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要 旨

【目的】従来、人工血管内シャント造設後の浮腫に対し、弾性包帯を使用した圧迫療法による管理が行われてきた

が、皮膚トラブルや適切な圧迫の難しさなどの問題点が指摘されていた。本研究では、人工血管内シャント造設後

の浮腫管理に対して、弾性筒状サポート包帯である tg®grip の有用性について検討した。

【方法】急性・慢性腎障害の患者で人工血管内シャント造設を行った 10 例、自己血管内シャント造設を行った 10

例の合計 20 例を本研究対象とした。術後�日目より人工血管内シャント造設患者には tg®grip を使用し、術前後の

内シャント造設肢周径値測定と写真撮影を実施し、浮腫の経過について検討した。人工血管内シャント造設患者、

病棟看護師に tg®grip に関するアンケート調査を実施した。

【結果】人工血管内シャント造設後の上肢周径値は、tg®grip 使用下で術後�−�日目に全測定点で最大になり、

術後 9−11 日目で減少傾向がみられた。患者は入院期間中 tg®grip を継続使用し、皮膚トラブルはみられなかった。

一方、自己血管内シャント造設後の上肢周径値は、術後�日目をピークとして、その後は自然軽快した。アンケー

ト結果では、tg®grip は使用しやすく、弾性包帯よりも管理しやすいという回答が�割以上を占めた。

【結論】tg®grip は人工血管内シャント造設術後の浮腫管理に有用である可能性が示唆された。
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はじめに

わが国における慢性維持透析患者数は約 34 万人と増

加傾向にあり、その多くは血液透析を受けている1）。患

者と透析装置との間で血液循環を可能にするために患者

側に設けられるしくみが血管アクセス（vascular access：

以下 VA）であり、血液透析において患者にとって重要

なライフラインである。VAには自己の動脈と静脈を直

接つなぐ自己血管動静脈瘻（自己血管内シャント）、動

脈と静脈の間に人工血管を介在させる人工血管動静脈瘻

（人工血管内シャント）のほか、表在化動脈、短期・長

期留置カテーテルなどの種類がある。第一選択は 90％

程度の割合を占めている自己血管内シャントである

が2）、透析導入の高齢化、糖尿病や肥満症の増加などに
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より、自己血管内シャントが作成不能あるいは維持困難

