルとかベーテルというものがあります。どちら

慢性期は、発症後数ヵ月、イメージとしては半

かと言うとローションタイプの方がのびが良いの

年ぐらいと考えていただければ良いと思います

で使いやすいと思います。保湿をしながら自分で

が、そのくらいたっても回復しない場合には、複

手の観察や足の観察もしていただけると良いと思
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スライド 21

複合的治療

スライド 23

日常生活の注意点

リンパの還流を妨げない（上肢）
体を締め付ける衣類や下着でリンパの流れを妨げる
ことがある
・きつすぎる時計や指輪・下着はさける
・身体をしめつけないゆったりしたものを選択する
・ブラジャーは肩ヒモの幅が広く、しめつけないものを選ぶ
はずした後や脱いだあとに痕がのこらなければよい
・患側に局所的に圧がかかる荷物の持ち方をしない

リンパの還流を妨げない（下肢）
局所の圧迫を避ける
スライド 22

スキンケア

・きついガードルは避ける
・靴や靴下は足を締め付けないもの、ヒールの高い
靴は避ける
・長時間の正座や患肢を圧迫させる体勢は避ける
アサヒコーポレーション「快歩主義」

リンパの還流を妨げない
局所の圧迫を避ける
リンパの流れを圧迫により鬱帯させないよう、
やわらかいクッション等で患肢を少し高く上げ
て寝るようにする
10～15㎝程のクッションを使用
し、リラックスできる高さに
調整する。

の薬を塗る、傷つけてしまったら汚れをきれいに
するということです。水虫などは早めに治療を開
始していただく（スライド 22）。
スライド 23 は日常生活上の注意点です。下着
には、食い込んだ下着はなるべく避けた方が良い
います。たとえばどこかがむくんでいないかなと

です。やはりリンパ液の流れを阻害してしまうこ

思って塗ってみたり、傷がついていないかを見な

とになりますから、きつすぎるものは避けていた

がら塗っていただくと良いと思います。

だく。あとは局所の圧迫がかかるような荷物の持

傷を作らないことも大事です。日焼けや虫刺さ

ち方をしないことです。重たいものを持たないと

れに注意をします。もし傷ができたら早めに対処

いうのもポイントになりますが、よくご質問をい

することも大事です。虫に刺されたら虫刺され用

ただくのが、具体的に何㎏ということです。そこ
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はなかなかお伝えできません、個人差があります

う方法ですが、これは実際にむくんだ方への対応

ので、ご自身の、身体と相談しながらという形に

になります。

なると思います。

それからスリーブもあります。今日は会場にい

足の場合は、局所の圧迫を避けるということで、

くつか見本として置いていますので、お帰りの際

きついガードルや靴下の食い込みやヒールの高い

に見ていただければと思います。色々な会社から

靴は避けます。ゆったりとした靴として、アサヒ

色々な種類のものが出ていて、薄さなども色々で

コーポレーションというところから出ている靴も

すから、その方に合わせたものを使っていただき

あります。マジックテープで着脱できて、片方ず

ます（スライド 25）。

つ買えるというものです。

ストッキングも膝下のもの、大腿部までのもの、

局所の圧迫を避け、なるべくリンパ液の流れを

ストッキングタイプのものは、片足だけの方は片

鬱滞させないようにするために、寝る時に 10 〜

足だけのタイプのものもありますから、合ったも

15㎝ほどの、ご自身がリラックスできる高さの

のを使います（スライド 26）。

クッションで調整していただくのは良いと思いま
す。

今お話ししたスリーブやストッキングは予防的
にはあまり使わない方が良いと言われています。

圧迫療法では、多層包帯法というのがあります

お値段もけっこう高く、スリーブで 1 万円、ストッ

（スライド 24）。包帯を巻く場合は、腕でしたら
3 本か 4 本の包帯を使って巻き上げていくとい

スライド 24

スライド 25

圧迫療法：弾性着衣（スリーブ）

スライド 26

圧迫療法：弾性着衣（ストッキング）

圧迫療法：多層包帯法

http://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000161.html

KOMPAS
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キングの高いものは 2 万円前後ぐらいかかって

