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ごあいさつ

　この度、国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会 第 9回学術集会を会員の皆様

をはじめ、多くの皆様のご支援とご協力のもとここに開催できますことを心より深く感謝し厚

く御礼申し上げます。

　本研究協議会は、英国の看護学研究者モファット博士が 2009年に設立した国際リンパ浮腫

フレームワークの趣旨に賛同し、わが国において 2011年に設立されました。学術集会では、

リンパ浮腫を含む慢性浮腫（3か月以上持続する浮腫）にかかわる多職種が年 1回一堂に会し、

慢性浮腫に関する諸問題について研究・討論し、この領域の学問の発展に寄与することが期待

されています。

　第 9回学術集会では、テーマを「“ 生きる ” を支える慢性浮腫ケア」としました。リンパ浮

腫の治療管理については、様々な職種の方々による専門的アプローチと自己管理できるように

しています。一方、超高齢社会である日本においては、高齢者が少しでも自立した生活を送れ

るよう支援する必要があります。しかし、日常生活の自立度が低下している高齢者の活動性低

下・廃用性による慢性浮腫へのケアが積極的に取り組まれていない現実があります。そこで今

回は、高齢者の浮腫も視野に入れた慢性浮腫ケアの課題、そして、「浮腫とともに “ 生きる ”」

ことについて、ご参加の皆様と考える機会としたくプログラムを企画しました。

　開催地となる福井は、幸福度日本一の県として知られています。また、福井藩の伝統や独自

の文化を育み、眼鏡フレームを代表とするものづくりを大切にしているところでございます。

この福井において皆さまと幸せな時間を共有できますことを心より楽しみにしています。学術

集会に合せて、大本山永平寺、豊富な海の幸と温泉、そして恐竜たちから福井をご堪能いただ

ければ幸いです。

第9回学術集会長　佐藤　文
（福井県立大学看護福祉学部　准教授）
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日 程 表

メイン会場
8F 福井県県民ホール

示説会場
8F リハーサル室

ハンズオンセミナー会場
6F 研修室607

企業展示
8F ロビー

8：30～ 11：00

示説ポスター
理事長企画ポスター

貼付

13：05～ 13：45  

一般演題（示説）

15：30～ 17：00  

示説ポスター
撤去

8：30～ 15：30

《企業展示》

テルモ・ビーエスエヌ㈱

東洋羽毛㈱

ナック商会㈱

㈱ベーテル・プラス

《ドリンクコーナー》

東洋羽毛㈱

15：20～ 16：40  ハンズオンセミナー
すぐにできる！リンパ浮腫エコー

 演者：臺　美佐子
	 仲上豪二朗
 アシスタント：森野　良久

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

9：15～ 9：25  開会挨拶
9：25～ 9：45  会長講演
高齢者の慢性浮腫の実態と課題
演者：佐藤　文　　座長：須釜　淳子

9：45～ 10：35  教育講演
慢性浮腫の診療
演者：小川　佳宏
座長：木村恵美子

10：40～ 11：40  特別講演
高齢者の脆弱な皮膚を護る

演者：真田　弘美
座長：吉沢豊予子

13：50～ 15：10  シンポジウム
慢性浮腫患者を支えるチーム医療

座長：小林　範子
	 奥津　文子
 シンポジスト：小林　範子
	 浦井真友美
	 森野　良久
	 片山　寛次

12：00～ 13：00  ランチョンセミナー

浮腫に対する漢方治療
共催：㈱ベーテル・プラス

 演者：小川　恵子
 座長：佐藤　　文

15：30～ 16：50  県民公開講座

病に生きる

演者：大本山永平寺		監院　小林　昌道
 司会：米田　　誠

16：50～  閉会式

8：30～　受付開始
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8：30～　　受付開始

9：15～9：25 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

開会挨拶
理事長：真田　弘美（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学　教授）

9：25～9：45 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

会長講演「高齢者の慢性浮腫の実態と課題」
演　者：佐 藤　 文（福井県立大学看護福祉学部　准教授）
座　長：須釜　淳子（金沢大学新学術創成研究機構　教授）

9：45～10：35 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

教育講演「慢性浮腫の診療」
演　者：小川　佳宏（医療法人リムズクリニック　院長）
座　長：木村恵美子（青森県立保健大学健康科学部看護学科　教授）

10：40～11：40 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

特別講演「高齢者の脆弱な皮膚を護る」
演　者：真田　弘美（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学　教授）
座　長：吉沢豊予子（東北大学医学部保健学科家族支援看護学講座 ウィメンズヘルス・周産期看護学　教授）

12：00～13：00 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

ランチョンセミナー「浮腫に対する漢方治療」
共　催：株式会社ベーテル・プラス
演　者：小川　恵子（金沢大学附属病院漢方医学科　臨床教授）
司　会：佐 藤　 文（福井県立大学看護福祉学部　准教授）

プログラム
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13：50～15：10 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

シンポジウム　テーマ「慢性浮腫患者を支えるチーム医療」
座　長：小林　範子（北海道大学産婦人科　外来医長）
　　　　奥津　文子（関西看護医療大学看護学部　教授）
シンポジスト：
　　　　小林　範子（北海道大学産婦人科　外来医長）
　　　　浦井真友美（福井大学医学部附属病院　乳がん看護認定看護師）
　　　　森野　良久（かみいち総合病院　理学療法士）
　　　　片山　寛次（福井大学医学部がん専門医育成推進講座　教授）

15：20～16：40 ハンズオンセミナー会場（6F 研修室607）

ハンズオンセミナー「すぐにできる！リンパ浮腫エコー」
講　師：臺　美佐子（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座スキンケアサイエンス）
　　　　仲上豪二朗（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護技術学分野）
アシスタント：
　　　　森野　良久（かみいち総合病院　理学療法士）

示説会場（8F リハーサル室）

理事長企画
9th International Lymphoedema Framework 2019に参加して

〇仲上豪二朗1），2），臺　美佐子3），佐藤　 文4），須釜　淳子5），真田　弘美1），2）

1）東京大学大学院医学系研究科老年／創傷看護学分野
2）東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
3）東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
4）福井県立大学看護福祉学部
5）金沢大学新学術創成研究機構

リンパ浮腫管理のアウトカム実態調査：国際共同プロジェクトILF-COM
○臺　美佐子1），仲上豪二朗2），3），須釜　淳子4），真田　弘美2），3）

1）東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
2）東京大学大学院医学系研究科老年／創傷看護学分野
3）東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
4）金沢大学新学術創成研究機構

15：30～16：50 メイン会場（8F 福井県県民ホール）

県民公開講座「病に生きる」
講　師：大本山永平寺 監院　小林　昌道（福井県立大学　客員教授）
司　会：米 田　 誠（福井県立大学看護福祉学部 学部長　教授）

16：50 ～　　閉会式
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13：05～13：45 示説会場（8F リハーサル室）

一般演題（示説）

P-1 終末期にある乳がん術後リンパ浮腫患者のケア：
浮腫悪化する状況下で在宅ケアを継続できた１例

〇成田　恵子1），小野百合子1），永田　敦子1），圓山　純子1），木村恵美子2）

1）つがる西北五広域連合つがる総合病院
2）青森県立保健大学

P-2 Assessment of the skin tissue structure using an ultrasonic
diagnostic imaging device in patients undergoing open surgery

〇Oohashi Fumiya1）

1）Department of Clinical Nursing, Graduate Course of Nursing Science, Division of Health Sciences, Graduate 
School of Medical Sciences, Kanazawa University, Kanazawa, Japan

P-3 乳癌術後リンパ浮腫予防患者指導の実態調査

〇森　千奈美1）

1）福井大学医学部附属病院

P-4 Disability and physical activity of women in late pregnancy 
with physiological lower extremity oedema in Vietnam:
A cross-sectional and correlational study

〇Do Thi Lan Anh1），Mayumi Okuwa2），Junko Sugama3）

1）Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
2）Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Institute of Medical, Pharmaceutical and Health 

Science, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
3）Advanced Health Care Science Research Unit, Innovative Integrated Bio-Research Core, Institute for Frontier 

Science Initiative, Kanazawa University, Kanazawa, Japan

P-5 座位で過ごす高齢者における筒状包帯の下腿浮腫軽減効果と
生活への影響に関する症例報告

〇上田　映美1）

1）公立小松大学保健医療学部看護学科

P-6 A大学病院婦人科病棟におけるリンパ節郭清術後患者の
リンパ浮腫セルフケア習得への取り組み

○蒔田　侑子1），坂谷　真由1），藤井芽久美1），黒川　哲司2），福家　圭子1）

1）福井大学医学部附属病院
2）福井大学医学部産科婦人科
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AOSSA［アオッサ］ 福井県福井市手寄 1丁目 4番 1号