となった患者が人工血管を使用しなければならないケー

スが増えてきている2）3）。

わが国で広く使用されている人工血管は expanded

polytetrafluoroethylene（ePTFE）4）で、抗血栓性に優

れ、壁が薄く柔軟性に富み、操作性がよいことで知られ

ている2）。しかし問題点として、ePTFE グラフトは非

常に気孔の多い多孔質構造が特徴であるため、移植後に

グラフトの間隙から血漿成分が皮下組織へ漏出し、内

シャント造設肢の浮腫5）や、ときには漿液腫を合併する

ことが報告されている6）。シャント造設部周囲に浮腫の

残存や悪化あるいは皮膚トラブルが生じると、創部治癒

が遅延し、透析治療導入に影響する可能性が生じる。浮

腫によって上肢の可動が制限され、日常生活への支障す

なわち日常生活動作（Activities of Daily Living：以下

ADL）が低下する可能性もある。ePTFE グラフト術後

の浮腫対策として、二期的人工血管移植術の試みも行わ

れている7）。

従来、人工血管内シャント造設術後の浮腫管理とし

て、医師や病棟看護師が入院中の一定期間、弾性包帯で

患者の圧迫固定を行っていた。しかし弾性包帯の問題点

として、巻き方によっては圧迫が不均一で皮膚への食い

込みや痛みなどの皮膚トラブルを生じるリスクを伴うこ

と、巻くことの時間的負担が大きいことがあげられてい

た。そこで、弾性包帯に代わって浮腫管理を簡便に行え

るものとして、弾性包帯よりも弱圧で着脱が容易である

弾性筒状サポート包帯の使用が検討された。

人工血管内シャント造設術後早期の浮腫管理方法につ

いて、弾性筒状サポート包帯を使用した報告はこれまで

にみられていない。弾性筒状包帯は他材との併用・補助

あるいは緩和期などには重宝であるとされ8）、国内で

は、一般的な圧迫療法が困難な症例に対して弾性筒状包

帯とウエーブスポンジ併用による簡易圧迫の研究報告9）

はみられるが、弾性筒状包帯単独での使用報告は、過去

に我々が報告したネフローゼ患者への使用の試み10）以外

はみられていない。そこで本研究では、人工血管内シャ

ント造設術後の患者に対して弾性筒状包帯を使用し、術

後の浮腫管理に対する有用性について検討した。

方 法

�．調査期間

2018 年�月〜2019 年�月

�．対象のエントリー（図�）

手稲渓仁会病院腎臓内科で治療中の急性・慢性腎障害

患者で、ePTFE グラフトを用いた人工血管内シャント

造設予定の患者 30例から、手術前に本研究の同意を取

得した。このうち、血管が細くシャントが造設できな

かった症例が�例、人工血管内シャントではなく自己血

管内シャント造設に至った症例が 15例認められた。自

己血管内シャント造設患者においては、術後早期に軽微

な創近傍の浮腫発現はみられても自然軽快することか

ら、原則的に術後の圧迫療法を継続する必要はない。そ

のため、自己血管内シャント造設患者を本研究（人工血

管内シャント造設患者の術後上肢浮腫）のコントロール
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図� 本研究対象のエントリー