です。リンパ管の損傷により患肢にリンパ液が貯

しまいます。むくんでいない時に使うとかえって

留すると、リンパ液は蛋白成分などを含んでいる

変な場所がむくんだりしますから、むくんでから

ので細菌が非常に繁殖しやすく、細菌処理能力が

使っていただくものになります。

弱くなって蜂窩織炎の発症につながることがある
ということです（スライド 28）。

蜂窩織炎について

蜂窩織炎の原因は細菌感染が多いです。（スラ
イド 29）。

気をつけていただきたい合併症ということで蜂

たとえば虫に刺されて、蚊にさされてからなっ

窩織炎についてお話しします。蜂窩織炎はリンパ

てしまう、アリやダニという方もいらっしゃいま

節切除後のリンパ浮腫の危険因子と言われていま

した。やはり手術した側は少し気をつけていただ

す。蜂窩織炎がきっかけでむくみが引かなくなっ

く必要があります。症状としては赤く腫れあがる

てしまう人が時々いらっしゃいます。発症率は 2

状態です。その方によって出方が違うと言われて

割ぐらいで、1 度起きると再発率が 53％です。

います。赤くなる方もまだら状になる方もいます。

なるべくならないように気をつけていただくこと

赤くなるので熱が出ます。それでまたむくみがひ

が大事です（スライド 27）。

どくなるというのがポイントになります（スライ

リンパ浮腫になるとなぜ細菌に感染しやすいか

ド 30）。

スライド 27

リンパ浮腫に合併する炎症：蜂窩織炎

スライド 29

蜂窩織炎の原因

スライド 28

リンパ浮腫でなぜ感染しやすいか？

スライド 30

蜂窩織炎の症状
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スライド 31

蜂窩織炎の対処方法

スライド 32

氷嚢の作り方

スライド 33

蜂窩織炎の発症予防

す。身体が疲れる引越しなどがきっかけになるこ
とも多い印象がありますので、なるべく疲れない
ようにすることです。傷がついたらすぐにきれい
にします。冷やす方法で時々ご相談いただくので
すが、「ヒエピタ」という貼り付けるタイプのも
のがありますが、あれはメントール剤などが入っ
ていて刺激が強すぎるのでじかに張り付けること
は避けていただいた方が良いと思います（スライ
ド 33）。

スライド 31 は蜂窩織炎の対処方法です。まず、
医師の診察を受けて抗生剤の投与が必要です。点

メッセージ
―日常生活に戻り自分に合う形で継続すること

滴の場合もあるし、飲み薬の場合もあります。こ
の時期は安静が必要となりますからマッサージな

最後にみなさんにメッセージをお伝えします。

どをやっている場合は少しお休みしていただきま

手術や放射線治療の影響でリンパ浮腫になること

す。

はあります。ただ非常に個人差があります。

急に赤くなって熱が出た場合に冷やす方法をお

日常生活のことについて、色々お話ししたので

伝えします。スーパーに置いてあるビニール袋な

すが、私は、これは絶対にやってはいけないとい

どでも良いと思いますが、10㎝ぐらいの団子に

うことはないと思っていますが、まず日常生活に

していただき、氷と水を半々ぐらい入れます。じ

戻っていただき、生活しながらご自身の身体と相

かのビニールでは冷えすぎてしまうので、上から

談してみる。先ほどお伝えした初期兆候が出たら、

T シャツなど何か 1 枚巻いていただき、赤くなっ

その方にとっては負担のかけすぎという判断にな

た部分をコロコロ転がして冷やしていただくとと

ると思います。継続していくことがとても大事だ

ても効果的です（スライド 32）。

と思います。このやり方なら何とかやっていけそ

蜂窩織炎の発症予防ですが、やはり、まずリン

うだというのを見つけて続けていただくことが大

パ浮腫の予防を継続していただくということで

事です。日常生活を工夫しながら送り、何かあり

リンパ浮腫との付き合い方―予防方法と発症後の対処方法について―
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スライド 34

メッセージ

ましたらご相談いただければと思います（スライ
ド 34）。
以上になります。
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質疑応答