電車をご利用の方

バスをご利用の方

高速道路をご利用の方

JR福井駅東口より 徒歩 1分
えちぜん鉄道「福井」より 徒歩約 1分
福井鉄道「福井駅前」より 徒歩約 2分

「福井駅」より 徒歩約 2分

北陸自動車道「福井IC」より 約15分

営業時間／ 7:30～ 23:30
　　　　 【※23:30以降は翌7:30まで出庫できません。】
利用料金／入庫から 30分間無料
　　　　 31分から60分まで200円（以降100円／30分）
　　　　　1日最大 1,000円
　　　　　1泊料金　500円

● AOSSA地下駐車場のご案内

※駐車場・駐輪場の台数には限りがございますので、できるだけ
　公共交通機関をご利用ください。また、周辺に有料駐車場が
　ございます。

ハピリン

会場へのアクセス
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利用料金／入庫から 30分間無料
　　　　 31分から60分まで200円（以降100円／30分）
　　　　　1日最大 1,000円
　　　　　1泊料金　500円
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　　　　　1日最大 1,000円
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● AOSSA地下駐車場のご案内

※駐車場・駐輪場の台数には限りがございますので、できるだけ
　公共交通機関をご利用ください。また、周辺に有料駐車場が
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会場のご案内（AOSSA）

8F

6F

研修室607

楽屋2

楽屋3

楽屋1

楽屋4

研修室
602

研修室
601B

研修室
601C 和室B調理実習室

展望ロビー

工作実習室

和室C

研修室
601A

研修室
605

研修室
606

研修室
608

研修室
603

B A

研修室
604

福井県県民ホール

会長講演
教育講演
特別講演

ランチョンセミナー
シンポジウム
県民公開講座

メイン会場リハーサル室

示説会場

総合受付

8:30までは建物の中には入れません。

企
業
展
示

クローク 学術集会本部

シンポジスト
打ち合せ室

ハンズオンセミナー会場

レクリエーションルーム

講師控室

PC受付

ドリンクサービス

理事長企画
一般演題

会場のご案内（AOSSA）
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参加受付

　・受付は、8F福井県県民ホールホワイエにて、8：30～ 14：00まで行います。

　・ 事前参加登録の方もプログラム・抄録集とネームカードをお渡ししますので、最初にお立ち寄りください。

　・ 当日の参加費は下記の通りとなっています。学生（大学院生を含む）の方は、学生証のご提示をお願いします。

　　会員：7,000円　　非会員：8,000円　　学生：1,000円

昼　　食
　・  8F福井県県民ホールにて、ランチョンセミナー（12：00～ 13：00）が開催されます。希望者は参加受付時にチケッ

トを配布しますので、ご利用ください。昼食は十分な数をご用意しておりますが、先着順とさせていただきま

すので何卒ご了承ください。

　・会場付近にはコンビニエンスストア、飲食店等があります。

　・同会場の企業展示ブースではドリンクの無料サービスを行っております。

クローク

　・手荷物等のお預かりは、8Fリハーサル室で行います。

　・貴重品（PCを含む）、壊れやすいもの、生ものはお預かりできませんので、ご了承ください。

　・ お預かり時間は、8：30～ 17：00となります。

その他
　・お車でお越しの方は、会場周辺の駐車場をご利用ください。

　　なお、学会当日は駐車場の混雑が予想されますのでなるべく公共交通機関をご利用ください。

　・ メイン会場（8F福井県県民ホール）は、録音・撮影は禁止と致します。示説会場（8Fリハーサル室）につきま

しては、発表者の許可が得られた場合のみ撮影可と致します。

　・学術集会に関するアンケートの回収にご協力いただけますようお願い致します。

　・学術集会のプログラム・抄録集は受付にて販売しております。（1冊1,000円）

学術集会に参加される方ヘ学術集会に参加される方ヘ
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　・ポスターの掲示および撤去は下記の通りです。時間内に完了してください。

　　　 貼付　8：30～ 11：00　　撤去　15：30～ 17：00
　　　

　　※撤去時間を過ぎて残っているポスターは、学術集会側で処分いたしますのでご了承ください。

　・ 示説発表者用の受付はありません。発表されるセッションの時間に、ポスター会場内のご自身のパネルの前で

待機してください。

　　 また、示説発表は、参加者の方々とのフリートークとなります。ご自由に意見交換をしてください。

　・示説ポスター等作成要領

　　・パネル上でポスターが貼れる範囲は、「縦160㎝×横90㎝」縦長配置です。

　　・ 演題番号は、パネル上部左隅に、あらかじめ掲示（20㎝×20㎝：学会事務局準備済み）してあります。

　　・ 発表者は、本文とは別に演題番号の右横に「演題名、筆頭発表者（氏名の前に〇をつける）、共同発表者、所属」

（縦20cm×横70cm）をご準備ください。それ以外はパネル内に収まるように、ご自由に配置してください。

　　・掲示用のテープ等は、学会事務局で用意します。

　　・ ポスターの掲示がなかった場合、あるいは発表時間に発表者不在の場合は、本学会学術集会では発表しなかっ

たことになりますのでご注意ください。

学術集会に参加される方ヘ演題発表者の方へ

演題名
発表者・所属20

 c
m

16
0 

cm

20 cm 70 cm
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9：25～9：45  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）会長講演

演者プロフィール　

　慢性浮腫とは、「病因や併存疾患に関係なく体の部位に3か月以上ある浮腫（Moffat, et al., 2003）と定義されている。
慢性浮腫は、主にリンパ浮腫を示していることが多いが、高齢者の浮腫も見逃してはいけない慢性浮腫の一つであ
る。高齢者施設での浮腫保有率は、66.1％と高く浮腫を有する部位の8割以上が下肢であった（Sato,et al., 2015）。ま
た、高齢者の浮腫を前向きに調査した結果、下肢における慢性浮腫の範囲は拡大し、重症化することが明らかにし
てきた（佐藤ら，2016）。この状況が続くことで、足関節や前足部の関節可動が狭まり、転倒リスの上昇および二次
的障害の発生リスクの上昇、さらには、活動性が低下する可能性がある。
　高齢者施設では、寝たきり防止対策として日中の大半を座位ですごすことが多い。しかし、「座りきり」になって
しまっており、起居動作や歩行など下肢の筋力を使う機会が減少している。また、認知症を有する高齢者の場合には、
医療・介護者が動く機会を作り出せるよう環境調整することが重要となる。しかし、下肢浮腫の存在を把握してい
たとしても「仕方ないもの」として、浮腫を軽減するケアを積極的に実践していない現実がある。果たして、高齢
者施設等で生活する方々の下肢にある慢性浮腫をそのままにしていてよいものなのか。
　以上より、高齢者が少しでも自分の力で身の回りのことができるように、そして二次的な問題が発生しないよう
に取り組むためには、下肢における慢性浮腫を放置しておくことはできない重要な課題と考える。この課題にどう
向き合うべきかについて述べたい。
　
利益相反の有無：無

佐 藤　文（福井県立大学看護福祉学部　准教授）

高齢者の慢性浮腫の実態と課題

1988年 3月　国立奈良病院附属看護学校 卒業
1988年 4月 -2006年 11月　財団法人 天理よろづ相談所病院
1997年 7月　創傷・オストミー・失禁看護（現 :皮膚・排泄ケア）認定看護師 認定
2003年 3月　金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 修士課程　修了（修士（保健学））
2007年 1月 -2011年 3月　兵庫県看護協会 認定看護師教育課程 主任教員
2011年 4月 -2013年 3月　日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程 専任教員
2016年 3月　金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻 博士後期課程　修了（博士（保健学））
2016年 4月　福井県立大学看護福祉学部看護学科　准教授　現在に至る
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教育講演 9：45～10：35  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）