群と設定した。自己血管内シャント造設 15例中 10例よ

り、コントロール群として研究介入継続の同意を得られ

た。また、人工血管内シャント造設患者 14例中、術後

�例が脱落したため、最終的に人工血管内シャント造設

患者 10例および自己血管内シャント造設患者 10例の合

計 20例を本研究対象としてエントリーした。なお、除

外基準は（�）入院中に他科での検査や治療の予定が

あった症例（シャント造設後すぐに転科のため、入院期

間が短く、予定の調査を完遂できないため）、（�）認知

症あるいは認知機能低下の症例、（�）同意が取得でき

なかった症例とした。患者背景については診療録から後

方視的に調査した。内シャント造設部位を図�に示

した。

�．tg®grip（コットン 85％、エラスティック（弾性

ゴム）10％、ポリアミド�％から作られた筒状サポート

弾性包帯）（ローマン＆ローシャー社製、ドイツ＆オー

ストリア）装着に関して

従来、シャント造設手術後には手術室で医師が内シャ

ント造設肢に弾性包帯（エラスコット®、アルケア株式

会社製、日本）を巻いて帰室し、日々の医師回診で創部

確認の際に弾性包帯を巻き直していた。医師回診時以外

に、巻いていた弾性包帯が緩んで下がったり巻き替えが

必要な場合には、病棟看護師が適宜対応していた。本研

究では、術後�日目の医師回診時に内シャント造設肢の

弾性包帯を抜去し、創部や浮腫の状態、上肢の可動性や

疼痛などを観察した。その際、人工血管内シャント造設

患者においては tg®grip 装着へ切り替える一方、自己血

管内シャント造設患者においては、何も装着せずに自然

経過観察した。tg®grip のサイズや形態、使用方法につ

いては、入院経過観察中、浮腫の状態に応じて、適宜選

択・変更した。tg®grip による皮膚トラブルの予防策と

して、患者には手術前にあらかじめ tg®grip を試着して

いただき、装着・洗濯方法や注意点、スキンケアの方法

について説明した。

�．調査項目

�）周径値測定

術前、術後�日目、退院前に内シャント造設肢の周径

値測定と写真撮影を実施した。周径値測定は、同一の検

者が同じメジャーを使用し、同一の時間帯（夕方）に

行った。退院前の測定日は、内シャント造設のみを目的

とした患者はクリティカルパスで手術後約�週間前後で

の退院が多いため、術後�−�日目頃に行った。入院中

に透析導入となり入院期間が延長した患者に対しては、

術後 9−11 日目にも測定を追加した。内シャント造設肢

の周径値測定部位�点（図�）は、中指（中指根元）、

手背部（中指爪の付け根より 10 cm下）、手関節部、前

腕部（肘下�cm）、肘、上腕（肘上�cm）、腋窩（肘上

16 cm）とした。患者は臥位で上肢を伸展させた体位で

周径値測定を行った。測定部位にはペンでマーキングを

行い、メジャーを皮膚に沿わせて周径値を測定した。

�）浮腫の評価

周径値測定と同一の検者が視触診を行い、上肢の外観

の左右差、圧痕テスト（指で 10秒以上圧迫し表面の圧

痕の有無を確認）を行った。視触診、周径値から総合的

に浮腫発現部位を判断した。

�）アンケート調査

①人工血管内シャント造設患者を対象に、調査期間終

了時に tg®grip の装着に関するアンケート（術前の tg®

grip の使用に関する説明の理解度、tg®grip の実際の使

用状況、使用に伴う浮腫の変化について）を実施した。
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図� 人工血管・自己血管内シャントの造設部位