■ 高橋

リンパ浮腫

もうひとつあります。たとえば今日はこういう

の話だけではなく、体

会場に来てリンパ浮腫の話を聞けた方、あるいは

調全体を整えること、

がん研究センターに近いところにいるので来るこ

そのためにストレスを

とができた方は、こうしてプロフェッショナルな

避けることなど、とて

先生方の話を聞くことはできますが、日本全国に

も大事なお話だったと

はそういう方ばかりではなく、東京都内にもそう

思います。では、お二

ではない方はおられるでしょうし、東北や九州で

人の先生にご質問をど

も患者さんはいると思うのです。僕が田舎の病院

うぞ。

で働いていた時には、リンパ浮腫に対応してくれ
る先生が一人しかいなくて予約を取ろうと思って

まだ十分とは言えない患者への情報提供

も 1 ヵ月後ということは平気でありました。そ
こで医療スタッフの教育や、患者さんを取り巻く

■ 参加者 A

せっかくの機会なので質問させて

家族や社会環境に対する働きかけや教育がある

いただきます。土屋先生のお話にもリンパ浮腫に

と、色々な人たちがこのリンパ浮腫から解放され

ついて、家族それぞれの立場からの発言やアン

ることになるのではないかと思うのです。ぜひそ

ケート結果から、「なかなか相談しにくかった」、

ういう取組みと言いますか、そうしたことをやっ

あるいは「配偶者に言いにくかった」という内容

ていく責務が、このがん研究センターにはあると

がありました。鈴木師長からも、医療者になかな

思っているので、そういうことに関して今やられ

か言えずに足のむくみがひどくなってしまった方

ていること、あるいは今後の展望についいて教え

もおられたというお話がありました。病院にいる

ていただけますか。

患者さんでも、また日常生活の中でリンパ浮腫に
悩んでいる患者さんたちでも、医療者にはなかな

■ 高橋

か言いにくいという環境は実際にあると思うので

とりあえず国立がん研究センターの中でどういう

す。そういう人たちを一人でも多く上手にスク

情報提供やサポートがされているかということ。

リーニングしていく取組みや方法はあるのでしょ

それから全国的にはどういう状況かということも

うか、というのがひとつめの質問です。

併せてお願いします。

鈴木先生にお願いしてよろしいですか。

質疑応答
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■ 参加者 A
■ 鈴木

ご質問あり

ありがとうございます。ひとつだ

け意地悪な発言をさせていただくと、先ほどは医

がとうございます。当

療者に言ってくださいと言われていましたが、

院の取組みをいくつか

困っている時に直接医療者に言える人がどれだけ

紹介させていただきま

いるかと考えると少ないと思います。僕は男性で

す。こちらに通ってい

すからまず言ってもらえない方に入ると思います

らっしゃる患者さん

が、そういうところで患者さんが言いやすくなる

で、たとえば乳がんの

ような何か良い方法はないでしょうか。それから

方ですと郭清をされた

リンパ浮腫について患者団体がやっているリンパ

方、あとは放射線治療の方にもお話しできるタイ

エクササイズやセルフケアというご紹介もありま

ミングがあれば、手術後の入院中にリンパ浮腫の

したが、そういうところと連携して正しいセルフ

お話をさせていただいています。外来では患者教

ケアの方法などがよりうまく広がる方法などはい

室というリンパ浮腫の教室を実施しています。そ

かがでしょうか。

こに通っていただければ、聞きたい方はどなたで
もお聞きいただけます。そこでお話をする機会が

■ 鈴木

あり、初期徴候についてはできるだけお伝えする

りです。先生方に関しては外来でお忙しくて言え

ようにしています。また何か困ることがあればす

ずに終わってしまったという方もあるように聞い

ぐに医療者にお伝えいただくようにとはお話しし

ています。リンパ浮腫の発症のリスクが高い方と

ています。

そうでもない方もおられると思うので、とくにリ

ありがとうございます。おっしゃる通

スクが高い方に関しては、より注意深く見るよう
■ 高橋

全国の状況はいかがですか。

にはしています。たとえば看護師間で申し送りを
しています。そういう場合には、事前に拝見する

■ 鈴木

全国の状況としては、患者さんもおら

ことはできているとは思います。ただ全部が全部

れるところで申しわけないのですが、手術をされ

できているかと言いますと、そこはまだできてい

た方には、指導管理料という保険算定の問題もあ

ません。今後そこはやっていかなければいけない

りますから、リンパ浮腫についてお伝えしなけれ

ところだと考えています。

ばいけないことになっています。がんの患者さん
で郭清をされた方、婦人科系で骨盤内のリンパ節

■ 参加者 A

よろしくお願いします。

の郭清をされた方は、リンパ浮腫に関するお話は
■ 高橋

若尾先生からどうぞ。

ンパ浮腫の外来がありますのでできますが、外来

■ 若尾

ひとつだけ追加させていただきます。

がない施設の方が多いかとは思いますので難しい

前々回にこの会でお話しいただいた慶應大学病院

面があると思います。リンパ浮腫になってしまっ

のリハビリテーション教室の辻哲也先生のところ

た時の治療先を紹介する形にはなっていると思い

でリンパ浮腫のセラピストの養成をしています。

ますが、温度差はあるのが現状です。

それまでは日本にはきちんとしたセラピストの養

そこでおそらく聞いているはずだと思います。た
だその後のフォローアップは、当院に関してはリ

成がされてきませんでした。きちんとした研修を
94
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受けた方は、アメリカ