 はじめに 
　難治性慢性浮腫の代表はリンパ浮腫ですが、高齢者はその他いろいろな原因で浮腫がみられます。リンパ浮腫以
外の下肢浮腫は「疾患」ではなく、何かの原因によって生じた「症状」ですので、当然浮腫の原因が確定して治療
できれば症状は消失しますが、多くの場合完治は困難で「むくみを改善する」という対症療法が中心となります。
今回慢性浮腫の病因や治療方法について解説します。
 病因 
　動脈で全身に送られた血液は、「静脈」と「リンパ管」を通り心臓に戻ります。静脈内を流れる「血液」量は、リ
ンパ管の中を流れる「リンパ液」量よりも圧倒的に多いため、浮腫の発症には、静脈還流が悪い「静脈うっ血」が
大きくかかわっています。静脈うっ血が続くと、毛細血管から細胞間への血漿成分の漏出が多くなるため、組織間
液が増加して浮腫を発症します。
 悪化要因 
　静脈圧が上昇すると毛細血管からの漏出が増加するため、静脈還流が悪化する長時間の立位・座位は最も悪化し
やすく、肥満も大きな悪化要因です。その他薬剤で毛細血管からの漏出が増加することもあるため、内服薬が多い
高齢者はむくみやすくなるため、生活要因が大きくかかわります。
 治療方針 
　慢性浮腫の治療を始める前に、「むくみやすい生活」をしていないかどうか確認します。慢性浮腫治療の第一歩は
「むくみにくい日常生活」です。続いて対症療法の一つとして「圧迫療法」を行います。圧迫はむくみを「治す」の
ではなく「改善」させる治療です。
 圧迫療法 
　皮膚表面から圧迫すると血管周囲の組織圧を上昇させるため、毛細血管からの漏出を減少させ、重力の影響で組
織間液が患肢末梢に移動することも防げます。また下腿の筋肉による「筋肉ポンプ」効果も、圧迫した状態の方が
有効に働き静脈うっ血を改善する効果が期待できます。
 注意点 
　高齢者で圧迫療法に慣れていなければ、圧迫力が非常に弱い弾性ストッキングやチューブ包帯から開始して、「圧
迫が有効」と認識してもらいます。その後必要があれば徐々に圧迫圧を上げます。重症の浮腫やリンパ漏・皮膚潰
瘍などの合併症があれば、弾性包帯での圧迫を優先します。ただ膝関節や足関節で食い込むと静脈・リンパ管を局
所的に圧迫して逆効果になるため注意してください。
 さいごに 
　慢性浮腫の治療には日常生活の改善と圧迫療法が重要です。「今以上むくみを悪化させない」ことがむくみを改善
させることを理解してください。
 ＣＯＩ 
　メディックス株式会社顧問

小川 佳宏（医療法人　リムズ徳島クリニック　院長）

慢性浮腫の診療

演者プロフィール　
1989年 3月徳島大学医学部医学科卒業後に徳島大学心臓血管外科入局。主に血管外科・リンパ浮腫を中心に診療に従事し、
2000年に医療法人リムズ徳島クリニックを開業し現在に至る。
所属学会は、日本脈管学会（評議員）、日本静脈学会（評議員・弾性ストッキングコンダクター養成委員）、日本リンパ学会（理
事）、日本リンパ浮腫治療学会（理事）、日本リンパ浮腫学会（評議員）、日本がんサポーティブケア学会（リンパ浮腫部会）、が
んのリハビリテーション（リンパ浮腫研修委員会委員）。
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10：40～11：40  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）特別講演

　寝たきり高齢者に発生する褥瘡は、日本褥瘡学会でのガイドラインの発行と、皮膚・排泄ケア認定看護師の卓越
した予防管理技術に診療報酬が後押して、世界一低い発生率を保っている。一方、褥瘡発生率が激減したことによ
り、新しい発生要因がクローズアップされてきた。そのひとつに浮腫が挙げられる。浮腫は褥瘡発生の要因として
挙げられていたが、日本人特有のるい痩による過度の骨突出に勝る要因は無いとされ、見逃されやすい症状であった。
しかし、体圧分散寝具の目覚ましい発展と栄養状態の改善により、その対応もできてきた。つまり、褥瘡発要因の
再検討が必要になっており、今高齢者の浮腫が着目されている。
　また、褥瘡と間違われやすい皮膚障害に湿潤関連皮膚障害（Moisture Associate Dermatitis）が世界的にも着目され
ている。特に日本でも失禁関連皮膚炎（Incontinence associated dermatitis）は、高齢者に頻発している。仙骨部から
尾骨部にかけて広にがる場合もあり、褥瘡との鑑別が難しい状況となる。日本創傷・オストミー・失禁管理学会では、
IADベストプラクティスを発行し、その対策をHPなどで公開している。
　さらに最近ではスキン -テアが非常に注目を集めている。平成30年度の診療報酬の改定では、このスキン -テアは、
褥瘡発生の危険因子に含まれ、入院時に全ての患者に対して、発生の有無と既往の有無をアセスメントすることが
要件となっている。その発生率は、ともすれば褥瘡より高く、高齢者にとって看過できない問題といえる。
　以上、高齢者の皮膚には今までに着目されてこなかった IAD、スキンケアなど、さまざま対策が高齢者のスキン
ケアに必要とされている。加えて、褥瘡についても高齢者の浮腫をふくめ、防ぎきれない褥瘡など課題は山積され
ている。
　ここでは、高齢者の脆弱な皮膚をどのように護るか、そのアセスメント方法、ならびに具体的なケアについて概
説する。

利益相反の有無：無

真田 弘美

高齢者の脆弱な皮膚を護る

演者プロフィール　
東京大学大学院医学系研究科健康科学 ･看護学専攻老年看護学 /創傷看護学分野教授、博士（医学）。1979年聖路加看護大学卒
業、1987年クリーブランドクリニック聖路加分校 ETスクール修了、1989-90年イリノイ大学大学院看護学部にて研修、1987-97
年金沢大学医学部研究生 博士（医学）、1998年金沢大学医学部保健学科教授、2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学 ･
看護学専攻老年看護学分野教授、2006年より現職。2017年より東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサー
チセンター センター長兼任。日本看護科学学会、看護理工学会、国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会の理事長、
また多数の学会で理事を担っている。

（ ）東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻　
老年看護学／創傷看護学分野　グローバルナーシングリサーチセンター
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ランチョンセミナー 12：00～13：00  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）

　浮腫は、がん患者においては、リンパ節郭清（切除）手術療法、放射線治療や化学療法によって引き起こされる
副作用のひとつである。重症リンパ浮腫では蜂窩織炎発症頻度が高く、時には致死的である。組織間隙内の循環不
全のため細菌が侵入し、強い炎症が起きると、蛋白質と水分が大量に組織間隙内に出て、線維網を形成、蜂窩織炎
となる。一方、高齢者においては、加齢による筋肉量減少や活動性の低下など、多様な要因で浮腫が出現する。浮
腫を形成する疾患は、腎疾患、肝疾患、心疾患、内分泌疾患などの内部疾患から、整形外科疾患、中枢神経疾患、
および悪性腫瘍など多岐にわたり、低アルブミン血症による膠質浸透圧の低下や血漿静水圧の上昇、および毛細血
管の透過性亢進が成因である。
　漢方医学的には、浮腫は水滞と考えることが多い。水滞とは、水の過剰やうっ滞であり、日常診療でよく経験す
るものには、主に下痢などの消化器症状、頭痛などの神経症状、眩暈などの耳鼻咽喉科的症状、皮膚炎・鼻炎・気
管支喘息などのアレルギー症状がある。水毒によって、組織への気血津液の供給が慢性的に不足すると、組織に障
害が起こり、不可逆的になる場合もある。このため、障害が軽度である段階の方が治癒が早い。組織傷害が慢性化
した場合には、正常に機能する水、すなわち津液を補いながら利水することが必要となり、治癒に時間がかかる。
これは、浮腫が慢性化すると、リンパの還流障害や間質においてムコ多糖類が蛋白と結合沈着し、器質的変化を起
こすことでも理解できる。
　漢方医学における浮腫の治療は、利水である。利水とは、水をよく流通させること、また、水をよく利用するこ
とである。現代医学では、浮腫に対しては利尿剤を用いるが、利水剤としての漢方薬には、調節的な作用がある。
つまり、利水剤は、全体的に体内の水分が過剰である場合には利尿作用もあるが、部分的な過剰である場合には利
尿作用はなく、過剰な水（津液）を不足する場所に移動させ偏在を改善する。利水剤を用いる際に留意しなければ
ならない重要なことは、気虚（生命力である正気が足りないこと）の有無である。水を動かすべき「気」が足りな
いのに利水剤を用いても効果が少ないからである。気虚がある場合には、必ず先に補わなければならない。例えば、
高齢者では、加齢による基礎代謝量・身体活動量の低下、栄養摂取量の減少・消化機能の低下による低タンパク質
血症など、加齢により浮腫が慢性化し、重症化しやすいため、早期に病態を把握し、予防することが望ましい。こ
のような場合にも漢方医学的治療によって、予防が可能となる。
　本講演では、浮腫の治療や予防などに役立つ漢方医学的診察方法と、基本的な漢方薬、そしてその構成生薬につ
いて述べる。