図� 上肢周径部位（	点）



②病棟看護師を対象に、調査期間終了時に人工血管内

シャント造設患者に対する tg®grip を用いた術後管理に

ついて（tg®grip の使用状況、浮腫の軽減や管理のしや

すさ）アンケートを実施した。

�．倫理的配慮

所属施設の倫理委員会の承認を得た上で研究を行っ

た。研究目的や方法、参加は自由意志であること、個人

情報は保護され、収集したデータや得られた結果は本研

究以外で使用されないことを、同意書に沿って説明し同

意を得た。

�．統計学的解析

統計的解析は GraphPad Prism8 を用いた。各群の手

術前後の周径の比較は Kruskal-Wallis検定、Wilcoxon

符号付順位和検定、�群間の比較は Mann-Whitney U

検定を用い、p＜0.05 を統計学的に有意と判断した。

結 果

人工血管内シャント造設患者、自己血管内シャント造

設患者各 10 例の背景を表に示した（表 1-1，1-2）。

人工血管内シャント造設患者は男性�例、女性�例、自

己血管内シャント造設患者は男性�例、女性�例であっ

た。人工血管内シャント群、自己血管内シャント群にお

いて年齢（歳，mean±SD）はそれぞれ 73.4±6.9，

74.3±10.4、BMI（ kg/m2 ）23.0±3.9，21.6±3.4 であ

り、�群間に差を認めなかった。人工血管内シャント造

設患者、自己血管内シャント造設患者において、高血圧

合併症例はそれぞれ	例、10例と多く、糖尿病合併症

例はいずれも
例であった。原疾患は、人工血管内シャ

ント造設患者で糖尿病性腎症�例、myeloperoxidase

（MPO）−anti-neutrophil cytoplasmic antibody（ANCA）

関連腎症�例、多発性骨髄腫腎・高血圧性硬化症・腎硬

化症・IgA 腎症、不明各�例、自己血管内シャント造

設患者で糖尿病性腎症�例、高血圧性硬化症�例、IgA

腎症�例であった。全症例で内シャント造設肢は左であ

り、人工血管内シャント造設部位・形状は前腕ループ型

であった。浮腫部位は、人工血管内シャント造設患者全

例で肘から遠位であり、�例で手部〜肘に認められた。

患者からは、浮腫により肘を屈曲しにくい、手の掌握が

しにくい、手指を動かしにくいといった声がきかれた。

一方、自己血管内シャント造設患者の浮腫部位は、�例

で手部（手指、手背、手掌）、手関節であり、前腕に認

められたのは
例であった。内シャント造設肢の術後浮

腫状況を示す典型症例を図に示した（図 4-1，4-2）。

シャント造設後、入院中に血液透析を開始した症例は、

人工血管内シャント造設患者�例、自己血管内シャント

造設患者�例であった。

シャント造設手術前後の内シャント造設肢周径値の変

化を図に示した（図 5，6-1，6-2）。人工血管内シャン

ト造設患者では術後�−�日目に周径のピークがみら

れ、中指、手背、手関節、前腕、肘の
点で術後�−�

日目には術前と比べて周径が有意に増加した。一方、自

己血管内シャント造設患者では術後�日目に周径値の

ピークがみられ、手背、手関節、前腕、肘、上腕の
点

で術後�日目には術前と比べて周径が有意に増加した

（Wilcoxon符号付順位和検定）。術後�日目には自己血

管内シャント造設患者の周径実測値のうち、手関節、前

腕の�点では人工血管内シャント造設患者と比べて大き

かった。術前後の周径に関して、人工血管内シャント造

設患者では中指、手背部、手関節、前腕、肘の
点、す

なわち肘より下方で有意な変化がみられたのに対し、自

己血管内シャント造設患者では手関節に有意な変化がみ

られたが、前腕部の変化は傾向にとどまった（Krus-

kal-Wallis検定）。

手術後の内シャント造設肢に対する圧迫療法は、主に

tg®grip を使用した（図	）。人工血管内シャント造設

術後に使用した tg®grip の内容を表�に示した。術後�

日目にミトン付スリーブやグローブで手部に圧迫療法を

行った症例は
例であった。術後�日目にはスリーブで

圧迫療法を開始したが、術後経過中に手部の浮腫がみら

れ、手部に圧迫療法を追加した症例は�例であった。術

後に一貫してスリーブのみを使用した症例は�例であっ

た。tg®grip のサイズは浮腫状態に合わせてＥ〜Ｇサイ

ズが選択された。ミトン付スリーブを使用した代表症例

を図�に示した。人工血管内シャント造設術を受けた全

例で、退院まで tg®grip を含めた弾性着衣の使用を継続

できた。

tg®grip の装着・管理に関するアンケートを人工血管

内シャント造設術後患者、病棟看護師を対象に実施し、

全員から回収した。患者アンケート（図 9-1，9-2）で

は、tg®grip の装着方法や注意点の説明について 10例

中	例（90％）が「大変わかりやすかった」、「わかりや

すかった」、tg®grip の使いやすさでは 10 例中�例

（80％）が「大変使いやすかった」、「使いやすかった」

と回答した。tg®grip を装着して浮腫が「減った」のは

10例中�例（60％）であった。tg®grip の装着しやすさ

に関しては（複数回答可）、「装着しやすかった」「自由

に装着できた」という肯定的な回答が 15回答中 11回答

で得られた（73.3％）。tg®grip を使用してよかった点

あるいは困った点についての自由回答（複数回答可）で

は、「退院後も装着を続けたい」「着けていて安心した」

リンパ浮腫管理の研究と実践�巻�号（2020）
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表 1-1 患者背景（人工血管内シャント）（n＝10）