をどこまでやることなのかが、私にはまだつかめ

で研修を受けるしかな

ていません。たとえば体重を細かく測っている人

いということで、数も

がいたり、保湿だけやれば良いという人がいたり

限られていました。そ

とか、ちょっと疲れたらリンパマッサージをする

れが辻先生のところで

人がいたりと、色々な人がいます。お話しの中で

研究班の研究成果を

出てきたセルフケアは、どのレベルのものかとい

ベースにしっかりとし

うことをまとめておうかがいしたいということが

たプログラムを作り、

ひとつめの質問です。

その養成が今始まっています。しっかりとした治

2 つめは、医療用の着衣についてです。一般の

療ができる方が増えつつあるので、そういう方が

人は、市販されている普通のものを代用していた

いらっしゃる外来なども増えてきています。最初

り、それを日常生活で使っている方がいると思い

は外来に行っていただくところから入らなければ

ます。その効果と言いますか、逆に悪影響のよう

なりませんが、見つかった後の対処法は少しずつ

なものがあるとしたら教えてください。

標準的なものが広がりつつあるという現状です。
■ 高橋
■ 高橋

オープンセミナーはいつも現在進行形

の話題をいち早くとりあげることが多いのです

それでは先にセルフケアというものの

考え方について土屋先生の方からコメントはない
でしょうか。

が、本当にみなさん困っているのですね。ここに
いらっしゃれない方々も含めて、ご自身の生活の

■ 土屋

場所の近くでどのように困りごとを解決していく

の考え方としては、そ

のかは、本当に課題だと思います。

ういう言い方をするな

セルフケア

本日はお帰りのアンケートに、このように外来

ら自己管理ということ

や入院中に声を掛けてくれるとものが言いやすい

になると思いますが

というコメントやアドバイスも書いていただける

…。

と良いと思います。
■ 参加者 B

セルフ

セルフケア

ケアというのは、何があればセルフケアになるの

―初期徴候を逃さないためにまず観察を

かというところが私にはよく分らないのですが。

■ 参加者 B

■ 高橋

患者家族です。お話の中で、「日常

生活の中でやってはいけないことはない」という

何をしたらセルフケアをしたことにな

るのかということですね。

ことが聞かれて、大変心強く感じました。たとえ
ば「重い物を持つ」ということなどですが、私の

■ 参加者 B

家族の職業は、介護職なので、重いものを持てな

がもしあるのなら、それを言っていただいた方が

いと仕事ができなくなり、生活にも関わってくる

私には分かりやすいのです。

これだけはやってみてということ

ことなのでそのお言葉は、非常に良かったと心強
く思っています。ただ、セルフケアというのは何

■ 土屋

私は医療者ではないのですが、ただ言
質疑応答

�ん本.indb 95

95

2018/03/24 14:57

えることは、リンパ浮腫に関してのセルフケアの

ていないかを少し気をつけて見ていただくのが良

中でいちばん気をつけていただきたいのは、鈴木

いと思います。そう強い圧のものではないと思い

師長からもお話ししていただきましたが、初期徴

ますから、履いて気持ちが良いのであれば続けて

候を逃さないということだと思います。四肢の観

いただいても良いと思います。ただ変に食い込ん

察という言い方をしてしまいますが、腕や、初め

だり、よけいなところがむくんだりしたら少し刺

に症状が出やすい肩甲骨の後ろ、下肢の方では足

激が強い可能性があると思いますので、そこは止

だけではなく下腹部の周り、お尻のあたりも出や

める、あるいは時間を短くするという工夫をして

すいので、そういうところの兆候を逃さないこと

いただけると良いと思います。

がいちばん大事だと思います。私は研究者なので、
研究者として頑張っていかなければいけない部分

■ 高橋

ですが、本当にこれをやったら浮腫にならないと

ものでも絶対にだめではない、よく観察をしなが

いう、エビデンスという言い方をしますが、そう

らやってくださいということですね。

それでは、一概に市販の、やや安価な

いう研究成果は出ていません。しかし浮腫の発生
原因を考えると皮膚に傷を付けてはいけない、清
潔に保たなければいけないということから考える

少しでも気になる症状があれば医療者・
看護師に声掛を

とスキンケアは大事だと思います。ただそれが必
ず 100％の予防にはつながりません。研究とい

■ 参加者 C

う視点からそこは私たちが頑張っていかなければ

のですが、私は 7 月半ばにがん研究センターの

いけない分野でもありますが、徴候を逃さないと

病院で乳がんの手術をしました。リンパ郭清をし

いうことです。もしリンパ浮腫になってしまって

ています。リンパ浮腫学会のホームページなどを

もそれを重症化させない態勢は整いつつあります

見ると 1 日の中でむくみが取れれば問題はない

から、まずは徴候を逃さないということがセルフ

とあるのですが、ほぼ毎日、挙げられているよう

ケアの第 1 歩だと私は思っています。

な初期徴候は起きます。腕が張ってくる、何かセ

まさに初期徴候のことを聞きたい

ロハンがへばりついているような感覚が、朝はな
■ 高橋

そうですね、清潔、保湿、そしてよく

くてもお昼ごろから起きてきて、夜にはその感じ

観察をするということですね。ただ、たとえばタ

が出てくるということを常に繰り返しています。

バコを吸わなくても肺がんになることがあるよう

その状態をキープしていくのであれば問題がない

に、どれだけ一生懸命に観察をしたとしても残念

のか、あるいはそれはもう完全にリンパ浮腫の第

ながらリンパ浮腫になる時もある。しかし基本的
に観察やスキンケアが大事だということはまちが
いないことだということですね。
もうひとつ、売っているものを代用品として使
うことの効果や逆効果はいかがですか。
■ 鈴木

失礼ですが足にむくみが出るというこ

とですね。市販のものに関しては、履いてみて、
膝までのものなら上のところで変にむくんだりし
96
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一歩になっていて、もう少し先のケアが必要なの
か、そのあたりをお聞きしたいのです。たまたま