小川 恵子（金沢大学附属病院　漢方医学科）

浮腫に対する漢方治療

演者プロフィール　
愛知県名古屋市生まれ

【学歴】
平成 9年　名古屋大学医学部卒業
平成 16年　 名古屋大学大学院医学研究科博士課程
　　　　　小児外科博士号取得

【職歴】
平成 9年　名古屋第一赤十字病院にて外科研修
平成 14年　名古屋大学医学部小児外科　非常勤医員
平成 17年　あいち小児保健医療総合センター　医長
平成 18年　あきば伝統医学クリニック　常勤医
平成 19年　千葉大学医学部附属病院和漢診療科　医員
平成 23年　金沢大学附属病院　和漢診療外来　特任准教授
平成 27年　同　漢方医学科　臨床教授
日本東洋医学会指導医、日本外科学会専門医、日本小児外科学会専門医
生薬ソムリエ協会理事、eBIM理事、日本東洋医学会国際委員会委員長、
日本小児外科学会評議員、日本血管腫血管奇形学会評議員

共催：株式会社ベーテル・プラス



15

13：50～15：10  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）シンポジウム

　慢性浮腫の原因となるものには、原発性リンパ浮腫、がん治療後の二次性リンパ浮腫、静脈うっ滞性浮腫、低栄
養による浮腫、高齢者の廃用性浮腫など、多岐にわたります。そして、消失しない浮腫とともに生活していかない
といけません。
　この慢性浮腫を有する方々のために、我々医療者はどのように支えていくとよいのでしょうか。この点について、
さまざまな立場から、慢性浮腫患者を支えるチーム医療についてお話いただき、ディスカッションします。

座長：小林　範子（北海道大学産婦人科 外来医長）
　　　奥津　文子（関西看護医療大学看護学部 教授）

シンポジスト：
　　　小林　範子（北海道大学産婦人科 外来医長）
　　　浦井真友美（福井大学医学部附属病院 乳がん看護認定看護師）
　　　森野　良久（かみいち総合病院 理学療法士）
　　　片山　寛次（福井大学医学部がん専門医育成推進講座 教授）

テーマ 慢性浮腫患者を支えるチーム医療
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シンポジウム 13：50～15：10  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）

　リンパ浮腫の多くはがん術後（続発性）に発症することが知られているが、リンパ浮腫外来を受診する患者が呈
する浮腫の状態や発症原因は様々である。超高齢社会であるわが国では特に、リンパ浮腫は他の慢性疾患と同様、
長期的関わりが必要な疾患と思われる。
　浮腫の病因にもよるが、浮腫が「完治」と判断でき、フォローが不要なケースは極めて少ないのが実情である。
年齢が若いうちは通院治療や自己管理も可能であるが、高齢になるにつれて通院も難しく自己管理も困難になり、
浮腫が増悪していくケースも珍しくない。また高齢で独居であり、合併症が多く自己管理ができないケースでは、
何らかの支援なくしては現実的に治療が成り立たない。医療従事者がいかに継続的に長期的に関わることができる
か、ということが、慢性浮腫の予後に多大な影響を及ぼしている。
　近隣からの通院患者は定期受診することが可能であり、患者自身での管理が難しくとも身近な家族などの支援が
得られる場合は、支援者を含めて管理方法を指導する。遠方からの通院患者は受診回数が制限されるため、自己管
理方法が習得できるような指導がより重視される。並行して、最寄りの適切な施設でフォローできるように地域連
携を行う。支援者がなく自己管理も難しい場合は、介護保険サービスの適応を検討する。要介護認定の有無を確認
し、要介護認定が行われている場合は、ケアマネージャーを通して訪問看護・リハビリの介入や、入居施設がある
場合は施設看護師への指導、地域かかりつけ医との連携など、患者にとって有用で信頼できる連携方法を模索する。
しかし、要介護認定を取得するところからサポート体制を整えなければならない場合は時間を要し、浮腫を治療し
ていくための基盤作りは容易ではないことを実感させられる。
　“北海道リンパ浮腫診療ネットワーク”は、「患者が居住する地域で、継続性のある適切な医療を受けられる」こ
とを目的として設立したが、近年では訪問看護・リハビリ対象に特化した勉強会を開催している。慢性浮腫患者が、
所属する地域で医療従事者と長く定期的に関わることは、患者の安心と浮腫の急性増悪の予防につながっている。
慢性浮腫を支えるために、地域の医療従事者の関わりは欠かせない。
　リンパ浮腫外来で抱えている慢性浮腫患者への取り組みについて、北海道の地域特性もふまえて紹介する。

シンポジスト 小林 範子（北海道大学病院　婦人科）

慢性浮腫患者を支えるために
ー北海道での取り組みー

演者プロフィール　
北海道大学病院　婦人科講師、医学博士

【職歴】
平成 6年　北海道大学医学部産婦人科入局
平成 6年　旭川厚生病院産婦人科
平成 7年　千歳市立病院産婦人科
平成 8年　函館国立病院産婦人科
平成 9年　北海道大学医学部産婦人科
平成 12年　北海道大学病院産婦人科医員

平成 17年 　Ottawa Health Research Institute (Canada) Post doctoral fellow
平成 20年 　市立札幌病院産婦人科副医長
平成 21年 　北海道大学大学院医学研究科総合女性システム学講座特任助教
平成 22年 　北海道大学病院婦人科助教
平成 25年 　北海道大学病院婦人科外来医長
平成 31年 　北海道大学病院婦人科講師
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13：50～15：10  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）シンポジウム

　リンパ浮腫とは、手術におけるリンパ節郭清や放射線治療などによってリンパ管の障害が起こり、リンパの流れ
が停滞し上肢や下肢がむくむ状態です。これは乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がん、皮膚がんなどの治療に
よる合併症の一つとなっており、治療直後から発症することもあれば10年以上経過してから発症することもありま
す。一旦発症すると完治は困難であり、適切なケアがされないままになると、症状が悪化し生活への影響が出てく
ることになります。平成20年からリンパ浮腫の重症化を予防する目的で、リンパ浮腫の病態やセルフケアに関する
指導を行うことで「リンパ浮腫指導管理料」の保険診療加算が可能となりました。さらに平成28年の診療報酬改定
では、「リンパ浮腫複合的治療料」が新設され、重症患者への複合的治療が保険診療にて可能となりました。このよ
うに、リンパ浮腫を取り巻く治療やケアの環境が変化してきており、リンパ浮腫を抱えた患者の生活への影響を軽
減する制度が整いつつあります。しかし、まだまだ、リンパ浮腫患者にとって充分なサポートとは言えず、患者を
取り巻く環境や周囲の理解、医療者の理解についても課題が残っているのが現状です。
　当院は、リンパ浮腫を発症した患者に対し予防的指導だけでなく、リンパ浮腫に対するケアの継続が必要と考え
2013年7月から自費診療によるリンパ浮腫ケア外来を開設し毎週2回午後から行っています。患者数は、2018年度
237人（延べ人数）で、当院患者が7割、院外が約3割となっています。リンパ浮腫ケア外来では、形成外科や乳腺外科、
産婦人科と連携し、リンパ浮腫セラピスト4名でリンパ浮腫を発症した患者の診断、治療、セルフケア指導を行っ
ています。重症化した患者さんは、入院しリハビリ科と連携しケアや指導を行っています。患者さんの多くは女性
であり、医療者や周囲の理解が得られず、症状が悪化しても日常生活で家事や子育てなどの負担を強いられること
が多いのが現状です。また、乳がん患者さんなどは、術後10年経過してから発症している方もあり、リンパ浮腫へ
の指導を受けたことがないため悪化している方もいました。さらに、ケア外来患者の平均年齢は、69歳（46～ 88歳）
です。筋力低下に加え、他の疾患による影響などがあり、積極的なリンパ浮腫ケアが行えないこと、または慢性浮
腫も加わっていることが考えられ、外来での課題となってきています。
　浮腫による生活への影響を少しでも軽減し、その人らしい生きかたができるよう、栄養やリハビリ、セルフケア
への対応をチームで支えていきたいと考えます。
利益相反なし