症例
年齢

（歳）
性別

術前 BMI

（kg/m2）

術前体重

（kg）

術後体重

（kg）
原疾患

内シャント

造設肢

シャント

部位・形状
浮腫部位

シャント造設前の

FDL挿入→ HD導入

シャント造設後の

入院中HD導入

1 88 女 22.0 55.0 49.2 不明 左
前腕

ループ
手部〜肘 ○ ○

2 81 男 28.5 70.5 68.9
MPO-ANCA

関連腎症
左

前腕

ループ
手部〜肘 − −

3 80 女 22.0 46.5 43.4
MPO-ANCA

関連腎症
左

前腕

ループ
前腕〜肘 ○ ○

4 79 女 27.7 54.5 42.8
多発性

骨髄腫腎
左

前腕

ループ
手部〜肘 − −

5 78 男 21.0 59.9 58.0
糖尿病性

腎症
左

前腕

ループ
手部〜肘 − ○

6 78 女 18.5 54.0 51.4
高血圧性

腎硬化症
左

前腕

ループ
手関節〜肘 − ○

7 70 女 19.1 37.5 36.5 腎硬化症 左
前腕

ループ
手部〜肘 ○ −

8 69 女 20.2 47.3 45.1
糖尿病性

腎症
左

前腕

ループ
手部〜肘 ○ ○

9 59 男 21.5 66.8 65.5
糖尿病性

腎症
左

前腕

ループ
手部〜肘 − ○

10 52 女 30.2 70.8 67.0 IgA腎症 左
前腕

ループ
手部〜肘 − ○

・MPO-ANCA：myeloperoxidase−anti-neutrophil cytoplasmic antibody

・FDL（flexible double lumen）：中心静脈に挿入されるカテーテルであり、留置し挿入したカテーテルを使用し血液透析を実施する

・HD（Hemodialysis）：血液透析

表 1-2 患者背景（自己血管内シャント）（n＝10）

症例
年齢

（歳）
性別

術前 BMI

（kg/m2）

術前体重

（kg）

術後体重

（kg）
原疾患

内シャント

造設肢
浮腫部位

シャント造設前の

FDL挿入→ HD導入

シャント造設後の

入院中HD導入

1 85 女 19.2 41.3 42.1
高血圧性

腎硬化症
左 前腕〜肘 − −

2 84 女 20.8 41.7 38.9
高血圧性

腎硬化症
左 前腕 − ○

3 78 男 21.2 56.4 56.5 IgA腎症 左 手部〜前腕 − −

4 77 男 30.6 74.9 71.8
糖尿病性

腎症
左 前腕 − −

5 77 女 19.5 42.2 42.2 IgA腎症 左 手関節 − ○

6 73 女 19.4 49.9 45.5 IgA腎症 左 手関節 − −

7 72 男 17.8 40.9 40.6
高血圧性

腎硬化症
左 手部〜前腕 − −

8 68 男 21.5 56.1 56.9
糖尿病性

腎症
左 手部 ○ ○

9 68 男 23.4 73.1 72.0
糖尿病性

腎症
左 手部 − −

10 63 男 22.9 64.4 61.5
糖尿病性

腎症
左 手部〜手関節 − −

・FDL（flexible double lumen）：中心静脈に挿入されるカテーテルであり、留置し挿入したカテーテルを使用し血液透析を実施する

・HD（Hemodialysis）：血液透析
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図 4-1 人工血管内シャント造設症例