誰もがどこでもリンパマッサージを
学べるように

今、こちらで治験をやっていて月に 2 回ほどは
外科の先生に診てもらっています。それで腕は

■ 高橋

触ってもらっているのですが、「うーん、ちょっ

ぞ。

それでは 4 番目に手を挙げた方、どう

とかな」というところでとどまっていて、ここ数
回は「うーん、ちょっとだね」というように言わ

■ 参加者 D

れています。それは問題がないということなのか、

ンパ節郭清をしています。主治医からリンパ浮腫

実はもう少し自分でもナーバスになった方がいい

がいつ出るか分からないから、毎日、リンパマッ

のかが分かりません。そのへんで少しアドバイス

サージをするようにと言われています。退院して

いただけたらと思いまして、お願いいたします。

からいちおうレクチャーは受けたのですが、パン

患者です。乳がんの手術をしてリ

フレットを見ながらこういうようにしてというレ
■ 鈴木

今、拝見できないので申しわけありま

クチャーで実学ではありませんでした。実際、今

せんが、術後 5 ヵ月ぐらいですね。腫れ具合な

のところリンパ浮腫は出ていないのですが、マッ

どは、場合によっては、先生にではなく看護師に

サージの強さや速度などが正しいのかどうかが

声を掛けていただければ、詳しい看護師もいたり

まったく分からないままです。それでどこかで正

しますから良いと思います。お話をうかがう限り

しいリンパ浮腫予防のマッサージを教えてくれる

では、場合によっては少し圧迫をした方が良い可

ようなところがあれば、そこに通い教えていただ

能性もなくはないと感じました。病院にいらした

きたいと思うのですが、何かそういう教室のよう

時にお声掛けいただけると良いと思います。

なものはありますか。

■ 参加者 C

■ 鈴木

ありがとうございます。実は足が

ありがとうございます。今は月に 2 回、

非常にむくんでしまった時があり、その時は、先

外来でリンパ浮腫教室を行っていて、予防的なお

生はスルーだったのですが、看護師さんは大変気

話しとマッサージのやり方を 1 時間でしていま

にしてくださり、翌週にはリンパ外来の看護師さ

す。もしよろしければそちらに来ていただけると

んにも来ていただき、急きょそこでアドバイスな

お伝えできると思います。

どもしていただき大変助かったことがあります。
大変感動したのですが、看護師さんの方にお話し

■ 参加者 D

私は違う病院なのですが。

した方が良いということですね。
■ 鈴木
■ 鈴木

もし拝見して何でもないということで

そうですか、当院に通っている方しか

お越しになれないことになっていまして…。

あれば様子を見ていただくということでもよろし
いので、心配でしたらお声掛けください。

■ 高橋

病院によっては同じようなリンパ浮腫

教室をお持ちのところもあるとは思いますが、お
■ 参加者 C
ます。

分かりました。ありがとうござい

通いの病院では看護師さんからそういう話はお聞
きになっていませんでしたか。

質疑応答
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■ 参加者 D

今のところありません。

を安心て紹介しても良いところかが分からないの
で、たとえば今出ているものの中から、これは比

■ 高橋

なるほど。

較的良いというものがあったら、先生方にご推薦
していただくだけでも、とりあえずはしっかりと

■ 参加者 A

先ほどの話と今のこととかぶるの

したものができるまでの暫定的な選択肢としては

ですが、国立がん研究センターにかかっていない

「あり」なのかもしれないなとちょっと思いまし

と受けられない、この病院の患者限定でそういう

た。こういうものであればまず調べていただける

機会がないという声が、実際に他からも挙がって

と良いと思いました。

いると思います。もちろん病院の中でやることに
関しては他病院の患者さんの受け入れはキャパシ

■ 高橋

ティの問題もあり、難しいとは思いますが、鈴木

分かりませんが、それでも絵よりは良いかとは思

師長さんなり誰かがリーダーシップをとって病院

います。

やはり画像だと圧力の微妙なところは

の枠を超えてそういう場を創ることはできないで
■ 野澤

何か解説がしてあるようです。

いう人たちの協力を得て、この人たちとだったら

■ 高橋

なるほど、色々とやることがたくさん

大丈夫というところをうまく紹介してあげること

ですね。

しょうか。病院以外にも NPO 法人などでエクサ
サイズなどをやっているところもあるので、そう

ができると、適切な距離で適切なところにみなさ
んが行けるのではないかと思います。ぜひそうし

■ 若尾

た取組みをしていただけないものでしょうか。

しれませんが、がん情報サービスのサイトに「病

こちらに来られている方はご存じかも

院を探す」というアイコンがあり、その中に「拠
■ 高橋

おそらく病院の枠を超えた試みは必要

点病院を探す・緩和ケア病棟がある病院を探す・

だと思います。すみません、今日はここがある、

リンパ浮腫外来がある病院を探す」というのがあ

こういう NPO が良いといった具体的な情報はお

ります。ただこの情報は 5 年前に研究班で調べ

伝えできないのですが、広げていこうという試み

た時のものなので少なくとも 5 年前のリストで

は実は少しずつあちこちで出ているようなので

す。その中には外部の患者さんの受け入れをして

す。国がんのアピアランス支援センターの野澤桂

いないという情報もあります。最新のものではな

子先生から手が挙がりました。どうぞ。

いですからここに載っていなくてもやっていると
ころはあると思いますが、まずそこを見ていただ

■ 野澤

こういう時

くのがひとつのヒントになると思います。今はど

代ですから今検索をし

うやってアップデートしようかと考えているとこ

て様子を見ましたら

ろなので、古い情報で申しわけありませんが、そ

「リンパ浮腫、セルフ

こは参考にしていただければと思います。

マッサージ」でも、けっ
こうユーチューブでも

■ 高橋

いくつか出ていまし

ンパ浮腫外来の有無を調べていただき、そこが外

た。ただこの中でどれ

部の患者さんを受け入れているかどうかを問い合
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わせることはできるかもしれませんね。それでは
5 番目の方どうぞ。

