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リンパ浮腫の詳細な情報を示すことによって意識を向上させる。

研究を企画し実践することによってリンパ浮腫に関する知識を増や
す。

国際的で、非営利の出版物を発刊することによって、知識の普及を
目指す。

教育プログラムを作成し実践することによって、リンパ浮腫およびそ
の管理に対する理解を深める。

国際的年次大会を通して、すべての関係者がILFに貢献し影響力を発
揮する機会を持ち、異文化間で情報交換する場を提供する。

国際的なミニマムデータセットを開発しベストプラクティスを促進
し、明文化する。 

世界のすべての患者によりよい治療機会を提供する。

世界のあらゆる地域において、国家/地方/地域管理でのリンパ浮腫
管理を改善させることを目標とし、イニシアティブを発揮できるよ
うサポートする。

医療が患者および治療者の真のニーズを理解できるように支援し、改
良された診断ツールおよび治療を開発し評価する。
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本解説書は、終末期の浮腫およびそれに関連した
合併症の管理に向けたアプローチ法を臨床家に提
示することを目的としている。本解説書ではリン
パ浮腫の諸症状やそれに伴う心理的な苦痛を軽減
し、生活の質 (QOL) を改善させ、付随するリスク
を軽減するため、緩和ケアの中で多職種協働によ
るケアの精神に基づく専門的な治療的介入につい
て提示している。

世界保健機関 (WHO)i は、「緩和ケアの目標は、あ
らゆる症状を緩和し、患者が亡くなるまで、でき
るだけ活動的かつ自立的に生きるために、各個人
に対して支援することである」と述べている。終
末期の浮腫は、疾患の直接的な結果として生じる
場合と末期の病態に関連した複数の要因の結果と
して生じる場合がある。進行がんにおける浮腫は
がんの悪化を意味し、患者とその家族のどちらに
も苦痛をもたらし ii、その管理は医療従事者にとっ
て難題である。

終末期浮腫の真の有病率はすべての新規紹介患者
の約 5 〜 10% と言われているが iii、これは過小
評価されている可能性がある。我々は終末期の浮
腫の影響を正確に評価するためのミニマムデータ
セットを国際的なレベルで作製し、全ての患者が
平等に治療へのアクセスができるような終末期ケ
アを提唱していく必要がある。

緩和ケアにおける治療の目標は、通常のリンパ浮
腫治療とは異なる。治療の中心は患者であり、患
者のニーズを満たすように治療を応用し、それが
有益であったかどうかを常に吟味する。自由で誠
実なコミュニケーションとチーム作業を通じて、
リンパ浮腫セラピストは患者やその家族との意義
深い関係を作り上げることができる。セラピスト
には忍耐力および融通性が必要不可欠であり、患
者にとっては、腫脹のわずかな改善やリンパ漏の
消失でさえ大きな意味を持つ場合がある。リンパ
浮腫の治療は、終末期に浮腫を生じた患者の QOL

にも非常に大きな差をもたらす。

ケアアプローチの基本原則を Box 1 に示す。本解
説書は、リンパ浮腫管理のすべての側面に対処す
るための戦略の一環として、カナダリンパ浮腫フ
レームワークが国際リンパ浮腫フレームワーク
(ILF) と連携して作成したものである。リンパ浮腫
患者に対するケアを標準化するための国際的アプ
ローチ法を示している。 

References
i. World Health Organisation 
http://www.who.int/cancer/palliative/en/  
ii. Frid, M., Strang, P., Friedrichson, M., et al (2006) Lower Limb 
Lymphoedema (LLL): Experiences and Perceptions of cancer 
patients in the late palliative stage. Journal of Palliative Care. 
Toronto, Spring Vol 22 (1) 5-9
iii. North London Cancer Network/ Derby & Burton Cancer 
Network (2006/2010) Lymphoedema Service/ Commissioning 
Framework reviews (unpublished)
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1. はじめに