図 4-2 自己血管内シャント造設症例



といったよかった点の回答が 41回答中 37 回答を占めた

（90.2％）。病棟看護師アンケート（図 10）では、tg®

grip の使いやすさでは 20例中 18例（90％）が「大変

使いやすかった」、「使いやすかった」、tg®grip 装着後

の皮膚トラブルについては 20 例中 12 例（60％）で

「減った」と回答した。包帯と tg®grip の管理のしやす

さの比較では、20例中 16例（80％）で「tg®grip の方

が大変管理しやすい」、「管理しやすい」と回答した。

tg®grip 装着後の患者の浮腫について、20 例中 12 例

（60％）が「大変減った」、「減った」と回答した。患者

が tg®grip を不自由なく使えていたかという問いに対し

ては、「使えていた」は 20 例中�例（10％）にとどま

り、「普通」	例（45％）、「あまり使えていなかった」

	例（45％）という結果であった。理由として、「皮膚

トラブルの確認やシャワーの時など、tg®grip を着脱す

る際に疼痛を伴っていた」、「腕のむくみが増えてサイズ

変更が必要なときに、対応が速やかに行われなかった」

「tg®grip の洗濯時あるいは滲出液による汚染時には、

tg®grip の洗い替えがなく不便であった」といった意見

が聞かれた。

考 察

＜人工血管内シャント造設肢の周径値の推移＞

人工血管内シャント造設患者では、術後�日目では前

腕〜肘で術前に比べて周径増加がみられ、術後�−�日

目には tg®grip使用下でもさらに周径が増加し、浮腫範

囲も拡大した。周径値は術後�−�日目をピークに、術

後 9−11 日目には減少傾向がみられた。人工血管内シャ

ント造設患者の内シャント造設肢浮腫の発現時期に関し

ては、術後�−�週間をピークとし、その後軽快すると

言われているが11）、手関節、前腕中央部、肘関節におい

て術後�−�日目に浮腫が増大し 14 日目には改善傾向

を認めたとの報告6）や、術後�日目がピークであった12）

との報告がある。術後はグラフト壁の間隙が肉芽組織で

徐々に充填されるのに約�週間を要すると考えられてお

り（graft healing）、この過程でグラフトの間隙から血

漿が皮下組織への漏出が止まり、次第に浮腫が軽減して

いくとされている4）。また、本研究で浮腫を患者のADL

の観点から考えると、人工血管内シャント造設術後患者

の術後�日目のADL は介助�例（全介助�例、一部介

助
例）、自立�例であり、患者は創痛もあり、ベッド

上臥位で過ごすことが多かった。病棟看護師が介助や指

導を行い、術後�−�日目までに術後�日目の介助患者

�例中�例が自立患者となった。浮腫は術後�日目には

人工血管留置部近傍の前腕〜肘の浮腫にとどまっていた

が、術後�−�日目には創痛が軽減および行動拡大とと

もに、創近傍から遠位である中指、手背、手関節も含め

上肢全体に拡大し、周径も増加した。術後 9−11 日目に

は浮腫の軽減がみられたものの、手術前のレベルまで改

善はみられなかった。Graft healing と患者ADL を考慮
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図� 手術前後の内シャント造設肢周径値（血管内シャント別）の推移（mean±SE）
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図 6-1 手術前後の内シャント造設肢周径値（測定部位別）の推移（mean±SE）

図 6-2 手術前後の内シャント造設肢周径値（測定部位別）の推移（mean±SE）



すると、術後 2週間程度は弾性物品装着が妥当ではない

かと考えられた。

＜人工血管内シャント造設後浮腫に対する圧迫療法の

効果＞

人工血管内シャント造設術後の圧迫療法に関して、術

後に弾性スリーブによる圧迫療法施行群と非施行群とを

比較したところ、圧迫療法施行群で術後の前腕周囲径は

有意に小さかった6）との報告が唯一認められている。本

研究では弾性筒状包帯である tg®grip を使用したが、弾

性スリーブに比べて圧迫力は弱いものの、長時間の装着

が可能であったことは利点のひとつと考えられた。

tg®grip を長時間装着できた理由として、（�）素材が

コットンであるため、快適に装着できること、（�）弱

圧で穏やかな圧迫であるため、着脱が簡便であること13）、

（�）過度な圧迫が加わらないため、シャント閉塞のリ

スクが少なく安心して使用できたこと、があげられる。

人工血管内シャント造設後の弾性スリーブ使用6）と tg®

grip使用との結果を比較すると、内シャント造設肢周

径値の術後経過は類似しており、tg®grip で圧迫時間が

長時間確保されたことにより、確実に間質組織の圧が上

がり組織間液の再貯留が予防され、一定の圧迫効果が得

られたのではないかと思われた。内シャント造設肢に術
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図	 手術後の圧迫療法