シンポジスト 浦井 真友美（福井大学医学部附属病院　看護部　がん診療推進センター）

リンパ浮腫ケア外来の現状と課題

演者プロフィール　
1993年　福井県立短期大学卒業
1993年　福井大学医学部附属病院入職
　　　　内科病棟、眼科・口腔外科・皮膚科病棟、外科病棟勤務
2014年　がん診療推進センター勤務
2011年　乳がん看護認定看護師取得
2015年　医療リンパドレナージセラピスト（初級・中級）修了
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シンポジウム 13：50～15：10  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）

 当院における浮腫管理経過 
　当院はリンパ浮腫患者の受け入れを開始してから今年15年目を迎える。開始当初は外来治療を中心に取り組み、
その後入院治療を確立していった。また平成20年度の診療報酬改定に合わせて、リンパ浮腫患者の支援をより拡充
するために専門外来を開設した。現在では外来治療と入院治療だけでなく、訪問リハビリとして在宅生活における
浮腫管理も行っている。治療に携わる患者の疾患は、原発性リンパ浮腫、続発性リンパ浮腫、終末期の浮腫がほと
んどであったが、近年廃用性浮腫への対応依頼が年々増加している。
 廃用性浮腫管理の対応と課題 
　廃用性浮腫は、超高齢社会における本邦において避けられない身体機能の一症状と言える。当院でも廃用性浮腫
により、関節機能障害、歩行障害、日常生活動作能力低下を連鎖的にきたし、悪循環に陥っているケースが少なく
ない。高齢であるほど一度低下した能力を改善することに時間を要するため、廃用性浮腫は早い段階で管理するこ
とが望ましい。経験上ではあるが、廃用性浮腫に対して複合的治療における圧迫療法は有用であり、集中廃液は比
較的容易に可能である。しかし浮腫以外の身体機能低下も著しいことから、セルフケアに移行することが非常に難
しい。そのため、集中廃液後に状態を維持する方法が適切に実施できず、再び増悪する患者が多い。また廃用性浮
腫患者を治療するにあたって、浮腫に対して単独で治療することはほとんどない。浮腫により阻害されている活動
にアプローチしなければ、患者に有益な効果を与えることはできないと考える。アプローチの手段はケースにもよ
るが、関節可動域練習、筋力強化練習、歩行練習、日常生活動作練習、生活指導、場合によっては医療、介護福祉サー
ビスを導入する場合もある。廃用性浮腫管理の難しさは、浮腫以外に取り巻いている疾患、身体機能低下、能力低
下が必ず存在している点だと感じている。
 発表にあたって 
　今回「廃用性浮腫の対応と課題」と題して、当院における取組みを発表させて頂きます。アプローチの仕方や考
え方を経験上から検討いたしました。ご参加される方々のご意見、ご指導を頂き、浮腫管理に携わる医療従事者の
皆様の一助となるような報告が出来ればと考えています。
　この演題に関連し、開示すべき利益相反（COI）関係にある企業などはありません。

シンポジスト 森野 良久（かみいち総合病院　リハビリテーション科）

廃用性浮腫管理の対応と課題

演者プロフィール　
1989年　左下肢原発性リンパ浮腫と診断
2000年　富山医療福祉専門学校卒業
　　　　理学療法士国家資格取得
　　　　かみいち総合病院勤務
2005年　リムズ徳島クリニックにて複合的治療習得
2006年　リンパ浮腫専門外来・リハビリ部門担当
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13：50～15：10  ／  メイン会場（8F 福井県県民ホール）シンポジウム

　浮腫とは、組織間質液が増加した状態である。間質液とは、組織における細胞外液のうち血液とリンパ管の中を
流れるリンパ液を除く体液である。組織に流入する血漿は、細動脈から毛細血管を経て細静脈に流出するが、約
10％は間質からリンパ管に入って集合リンパ管、胸管を経て左鎖骨下静脈に流入する。従って、間質液の量を調整
しているのは、血液動静脈圧格差と血漿膠質浸透圧、リンパ管機能である。リンパ浮腫は、主にリンパ管の機能障
害を原因とする浮腫であり、リンパ節郭清やリンパ節転移などによる局所的障害であることが多い。
　しかし、多くの進行がん症例においては、リンパ浮腫に全身的要因も関与していることが多い。動静脈圧格差の
低下は、心不全に由来するが、より頻度の高い要因は、栄養障害による低アルブミン血症が原因の血漿膠質浸透圧
の低下である。
　従って、リンパ浮腫の予防と治療に当たっては、栄養管理も重要な役割を果たすと考えられる。
　がんの治療中に行うべき栄養管理は、欧州や日本の静脈経腸栄養学会のガイドラインでは、以下のように推奨さ
れている。
　・診断された時から食事摂取量，体重変化，BMIによるスクリーニングを行う．
　・スクリーニングで異常なら，原因精査，筋肉量，客観的栄養評価をする．
　・総カロリー需要は，健常人と同等で開始，蛋白投与量可能なら1,5gr/kg/day以上を投与．
　・糖質のエネルギー比率を下げて脂質の比率をあげる．
　・栄養障害またはリスク症例に栄養相談と栄養補助食品で摂取量増強を行う．
　・栄養相談や補食でも必要を満たさない時は経腸栄養，不可能なら静脈栄養．
　・慢性的摂取不良では可能なら在宅人工栄養を行う．
　・運動は，筋肉量，身体機能，代謝機能を保つために推奨する．
　・化学療法，放射線治療中も栄養摂取量を維持し，治療の中断を回避するため個々に栄養カウンセリングを受け

経口栄養補助食品などを利用する．
　・化学療法や放射線誘発重症粘膜炎または頭頸部または胸郭の閉塞性腫瘍においては経鼻または経皮的チューブ
を用いた経腸栄養を推奨する．

福井大学医学部附属病院における、これらガイドラインに沿った栄養管理の実際について報告する。

報告すべき利益相反はありません。

シンポジスト 片山 寛次（福井大学医学部　がん専門医育成推進講座）

浮腫のマネージメント：栄養管理

演者プロフィール　
昭和 54年 6月　金沢大学第二外科・研修医
昭和 60年 4月　富山県黒部市民病院外科医長
昭和 62年 4月　富山県高岡市民病院外科医長
昭和 63年 4月　 福井医科大学第一外科・助手
平成 4年 6月　ミネソタ大学 Visiting associate
平成 7年 4月　福井医科大学第一外科・講師
平成 12年 12月　福井医科大学手術部・助教授

平成 14年 4月　福井医科大学 NSTチェアマン併任
平成 15年 4月　福井医科大学第一外科・助教授
平成 18年 11月　福井大学医学部がん診療推進センター長・教授
平成 24年 4月　福井大学医学部附属病院　栄養部長兼任
平成 24年 10月　腫瘍病態治療学教室教授　兼任
平成 31年 4月　福井大学医学部がん専門医育成推進講座特命教授
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ハンズオンセミナー 15：20～16：40  ／  ハンズオンセミナー会場（6F 研修室607）

 概要 
　リンパ浮腫管理の重要な目標として、浮腫増悪防止と蜂窩織炎予防が挙げられます。このためには、浮腫の貯留
部位や状態を把握することが求められ、その方法として超音波画像診断装置（エコー）が期待されています。特に
近年では、エコーの機器開発が発展し、小型化・低価格化してきたことに伴い、リンパ浮腫管理への導入が可能となっ
てまいりました。
　これまで、リンパ浮腫と静脈疾患との鑑別診断としてエコーが使われてきました。本セミナーでは、その診断で
はなく皮下組織観察にフォーカスを当てた〝フィジカルアセスメント“の一つとしての方法を提案いたします。リン
パ浮腫管理に携わる医療者が、エコーを日常のケアの中で使えるようになることで、リンパ浮腫管理に活かしてい
ける日が近いうちに到来するのではないかと推測されます。これが実現すると、これまで曖昧だった問診・視診・
触診による重症度評価やケア効果評価をリアルタイムな画像評価によって明確化することで、リンパ浮腫管理の質
が向上すると期待されます。
　本セミナーは、エコーを用いたリンパ浮腫評価方法をハンズオン形式で企画いたしました。エコーの基本的な操
作方法、リンパ浮腫評価のための画像取得方法、画像の評価方法について、講義及びリンパ浮腫患肢のエコー観察
により学んでいただくことができます。
　ハンズオンでは高性能機器、タブレットタイプ、ポケットサイズの3種類のエコー機器を準備します。それぞれ
のエコーの特徴も学んでいただきながら、〝エコーを用いたリンパ浮腫評価方法″を臨床や研究の場へお持ち帰りい
ただければ幸いです。
 参考図書 
役立つ！使える！看護のエコー，編著／真田弘美・藪中幸一・野村岳志，リンパ浮腫の観察，臺美佐子，須釜淳子，
112-118ページ，株式会社　照林社，2019