Box 1：終末期に浮腫のある患者へのケアの原則
 患者が浮腫のアセスメント・治療計画の中心にあ

る。医療従事者側の考える問題点が患者にとって
重要な問題であるとは限らない。

 浮腫のアセスメントは専門的な緩和ケアを行うた
めのアセスメントの一部である。身体的、心理的
および社会的サポートのために必要なら専門家へ
紹介を行う。

 専門的な緩和ケアを行う医療従事者は、多層包帯
法の適切なトレーニングを受けた後、終末期ので
ない浮腫のアセスメントおよび治療を行うことが
できる。 

 治療の目的は、症状を緩和し、QOLを改善させ、
浮腫に関連したリスクを軽減することである。

 家族および介護者は必要性、要望に応じて簡単で
適切な治療に協力する。

 禁忌事項に当てはまらないかを確認するために、
定期的に再アセスメントを行い、治療効果および
病態の変化を判断する。
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2. 進行がんおよび
終末期における浮腫の
病態生理および臨床像
浮腫は以下のような多くの慢性症状にみられる一
般的な臨床像である。

 進行がん

 慢性心不全

 進行神経疾患および肝疾患 

 末期腎疾患

 末期慢性呼吸器疾患

 HIV / AIDS

進行疾患のある患者の多くが経験する全身の衰弱
および虚弱のために、浮腫に対する通常の「集中
的」複合的理学療法は適さない場合がある。症状
を緩和して QOL を改善させる「緩和的」アプロー
チが必要とされ、得られるであろう有益性が起こ
りうる身体的負担を上回るように行なう。進行疾
患における浮腫は多くは複数の因子により起因す
る。関連する要因とそれらが改善可能であるかを
理解することは管理全般に影響する。進行がん患
者では、浮腫は予後不良の指標と考えられる 1。

病態生理
浮腫の蓄積は、局所の毛細血管からの濾過量がリ
ンパ流を超えると生じる。毛細血管から間質への
液体の濾過量は以下の要因によって影響される。

毛細血管内の血液と間質内の組織液との間
の静水圧勾配

 毛細血管内の血漿タンパク質 ( 間質に濾過
されない ) により拮抗する膠質浸透圧勾配

毛細血管壁の透過性

リンパ流量は以下の要因によって決定される。

リンパ系システムの機能的正常性 ( すなわ
ち、大きなリンパ管壁内の平滑筋ポンプ作
用が正常でリンパ管およびリンパ節の損傷
がないこと）

 運動時の骨格筋から生じる外的な筋ポンプ
作用

進行疾患および終末期の患者には、毛細血管濾過
量とリンパへの排液量の両方に影響を与えうる要
因が多数存在する（表 1）。

このように要因が複雑であるため、「リンパ浮腫」
より単に「浮腫」または「慢性浮腫」という用語
のほうが好まれる。あらゆる浮腫にはリンパ性の
要因が含まれているという側面はありうるが、多
くの場合、リンパ系の障害は主因ではない。進行
疾患における浮腫の代表的な要因は以下のとおり
である。

表 1：毛細血管濾過量およびリンパ流量に
影響を与える要因 

毛細血管濾過量を増加させうる要因
	 静脈圧亢進 
 局所：	外的な静脈圧迫、静脈血栓症、 
  不動状態 ( 筋ポンプ不全 )
 全身：	心不全 ( 貧血の有無に関わらず )、薬剤

 低アルブミン血症：食欲不振 / 悪液質、蛋白尿

 手術既往 / 放射線療法

 リンパ節転移

 長期的な血流量亢進 ( 高心拍出量心不全 )

 不動状態

リンパ流量を減少させうる要因

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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進行がん

 手術既往 / 放射線療法

 転移性リンパ節腫大

 不動状態

 外的な静脈圧迫 ( 下大静脈閉塞を含む )

 静脈血栓症

 薬剤

 低アルブミン血症

慢性心不全

 静脈圧亢進 ( 腹水の有無によらない )