表� 人工血管内シャント造設術後に使用した tg®grip 内容

症例
tg® grip：形状（サイズ＊）

術後�日目（装着開始時） 術後経過中変更

1 ミトン付スリーブ（Ｆ） →

2 スリーブ（Ｆ） →ミトン付スリーブ（Ｇ）

3 スリーブ（Ｅ） →

4 スリーブ（Ｅ） →スリーブ（Ｆ）

5 スリーブ（Ｆ） →スリーブ（Ｆ）＋持参グローブ併用

6 ミトン付スリーブ（Ｅ） →

7 ミトン付スリーブ（Ｆ） →

8 ミトン付スリーブ（Ｅ） →スリーブ（Ｅ）＋グローブ（Ｆ）併用

9 スリーブ（Ｆ）＋持参グローブ併用 →

10 スリーブ（Ｇ） →ミトン付スリーブ（Ｇ）

＊tg®grip のサイズ：Ｅ（幅 8.75 cm），Ｆ（幅 10 cm），Ｇ（幅 12 cm）



後浮腫が長期間残存した場合、透析導入が遅れ、原疾患

の治療経過に影響を及ぼすことが懸念される。透析治療

の準備として、人工血管内シャント造設後に内シャント

造設肢の浮腫は最小限に抑えることは重要であると思わ

れた。

＜患者・病棟看護師へのアンケート結果＞

内シャント造設術後の浮腫管理に関して、従来は内

シャント造設肢の創部保護と浮腫抑制の目的で一貫して

弾性包帯を用いた圧迫療法が行われてきた。しかし病棟

看護師からは、弾性包帯に関する問題点として、（�）

巻くのに手間がかかること、（�）不具合が生じるたび

に巻き直さなければならないため、時間的にも精神的に

も負担であること、（�）弾性包帯の巻き方によっては、

浮腫の増悪や皮膚トラブルが起こる可能性があること、

があげられていた。実際、包帯のずれや不均一な圧迫な

どが生じ、術後の浮腫管理にやや難渋した6）との報告も

みられる。tg®grip は圧勾配がない筒状の形状である

が、周径値や浮腫状態に合わせてサイズを選択でき、

様々な形状に加工して圧迫圧を調整できる利点がある。

本研究で全対象患者が退院までの術後�−�週間程度の

期間、tg®grip を継続して装着できた点は評価できると

思われた。

一方、浮腫に対する効果という点では、tg®grip使用

により浮腫軽減効果を自覚したのは患者、病棟看護師と

もに全体の 60％であった。tg®grip の圧迫圧は単独使用

で 20mmHg を超えない弱圧のため13）、浮腫の軽減とい

う点では効果は限定されるかもしれない。しかし tg®

grip を実際に使用した患者からは、浮腫に伴う皮膚の

張り感・熱感・色調改善がみられたこと、上肢の可動域

が改善したこと、弾性包帯と比べて管理・取り扱いやす

さの点で優れており実用的であること等、おおむね高評

価のコメントが得られた。このように患者が tg®grip の

使用によって、浮腫の軽減のみにとらわれず、明確に数

値化できない部分においても良好な変化を感じたこと

は、患者が tg®grip を自主的に使用するモチベーション

につながる重要な要因になりうると思われた。

圧迫療法の合併症に関して、本研究では tg®grip 装着

による皮膚トラブルは認められず、病棟看護師のアン

ケート結果では、全体の 60％が tg®grip を装着して皮

膚トラブルが減ったと回答した。患者の中には tg®grip

を装着して痛かった、疼痛時の着脱の難しさを感じた、

緩いほうが使いやすいとの声も聞かれた。tg®grip は、

手関節部、肘部といった動きのある関節部や、生地の近

遠位端で皮膚に食い込み、強く長時間食い込むと痛みを

伴うことがあるため、使用に際してはこの点に注意を払

う必要がある。また、浮腫部位や状態の経過には個人差

リンパ浮腫管理の研究と実践�巻�号（2020）

― 22 ―

図� 人工血管内シャント造設症例の上肢浮腫の推移
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図 9-1 患者アンケート（n＝10）