臺 美佐子 1），仲上 豪二朗 2），3）

すぐにできる！リンパ浮腫エコー

1）東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
2）東京大学大学院医学系研究科老年／創傷看護学分野
3）東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
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15：20～16：40  ／  ハンズオンセミナー会場（6F 研修室607）ハンズオンセミナー

仲上 豪二朗
東京大学大学院医学系研究科老年看護学／創傷看護学分野
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター　准教授

2004年 3月　神戸大学医学部保健学科看護学専攻卒業
2007年 4月 -2009年 3月　日本学術振興会特別研究員
2009年 3月　東京大学大学院医学系研究科後期課程修了　博士（保健学）
2009年 4月　東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教
2013年 4月 -2014年 3月　カリフォルニア大学ロスアンゼルス校 Visiting Scholar 
2017年 4月　東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻准教授　現在に至る

研究の専門
　褥瘡を中心とした創傷管理の基礎研究、臨床研究、ビッグデータ解析と幅広い研究を精力的に進めている。エコーとの出会い
は 15年前で、エコーによる褥瘡深部組織の評価法の確立に貢献。多様な活動の中で得た知見や技術を活かし、エコーによるリ
ンパ浮腫評価のエビデンス構築に向けて研究を開始している。

演者プロフィール　

臺
だい

美佐子
（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス　特任講師）

2005年 3月　群馬大学医学部保健学科看護学専攻卒業
2005年 4月 -2008年 3月　慶應義塾大学病院脳神経外科（看護師）
2014年 3月　金沢大学大学院医学系研究科保健学系博士後期課程修了　博士（保健学）
2010年 11月 -2019年 3月　金沢大学医薬保健研究域保健学系助教
2018年 4月 -2019年 3月　東京大学大学院医学系研究科客員研究員兼務
2019年 4月　東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス特任講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

研究の専門
リンパ浮腫を専門とし、超音波画像診断装置（エコー）を用いたリンパ浮腫重症度評価分類、蜂窩織炎再発予防プログラム開発
といった研究に取り組んでいる。これまで徒手的リンパドレナージ前後の変化評価や蜂窩織炎罹患者の真皮構造変化といったエ
コーによるリンパ浮腫評価方法を提案。現在、リンパ浮腫管理へのエコー導入に向けて、International Summer Programや北陸リ
ンパ浮腫セラピスト茶話会などでハンズオンを行い普及活動にも積極的に携わっている。

（ ）

アシスタントプロフィール　

森野 良久
（かみいち総合病院　リハビリテーション科）

1989年　左下肢原発性リンパ浮腫と診断
2000年　富山医療福祉専門学校卒業
　　　　理学療法士国家資格取得
　　　　かみいち総合病院勤務
2005年　リムズ徳島クリニックにて複合的治療習得
2006年　リンパ浮腫専門外来・リハビリ部門担当
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テーマ「病に生きる」

講師：小林昌道 老師　 大本山 永平寺　監院　福井県立大学客員教授

司会：米田 誠 　福井県立大学看護福祉学部　教授

【日時】7 月 7 日㈰　15：30 ～ 16：50（開場 15：15 ～）

【会場】8F 福井県県民ホール

　今回の学術集会のテーマは「“生きる ” を支える慢性浮腫ケア」です。キーワードは “生きる ”、そして、これは、

どのように “人生を全うするか ”、ということに繋がると考えていいます。

　病があり「治す」ことができないとなるとその病と「ともに生きる」というシフトチェンジも必要となります。我々

医療者は、そういう方々に直面し、「何がその人らしい人生なのか」と考えながら援助しています。

　今回、大本山 永平寺 監院 小林老師に、この学術集会の公開講座として、医療者のみならず、県民のみなさまにも

“生きる ” こと、そして “人生を全うするか ”についてお話いただけないか、とご相談申し上げました。小林老師は、

ご快諾くださり、宗教家として、そして臨床人間学として「生・老・病・死」についてお話をいただけることにな

りました。

　この公開講座においでいただき、ご自身の人生について考える機会にしてみませんか？

 

県民公開講座のご案内

小
こ

   林
ばやし

   昌
しょう

   道
どう

  老師
生年月日：1963年 7月 24日
現　　職：大本山永平寺　監院
最終学歴：駒澤大学　仏教学部　禅学科

講師プロフィール

修　　行：大本山永平寺　1986～ 1989

職　　歴：大本山永平寺　2016～　監院
そ の 他：学校法人　駒沢学園　理事
　　　　　公立大学法人　福井県立大学　客員教授
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　国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会（ILFJ）の本部である International Lymphoedema Framework
は1年あるいは2年に1回カンファレンスを開催している。今回、アメリカのシカゴで行われた9th International 
Lymphoedema Framework Conference（2019年6月13日～ 15日）に ILFJ理事・事務局を代表して出席する機会を得た
ので、今注目されるリンパ浮腫管理の最新の知見や注目されているトピックスについてポスターにて紹介する。
　本カンファレンスの開催はAmerican Lymphedema Framework Project が主催し、シカゴの中心部に位置するHyatt 
Regency Chicago で行われた。参加者は世界28カ国から集い、リンパ浮腫管理に関わる医療者・研究者・リンパ浮腫
を有する方々含め総勢406名であった。
　演題は、プレナリーセッション、シンポジウム、インタラクティブセッション、コンカラントセッションアブス
トラクトセッション、ポスターセッション、オープンスペースディスカッション、ペイシャントセッションと様々
な形式で企画され、いずれのセッションにおいても会場内で活発な意見交換がなされた充実した学術集会であった。
特に、リンパ浮腫治療の最新の知見、蜂窩織炎発症要因、脂肪性浮腫の病態、原発性リンパ浮腫の診断といった内容は、
臨床・研究における注目度が非常に高く今後の成果が期待されるものであった。また、ILFの特徴である国際共同プ
ロジェクトが2つ進められており、慢性疫学調査（LIMPRINT）、リンパ浮腫アウトカム調査（ILF-COM）の成果報
告や今後の予定も紹介された。
　シカゴは多様性に富んだ魅力あふれる街であった。本ポスターで ILFカンファレンスの熱気を感じ取っていただ
き、新しいリンパ浮腫管理の潮流を感じ取っていただければ幸いである。