■ 鈴木

出産や更年期の直接影響はないが
セルフケアがそれで停滞することが問題

肌の変化と発熱に注意する
■ 高橋

■ 参加者 E

私は乳がん手術を 1 年前にして 7

そうだと思います。

あっと言う間に時間になりました。最

後のご質問に行きます。

月にリンパ浮腫が分かり、今はこうして手袋をし
ています。リスクと言われる腋窩の手術もしてい

■ 参加者 F

ませんし、年齢的にも引っかからないので、先生

くつか質問があります。2 年前に腋窩のリンパ節

にはリンパ浮腫にはならないと言われていたので

郭清をして、その年の夏に蚊に刺されたタイミン

すが、なってしまいました。なる時にはなるのだ

グで蜂窩織炎を発症しました。今年の夏にまた蚊

と思っています。本日お聞きしたいのは、妊娠を

に刺されました。今回は、蜂窩織炎にはならなかっ

望んだ場合、あるいは妊娠をした場合、出産後な

たのですが、30 分ほどで腕に蕁麻疹が広がるの

どにリンパ浮腫の状態が悪化するかどうかという

を 2 回経験しました。さらに土をいじった時に

ことです。またこれから更年期など身体の変化を

そこから菌が入ったのか湿疹も出ました。同じよ

迎える時が来ると思うのですが、そういう時にも

うに腕を使っても手術をした右手ばかりが色々な

浮腫はどうなるのかが心配しているのですが、そ

トラブルに見舞われています。リンパ浮腫の見分

こもお教えください。

け方の初期徴候の中に湿疹や蕁麻疹は入っていま

お話ありがとうございました。い

せんでしたが、見分ける時には、そういうものも
■ 鈴木

質問ありがとうございます。妊娠とリ

最初の症状として考えた方が良いのでしょうか。

ンパ浮腫は直接の関係はないと思います。ただ妊

また、そういう繰り返しもリンパ浮腫発症のリス

娠をされてお子さんが生まれた時に、お子さんを

クになっていくのでしょうか。

抱いたりするには、少し工夫をされた方がよろし

また、腰痛や肩凝りの話もありましたが、腰痛

いかと思います。ご年齢を重ねられて更年期にな

も何か関連があるのでしょうか。浮腫が心配で片

られて体調が辛い時には、先ほど土屋先生が言わ

側の上肢を上げるとか、そちらを下側にしないで

れたようにセルフケアを進めていないと、体調の

寝るとかをナーバスになってやっていましたら腰

悪化に比例して悪くなる可能性はあると思いま

痛がひどくなってしまいました。抱き枕と言いま

す。お身体と相談しながら、ご自身の中で優先順
位が高い順からセルフケアをやっていただけると
良いと思います。
■ 高橋

更年期にかかってリンパ浮腫が悪くな

ると言うよりも、更年期で体調が悪く、セルフケ
アが滞ってしまい、それでリンパ浮腫が悪くなる
ということはある。そちらの影響の方が強いとい
うことですね。
質疑応答

�ん本.indb 99

99

2018/03/24 14:57

すかボディピローを買って寝ているのですが、片

腰痛予防も無理がない程度に身体を動かす方が良

側は下にできないので、どうしても腰痛などの痛

いと腰痛のガイドラインにも出ています。昔はベッ