図 9-2 患者アンケート（n＝10）

図 10 病棟看護師アンケート（n＝20）



があるため、圧迫を開始するタイミング、tg®grip のサ

イズ選択や形状の調整を適切に行う必要がある。症状に

合わない無理な圧迫療法は、ときに症状の悪化や炎症を

招く原因となりうる場合があるため、tg®grip を有効に

使用するためには tg®grip の特性を理解した使用方法の

指導が重要である。

本研究で tg®grip を使用した課題として、患者や病棟

看護師からは洗い替えの必要性、病棟看護師から浮腫悪

化時の対応の難しさがあげられた。洗い替えについて

は、本研究時では tg®grip をトライアル的に使用したた

め、患者には�組のみを使用していただき、洗い替えを

提供することができなかったという背景がある。本研究

結果を契機として、研究終了後には病棟に tg®grip の各

種サイズを保管し、必要時に適切に使用できるようにし

た。また、浮腫悪化時の対応については、本研究の主担

当がリンパ浮腫外来所属看護師であり、研究を行った病

棟所属ではなかったために、病棟看護師の要請に応じて

タイムリーに対応ができない場合があった。この点に関

しても、研究終了後、病棟看護師および病棟担当の理学

療法士と患者情報を共有する体制を整え、浮腫変化時に

も速やかに対応ができるようにした。本研究を契機とし

て、現在、人工血管内シャント造設後には、滲出液があ

る場合など特殊な場合を除き、tg®grip が第一選択とし

て使用されている。

＜本研究のリミテーション＞

本研究には大きく�点のリミテーションがあげられ

る。�点目は、対象数が少なかったこと、�点目は人工

血管内シャント造設患者を圧迫なし、弾性包帯群、tg®

grip群の�群にランダムに分けての比較ができなかっ

たことである。その背景として、症例数確保の困難さが

あげられる。当院腎臓内科では内シャント造設手術が積

極的に行われているが、自己血管内シャント造設患者が

多数を占め、人工血管内シャント造設患者は少数であ

る。人工血管内シャント造設予定であっても最終的に自

己血管内シャント造設に至ったり、高齢で合併症の多い

ケースでは研究の同意を得ることが難しいケースも少な

くない。人工血管内シャント造設患者数を十分得るため

には研究のエントリー期間を長期に設定する必要があっ

たが、研究主担当者が外来所属の環境で、病棟で 1年以

上の長期的研究を行うことには現実的に限界があったた

め、実施可能な症例数を想定した上で本研究を計画・実

施した。また、術後管理の点で、人工血管内シャント造

設後に弾性物品非使用群をつくることは難しい状況で

あった。理想的には、人工血管内シャント造設患者にお

いて、tg®grip の浮腫軽減効果が弾性包帯と同等以上で

あれば、今後弾性包帯から tg®gripへ切り替えていくた

めの強いエビデンスとなりえたが、本研究ではこの点に

ついては検討できなかった。�点目は術後経過観察期間

に関して、人工血管内シャント造設患者では術後 9−11

日が最後のポイントで、術前と同等の周径レベルに戻る

までの日数を追跡することはできなかった。フォロー

アップ期間として graft healing の約�週間を設定でき

ればよかったが、クリティカルパスや透析導入のタイミ

ングに個人差があったため、フォローアップ期間を揃え

られたのは限定的な期間であった。�点目は、浮腫の評

価に関しては周囲径と自覚に基づく評価であり、超音波

検査などの画像検査による評価を行っていないため、客

観的な評価とは言い難い点である。このようなリミテー

ションはあるが、本研究により、患者・看護師のいずれ

も tg®grip の特徴を理解し、実践を通して今後の使用へ

と結びついたことは、有意義であったと思われる。今後

は症例数を積み重ねて、tg®grip の最適な使用法につい

て検討する必要があると考えている。

結 論

人工血管内シャント造設後の上肢浮腫に対して、弾性

筒状サポート包帯である tg®grip を使用した。tg®grip

は長時間の装着が可能で、皮膚トラブルは認められな

かった。tg®grip は人工血管内シャント造設術後の内

シャント造設肢の浮腫管理において有用であり、従来の

弾性包帯の代用として使用できる可能性が示唆された。

本論文において、著者全員申告すべき利益相反は

ない。
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Effectiveness of the elasticated tubular support bandage for upper extremity edema

after shunt construction in an artificial blood vessel
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ABSTRACT

Aims：Traditionally, management by compression therapy using an elastic bandage has been performed for

edema after shunt construction in an artificial blood vessel. In this study, the effectiveness of tg
®
grip, an

elasticated tubular support bandage, for the management of edema after shunt construction in an artificial blood

vessel, was investigated.

Methods：In a total of 20 acute/chronic nephropathic patients（10 in a native blood vessel and 10 in an artificial

blood vessel）, were enrolled in this study. Measurement of upper extremity circumference and photographing

were performed before and after shunt construction, and the state of edema was examined during the clinical

course. A questionnaire about the tg
®
grip was administered to both the patients and ward nurses after shunt

construction in the artificial blood vessel.

Results：Upper extremity circumference with the use of the tg
®
grip reached peak values for all measurement

points 6-8 days after shunt construction in the artificial blood vessel and then showed a tendency to decrease 9-11

days after shunt construction. No skin trouble was seen during an observation period. On the other hand, the

upper extremity circumferences after shunt construction in the native blood vessel peaked one day after the

operation and decreased naturally afterward. On the questionnaire, 80% or more of the patients and ward nurses

answered that it was easier to use and manage the tg
®
grip compared to an elastic bandage.

Conclusions：The tg
®
grip appears useful for the management of edema after shunt construction in an artificial

blood vessel.

KEY WORDS：shunt construction in an artificial blood vessel，upper extremity edema，elasticated tubular

support bandage，tg®grip，compression therapy
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