〇仲上 豪二朗 1），2），臺 美佐子 3），佐藤 文 4），須釜 淳子 5），真田 弘美 1），2）

9th International Lymphoedema Framework 2019に参加して

1）東京大学大学院医学系研究科老年／創傷看護学分野
2）東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
3）東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
4）福井県立大学看護福祉学部
5）金沢大学新学術創成研究機構
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　背景・目的：リンパ浮腫管理においてリンパ浮腫が改善しているのか、悪化しているのかを評価するためのアウ
トカム指標は明確にされておらず、日々のリンパ浮腫管理の評価はもとより、国際比較をする上でもその標準化が
求められている。そこで、International Lymphoedema Framework（ILF）は世界14カ国を対象としたリンパ浮腫アウ
トカム調査である ILF-Chronic Oedema Outcome Measure（ILF-COM）を策定し、日本の調査を国際リンパ浮腫フレー
ムワーク・ジャパン研究協議会（ILFJ）が担当した。本調査は2018年8月に ILF-COMプロジェクトリーダーである
Christine Moffatt教授から真田弘美 ILFJ理事長への依頼に基づくものである。目的は、ILF-COMプロジェクトの調査
フレームワークに則り、日本におけるリンパ浮腫アウトカムの実態を明らかにすることである。
方法：ILFJ理事・事務局で構成された ILF-COM調査チームを中心として、2018年10月～ 2019年2月に調査が行わ
れた。調査は無記名自記式質問紙調査項目で、リンパ浮腫管理に携わる医療者や企業を対象として ILF-COM調査チー
ムより郵送またはメール配信された。調査用紙は、ILFが作成した英語版を日本語に翻訳し、さらに手順に沿って逆
翻訳を行って内容が確認された。調査用紙は事務局に郵送・返信され、ILFが構築したSurveyMonkeyⓇにてデータ入
力、収集を行った。分析は、リンパ浮腫管理の経験の有無により各項目を比較し、カイ二乗検定あるいはFisherの
直接確率検定を行った。本プロジェクトは、金沢大学医学倫理審査委員会の承認を得て実施した。
結果：郵送または電子メールにて205名からの回答を得て分析に使用した。リンパ浮腫管理経験のある者は76名（勤
務期間中央値7年）、ない者は129名であった。リンパ浮腫管理のアウトカムとして、リンパ浮腫管理経験のあるグ
ループはないグループと比較して、ISL分類（n=42, 61% ; n=14, 11%, P=0.00）、周囲径計測（n=62, 89% ; n=52, 42%, 
P=0.00）、超音波画像診断装置（n=24, 34% ; n=8, 7%, P=0.00）が高い割合で用いられており、浮腫改善や悪化のアウ
トカムとして蜂窩織炎（n=62, 84% ; n=48, 39%,P=0.00）、生活の質の変化（n=62, 86%；n=58, 47%, P=0.00）が高い割
合で評価されていた。
考察・結論：リンパ浮腫管理で標準だと考えられていた ISL分類や周囲径計測が、リンパ浮腫管理経験の有無で使
用有無割合が大きく異なっており、リンパ浮腫管理経験のある医療者がいない施設での評価が困難である現状が示
された。超音波画像診断装置の使用が3割を超えており、今後の臨床導入への可能性がうかがわれる。さらに、蜂
窩織炎や生活の質が注目されており、これらがどのように評価されているのか、今後詳細に検討することが求めら
れる。

本演題は、9th International Lymphoedema Framework（シカゴ、2019）にて英語での示説発表をした内容である。

〇臺 美佐子 1），仲上 豪二朗 2），3），須釜 淳子 4），真田 弘美 2），3）

リンパ浮腫管理のアウトカム実態調査：
国際共同プロジェクトILF-COM

1）東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
2）東京大学大学院医学系研究科老年／創傷看護学分野
3）東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
4）金沢大学新学術創成研究機構
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 目的 
　乳がん術後右上肢リンパ浮腫発症し、がん再発し終末期となった。母親へ一連のケアを指導し、日々進行する病
状を受け入れ、在宅ケアを継続できた症例を報告する。本症例報告については、本人に文書と口頭で説明し、同意
書を得ている。
 患者紹介 
　O氏36歳　H25年5月右乳房切除＋腋窩リンパ節郭清施行。化学療法＋ホルモン療法実施。H29年再発。両上肢自
力挙上不可。予後については家族に説明された。
　リンパ浮腫はH27年右上肢に発症し、現在Ⅱa期。
 ケア内容 
　①タッチング的ML、②Bdg、③母親へのBdg指導（ウレタンシートの上に患肢を乗せ、指包帯と肘関節に食い込
まないように幅広いエラスコットを巻く）、④ケア時の体位工夫と疼痛緩和、⑤皮膚乾燥へのクリーム塗布（ベーテ
ル®）、⑥母親の不安の傾聴と励まし、⑦患者の想いを傾聴した。外来通院の強い意志があり、ケア担当者は可能な
限り対応した。
 結果・考察 
　受診毎にサイズアップし、全身苦痛の増加もあり、自宅でのケア方針をむくみ軽減よりも安楽へと転換する。自
宅での指包帯は、手指から手背の緊満が軽減され、母親が苦渋せずに継続でき、夜に患者が目覚めると、母親が包
帯を巻き直すことで再び入眠できたことを喜んだ。外来ではむくみ軽減には至らなかったが、ケア後柔らかくなっ
た患肢を見て ｢今日も来て良かった｣ と話し、ケア中、一生懸命世話してくれる母親への感謝と先の見えない不安
と死への恐怖、辛さを話し、行き場のない気持ちを吐露できた。
　在宅での母親のケアが安楽に繋がり、｢楽になった｣ と笑顔になることで、家族も笑顔になり、病状悪化の中で些
細なことに笑い合えるという時間を持てた。終末期の残された時間を在宅でどうより良く過ごすかを毎回話し合い、
ケア方法を工夫したことが、終末期の状況に負けず、患者と家族でケアを継続できた要因と考えられた。今回の演
題に対して開示すべきCOIはありません。

〇成田 恵子 1），小野 百合子 1），永田 敦子 1），圓山 純子 1），木村 恵美子 2）

終末期にある乳がん術後リンパ浮腫患者のケア：
浮腫悪化する状況下で在宅ケアを継続できた１例

1）つがる西北五広域連合つがる総合病院　　2）青森県立保健大学
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 Background/Purpose 
　Detailed management of perioperative skin injury is unknown because the effects of postoperative interstitial edema caused by 
surgical invasion of the skin tissue have not been analyzed previously. We clarified changes in the skin tissue structure after open 
surgery using an ultrasonic diagnostic imaging device.
 Materials and Methods 
　Twenty open hepatectomy patients (male:female=4:1) were enrolled. The lateral abdomen, upper arm, and lower leg 
underwent ultrasonic imaging. Measurements were performed on the day before surgery and on postoperative days 1, 3, and 
5. The (1) epidermal/dermal, (2) subcutaneous, and (3) skin [(1)+(2)] tissue thicknesses were measured. The Shapiro-Wilk test 
confirmed skin regularity. One-way analysis of variance with repeated postoperative value measurements was performed based 
on preoperative values. Variables with significant differences were analyzed using the Bonferroni method. Interstitial edema was 
further evaluated using ultrasonic imaging. Skin damage was evaluated according to date, location, and type of injury.
 Results 
　Mean patient age was 65.9±9.6 years. No findings indicated liver function impairment. Average surgery time was ≥7, and 
average anesthesia time, ≤9 h. Mean postoperative fluid balance was 2775.3±797.8 mL. Sustained thickening of the epidermal/
dermal tissue was observed at all measurement sites until postoperative day 5. The lateral abdomen exhibited subcutaneous 
and skin tissue thickening on postoperative day 1. Increased echogenicity, increased layer structure opacity, and cobblestone 
appearance were observed throughout the operation. Approximately 80% of patients experienced postoperative skin damage with 
substantial peeling; this was frequently observed in the flank. 
 Conclusion 
　Characteristics of postoperative skin tissue thickening may vary depending on the body part. Therefore, additional monitoring 
and care, such as changing skin protection methods, are required for the invasion site as well as for other sites. 
 Conflict of Interest 
　The present study was performed with a grant from the Yasuda Medical Foundation.

〇Oohashi Fumiya1）

Assessment of the skin tissue structure using an ultrasonic 
diagnostic imaging device in patients undergoing open surgery

1）Department of Clinical Nursing, Graduate Course of Nursing Science, Division of Health Sciences, 
Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
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 目的 
　乳がん術後リンパ浮腫予防指導の実態を調査し、今後のリンパ浮腫予防指導の教育に活用する。
 方法 
対　　　象：乳腺外科病棟勤務5年以上の看護師7名。
調 査 内 容：リンパ浮腫指導回数、指導内容について半構造的面接法によるインタビュー調査を行う。
分 析 方 法：インタビューで得られた内容をカテゴリー分析する。
倫理的配慮：本研究は福井大学病院看護部倫理審査委員会の承認を得て実施した。
利益相反はない。
 結果 
　インタビュー結果より8つのサブカテゴリーを導き、3個のカテゴリーを抽出した。以下、【】をカテゴリーとし、《》
をサブカテゴリ―で表す。【現在行っている指導内容】は《患肢の保護》《スキンケア》《発症時の対処》《ドレナージ》
の4個のサブカテゴリ―で構成された。【指導する際の不安】は《知識不足》《経験不足》の2個のサブカテゴリ―で
構成された。【退院後の生活を見据えた指導に必要だと思うこと】は《生活背景》《浮腫への対応》の2個のサブカ
テゴリ―で構成された。退院後の生活を見据えて指導を行っている看護師は7人中2名と半数以下であった。
 考察 
　日常生活での注意点やスキンケアの指導は行っているが、行動面での指導のみで、観察に関する内容が抽出され
なかった。より早い段階で患者が浮腫に気づくためにも、スキンケアと同時に皮膚の観察を行う必要性について説
明できる看護師への教育が必要であると考える。
　また、患者にあった個別指導を行う姿勢は伺えるが、退院後の生活を見据えた指導を行っている看護師は少なく、
今後、それらの指導も行えるようにしていく必要があると考える。加えて、リンパ浮腫セラピストなどの資格を持っ
た看護師による継続したサポートを行い、知識、経験不足など、看護師の不安を軽減していくことが必要であると
考える。
 結論 
　今後、不足している内容も含めたパンフレットを作成し、統一した指導が行えるようにする。また、すべての病
棟看護師が患者の退院後の生活背景も考えた指導を行えるよう、定期的な研修を開催し知識向上へと努めていく。