みにつながってしまいます。何を優先的に考えた

ドの上でじっとしていることが推奨されていまし

ら良いかをお聞きしたいと思います。

たが、近年は動かすことが大事だと言われていま
す（重症な腰痛以外）
。少し腰が痛くなってしまっ

■ 高橋

ありがとうございます。それではまず

たと思われたら、無理のないところでストレッチ

蕁麻疹とか発疹などを初期徴候と考えて良いのか

をしていただく。そうすればまた寝る時には回復

ですね。

しているかもしれません。また朝起きてすぐにや
るとぎっくり腰になってしまいますから、午後に

■ 鈴木

おそらく手術をされた側の方に出やす

なって時間ができた時にストレッチをしてみる。

いということですね。やはりそういうお肌の変化

腰については、リンパ浮腫とは少し違う、別の腰

は手術された側には出てきやすいと思います。た

痛対策をしてみるのが良いかもしれません。

だ発疹が出ても熱が出ていなければ蜂窩織炎には
つながりませんから少し様子を見ても良いと思い

■ 高橋

ます。もしそこが熱が出てくるとなりますと蜂窩

自己管理と言うくらいですから、何が良くて何が

織炎の延長だと思います。蜂窩織炎の場合は蚊に

悪いかがいちばん分かるのはご自身かもしれませ

食われたようにまだらに出る方もいらっしゃいま

ん。1 から 10 まで全部こうすると良いですと明

すのでお肌の変化と熱をあわせて見ていただける

確にお伝えすることができれば医療者もどれほど

と良いと思います。

嬉しいかと思いますが、なかなかそのようには言

ありがとうございます。セルフケアは

えません。こうやってみると良いようだというこ
■ 高橋

セルフケアですが、たしかに優先順位

があって、あれをやるとこちらが立たないという
ことも本当にあります。そのへんの考え方につい
て土屋先生からコメントをお願いします。

とを自分で観察しながら見つけることも大事かな
と思います。
今日も本当にたくさんご参加いただきありがと
うございます。ここにはがんセンターの中の人間
も外の医療者もたくさん来ているのですが、こう

■ 土屋

そうですね、負担をかけないように寝て

やってたくさんご質問をいただくと、みなさんが

いるという工夫は、患者さんからよくお聞きしま

何に悩んでいるかが分かりますので、これからの

す。リンパ浮腫とは少しはずれてしまいますが、

オープンセミナーにもたくさんご質問いただきた
いと思います。
次回は今年度最後のオープンセミナーになりま
す。1 月 24 日です。アピアランス支援センター
の藤間勝子先生に「外見を整える」について改め
てお話をいただきます。その前に 12 月 20 日に
「医療者と付き合うコツ」というテーマで公民館
カフェをやります。またぜひご参加ください。
それではお二人にまた改めて大きな拍手をお願
いします。＜拍手＞
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「第11回オープンセミナー」アンケート集計
平成29年12月5日（火）実施
受付登録者（132名） お立場（複数回答）