〇森 千奈美 1）

乳癌術後リンパ浮腫予防患者指導の実態調査

1）福井大学医学部附属病院
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 Background/objectives 
　Despite the frequence of Physiological lower extremity oedema in pregnancy, it is unclear how much this swelling affects to 
pregnant women. This study aimed to evaluate the relationship between disability and physical activity of late pregnant women 
with and without such oedema. 
 Methods 
　This cross-sectional and correlational study investigated 300 healthy pregnant women at 38-42 gestational weeks delivering 
at Haiphong Hospital of Obstetrics and Gynaecology, Vietnam. Oedema was assessed at 3 sites of both lower extremities: foot, 
medial malleolus, and pretibial edge. The grade of swelling at each site was based on the Fukazawa method, and oedema was 
graded as 0 to 3 for each point on one leg, and the sum was used as the oedema score. Oedema was defined as present for a score 
≥2 in at least one leg. The World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS) 12-item and the Pregnancy 
Physical Activity Questionnaire (PPAQ) were completed by all oedema and non-oedema women to evaluate the disability and 
physical activity, respectively. The Mann-Whitney test was used to compare the WHODAS and PPAQ scores between the 
oedema and non-oedema groups. Spearman’s correlation analysis was used to analyse the relationships between WHODAS and 
PPAQ scores, and between oedema severity and WHODAS and PPAQ scores. 
 Results 
　The number of women in oedema and non-oedema groups were 141 (47%), 159 (53%), respectively. WHODAS scores 
were significantly higher in the oedema group than in the non-oedema group in the following domains: total score, mobility, 
participation, getting along, and self-care. PPAQ scores were not significantly different between the groups but generally low 
especially in exercise. There were weak negative correlations between WHODAS (total score) and PPAQ (exercise, moderate 
activity) (r=-0.3, -0.28), WHODAS (mobility) and PPAQ (exercise, moderate activity) (r=-0.28, -0.32), WHODAS (life 
activities) and PPAQ (exercise) (r=-0.21), and WHODAS (self-care) and PPAQ (moderate activities) (r=-0.23) in the oedema 
group. Weak positive correlations between severity of oedema and WHODAS (total score, cognition, and participation (r=0.29, 
0.23, 0.27) were also found. Only 37.6% of women with oedema were identified and given interventions by obstetricians and 
midwifes. All interventions were advice at any oedema severity.   
 Discussions/conclusions 
　Women in late pregnancy with physiological lower extremity oedema were more likely to have disability. These results 
suggest that it is necessary to pay more attention to this swelling, to supply more advice, such as dietary salt restriction, leg 
elevation, and left-side sleeping, and specific treatments (compression, bandage, massage) to reduce lower extremity oedema. 
Recommendations for adequate exercise in pregnancy also should be implemented.    
Conflicts of interest: None

〇Do Thi Lan Anh1），Mayumi Okuwa2），Junko Sugama3）

Disability and physical activity of women in late pregnancy 
with physiological lower extremity oedema in Vietnam: 

A cross-sectional and correlational study

1）Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
2）Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Institute of Medical, Pharmaceutical and 

Health Science, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
3）Advanced Health Care Science Research Unit, Innovative Integrated Bio-Research Core, Institute for 

Frontier Science Initiative, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
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P ー 5

 目的 
　長期療養施設に入所中の座位で過ごす高齢者の多くは下腿に浮腫を持っている。しかし、現状の浮腫ケアは手間
がかかるため積極的に行われていない。高齢者も浮腫の有無で生活の質（QOL）に影響しないと考えており、浮腫
を放置している。本研究では、低圧の筒状包帯を使用することによる浮腫への効果とQOL変化に関する知見が得ら
れたため報告する。
 方法 
　対象者は特別養護老人ホームに入所する90代の女性であった。現病歴は認知症と糖尿病であり糖尿病網膜症を発
症していた。発語は少なく、傾眠状態であった。日中約10時間座位で過ごすことにより足背と下腿遠位に強い圧痕
の残る浮腫がみられた。対象者に対し、圧迫圧13mmHgの筒状包帯を3週間実施した。評価は、浮腫軽減は周囲径
測定を実施し、QOLの変化は対象者と職員へ生活の変化についてインタビューを実施した。研究は、公立小松大学
研究倫理審査の承認を得た。利益相反はない。
 結果 
　筒状包帯への拒否的な発言はみられず、研究終了まで着用を継続することができた。圧迫開始後3週間で開始前
から周囲径は右足背93.9％、左足背95.7％に減少した。右下腿体積は96.7％、左下腿82.2％に減少した。圧迫開始7日、
10日に筒状包帯がずり落ち、足首に包帯が食い込んでいた。QOL変化として、圧迫開始2日目にトイレを自力で行
おうとする行動がみられた。5日目から帰宅願望を訴えたり、タオルを巻いたりする動作がみられ、活動量や会話の
増加が認められた。活動量の増加、会話の増加は研究終了まで継続した。
 考察 
　低圧の筒状包帯による浮腫軽減の効果は十分とはいえないが、浮腫悪化防止には有効であった。今後包帯がずり
落ちないような対処をすることでさらなる浮腫軽減効果が期待できる。浮腫ケアを実施したことで活動量や会話が
増加した可能性があり、浮腫軽減によりQOL向上の可能性が示唆された。
 結論 
　低圧の筒状包帯により浮腫悪化防止の効果とQOL向上の効果が示唆された。

〇上田 映美 1）

座位で過ごす高齢者における筒状包帯の下腿浮腫軽減効果と
生活への影響に関する症例報告

1）公立小松大学保健医療学部看護学科
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 目的 
　リンパ節郭清術後の1年以内のリンパ浮腫発生率は5～ 25％と言われ、術後のQOLに影響を与える。佐藤は「リ
ンパ浮腫は早期の診断・適切な治療・セルフケアにより慢性化・重症化を予防できる」と述べている。そこでリン
パ浮腫発症や重症化を予防するため、患者自身が術後早期からセルフケアを習得し、実践できるよう取り組んだの
でここに報告する。

 方法 
　A大学病院婦人科病棟では、婦人科悪性腫瘍リンパ節郭清術を施行した患者にセルフケア指導を2008年から開始
した。具体的な指導方法は、入院時に医師からリンパ浮腫について説明があり、看護師はDVDの視聴や下肢測定（左
右大腿部付け根周囲・膝上10cm・下腿最大点・足首・足背の5点計測）を実施する。術後はドレーン抜去までに再
度DVDを視聴し、病棟で作成したパンフレットを使用してリンパ浮腫における日常生活の注意点、セルフドレナー
ジの指導を行っている。しかし、指導開始直後はリンパ浮腫に詳しいスタッフが少なく、患者の生活背景を考慮し
た指導や統一したセルフケア指導ができていないため、退院後もセルフケアを継続していた患者は少なかった。そ
こでスタッフ教育が重要と考え、事例を入れた勉強会やカンファレンス、ドレナージや弾性ストッキングの着脱体
験を行い、スタッフの知識の向上を図った。

 結果 
　スタッフの知識が向上することで、生活背景を考慮した日常生活指導や一人一人に合わせたセルフケアを患者と
共に考えることができ、退院後の生活をイメージした指導を入院中より行うことができている。そのため、退院後
も抵抗や不安なく、スムーズに継続したセルフケアを行うことができている。

 考察と結論 
　A大学病院婦人科病棟では病棟外来一元化を導入している。セルフケアの継続支援や診察時に医師と共に浮腫の
有無を確認することができ、早期にリンパ浮腫の発見・治療をすることが可能になり、重症化する患者の軽減に寄
与すると考える。
　利益相反はない。

〇蒔田 侑子 1），坂谷 真由 1），藤井 芽久美 1），黒川 哲司 2），福家 圭子 1）

A大学病院婦人科病棟におけるリンパ節郭清術後患者の
リンパ浮腫セルフケア習得への取り組み

1）福井大学医学部附属病院　　2）福井大学医学部産科婦人科
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