参加者 117名
回答者99名（回答率 84.61％）
患者・家族

医療者

61.2%

企業関係者

メディア関係者

行政関係者

8.6% 3.3%

17.1%

21.7%

その他

1.3%

アンケート集計
男性

性別

女性

11.1%

88.9%
20歳代

年齢
1.0%

12.1%

30歳代

40歳代

35.4%

60歳代

70歳代以上
33.3%

立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
NCC関係者
その他

50歳代

6.1%

12.1%

カフェを知った経由（複数回答）
68.7%
18.2%
2.0%
2.0%
7.1%
9.1%
6.1%

オープンセミナーの感想

42.4%

研究班からのメール
12.1%

友人の紹介
Facebook,Twitter

5.1%
42.4%

その他

とても良かった
50.5%

やや良かった

あまり良くなかった

全然良くなかった
31.3%
1.0%

無回答
15.2%
2.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

リンパ浮腫で悩んでいる患者さんはとても多く、どのように対応しているのか非常にわかりやすかった。
私の担当するお客様に同じ症状の方がいらっしゃり、とても勉強になりました。肩甲骨、おしりなどに初期症状が出るとは知らな
かったです。このようなセミナーは、土日が多いので、今回のような機会があるとありがたいです。どうも、ありがとうございました。
乳癌、婦人科癌以外の「その他の疾患」に対する、啓もう、保険適応への配慮が必要か？
リンパ浮腫外来で看護師さんから説明の時見せていただいた資料が今回のものだったので、プリントアウトをいただけて良かっ
た。患者個人の体験を聞けてよかった（質疑応答）
資料も充実してよかった。初期兆候のリストが参考になる。ありがとうございました。
リンパ浮腫についての理解がより深まりました。短い時間ながら中身の濃い内容でした。今後も、是非参加させていただきたいと
思います。充実の講座に参加させていただきありがとうございました。
患者さんからの質問も聞くことのできるセミナーで大変勉強になりました。
一生向き合わなければならないと思うと気が重いですが、鈴木先生の最後のメッセージ「日常生活の中で行ってはいけないことは
ありません」に励まされました。少し気がらくになりました。がん専門病院にかかっている患者さんはうらやましいです！サポート体
制が全くちがう印象です。
メカニズムや対症法など非常に具体的でわかりやすかったです。リンパ浮腫の大変さ、つらさを、メディアでも伝えてまいります。
浮腫のケアの講座は何度か出ていますが、マッサージとかでなくこういうアプローチのセミナーはなかなかないので面白かったで
す。（マッサージ、ドレナージは聞く人によってすごくばら付きがあり、どれが良いとか考え方にもばらつきがある様なので…）
地域の医療者への教育などの必要性を感じたし、浮腫に対して対応可能なスタッフが地域にも増えると良いと思いました。
セルフケアは患部周辺の観察から、ということがわかり参加して良かった。実際のリンパドレナージュの方法やセルフケアを患者
に伝えるシステムはまだできていないのかな！という印象でした。「サバイバーシップ」が充実するといいと思います。イギリスのよ
うに地域との連携がないとできませんが…
リンパ浮腫予防のマッサージの仕方のビデオがあれば良いと思う（色々な種類）（国がん等信頼出来るところが提供）
リンパ浮腫の詳細をご説明いただきありがとうございました。初期兆候、起こりやすい部位等はとても助かりました。
リンパ浮腫のセミナーは熱望していたテーマでした。やはり自分の浮腫の程度の見きわめがむずかしいです。ナーバスになりすぎ
ず、毎日のルーチンワークとしてケアを続けていきたいと思います。ありがとうございました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

肉腫サルコーマについて、脂肪腫と自己判断して悪性度が高く、後にとりかえしのつかないことになっている患者さんが増えてい
ます。肉腫の早期発見のセミナーをお願いします。
今年から新研究棟での開催となり、17:30に仕事を終えてから参加する私としては東銀座駅から近くなって有難いです。
毎回、とても役に立つ情報で助かります。今後も、がん患者さんや、周りのかかわる人達に役立つ情報提供をお願いします。次回
も楽しみにしております。
リンパの手術について聞きたかった。
個人的に乳がんの転移再発に関する講題を期待しています。
抗がん剤治療を（長く）続けていくために。「緩和」への考え方、伝え方。更年期の諸症状への対応（がんや手術をした場合も含め
その他の副作用についてもセミナーに取り入れてほしいです。
など
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