 不動状態 

 低アルブミン血症（食欲不振 / 悪液質）

 貧血（心不全 / 静脈圧亢進を悪化させる）

進行神経疾患

 不動状態

末期腎疾患

 静脈圧亢進（「水分過負荷」）

 低アルブミン血症（蛋白尿）

 不動状態

進行肝疾患

 静脈圧亢進

  - 高アルドステロン症による「体液貯留」

  - 門脈圧亢進症＋腹水

 低アルブミン血症

 不動状態

末期慢性呼吸器疾患

 不動状態

 心不全（肺性心）

 低アルブミン血症（食欲不振 / 悪液質）

薬剤は浮腫の進行または重症度に関与する可能性
がある。以下に例を示す。

 カルシウム拮抗薬 

 コルチコステロイド 

 非ステロイド性抗炎症薬 

 性ホルモン 

 抗痙攣薬

 抗パーキンソン病薬 

 抗糖尿病薬 

 ビスフォスフォネート製剤

 がん化学療法

一方、コルチコステロイド、利尿薬、アルドステ
ロン拮抗薬などの薬剤は浮腫の管理に有用な場合
がある。

徴候および症状
浮腫の外観および臨床像は、浮腫の病因および持
続期間によって異なる。「通常の」リンパ浮腫は、
一般的にはその原因によってある限定された部位
に発生する ( 例 : 乳癌治療後の腫脹した上肢 )。初
期段階では「圧痕」を生じるが、慢性的な炎症性
変化に伴って線維化および脂肪組織沈着が起こる
と、皮下組織が硬化し、さらに強い力で押すと「圧
痕」が生じる。リンパ浮腫の典型的な皮膚変化は
以下のとおりである。

 皮膚肥厚

 角質増殖症 

 リンパ管拡張症 

 乳頭腫 

Stemmer sign( シュテンマーサイン ) が陽性の場合も
リンパ浮腫が示唆されるが、シュテンマーサインが陰
性であってもリンパ浮腫が除外されるわけではない。

進行がん患者の最大 67% が浮腫によって疼痛を経
験する。重度の四肢腫脹はより近位部の疼痛を引
き起こす可能性がある ( 例 : 下肢浮腫による股関
節痛および背部痛 )。進行がんの患者は、神経の
圧迫または破壊により神経因性疼痛を経験する場
合がある。

合併症
リンパ浮腫の最も代表的な合併症は蜂窩織炎およ
びリンパ漏 ( リンパ液の漏出 ) である。身体的依
存性の高い状態 / 不動状態、心不全および肝疾患
を伴う浮腫は広範で非常に柔らかく、「圧痕」を
生じやすいことが多い。皮膚の菲薄化、伸展、破
壊などが生じてリンパ漏を引き起こす可能性があ
る。進行した肝疾患および心疾患では、腹水が認
められる場合がある。  

進行がんおよび終末期における浮腫の病態生理および臨床像

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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進行がんおよび終末期における浮腫の病態生理および臨床像

全身の衰弱および腫脹した四肢の重さによる不動
状態は、下肢の筋ポンプの機能の低下によって浮
腫の蓄積を促進する。臨床家は深部静脈血栓症
(Deep Vein Thrombosis : DVT) のリスクを認識して
おく必要がある。DVT は浮腫によってマスクされ
る場合がある。一般的な指標は浮腫の急速な増加
である。進行がん患者における代表的な DVT の臨
床像は非対称性の両側下肢浮腫である 2。 

進行がん患者は神経の圧迫または破壊の結果とし
て神経因性疼痛を経験する場合がある。進行がん
患者の最大 67% が浮腫による疼痛を経験する 3。
重度の四肢腫脹は近位部の疼痛を引き起こす可能
性がある ( 例 : 下肢浮腫による股関節痛および背
部痛 )。

浮腫の一般的な臨床像 
局所進行乳がん
上肢および胸壁の浮腫はとくに腋窩リンパ節腫大
や胸壁浸潤を伴う局所進行性乳がんの結果生じ
る。皮膚および皮下リンパ管への腫瘍浸潤は、リ
ンパ液排出の経路を減少させ、合併する腕神経叢
障害は上肢の不動状態および浮腫のさらなる増悪
をもたらす（図 1 および 2）。  

進行骨盤内悪性腫瘍
下肢、生殖器および下腹部の浮腫は進行骨盤内悪
性腫瘍の特徴といえるかもしれない。この症状は
いわゆる「骨盤症候群」の一部であり、その他の
関連症状 ( 神経因性疼痛、膀胱痙縮、瘻、出血、
悪臭のある滲出液など ) を伴うこともある 4（図 3）。
浮腫はしばしば柔らかく、圧窩性で、胸壁まで進
展することもあり、一般的にリンパ漏が認められ
る。

進行骨盤内悪性腫瘍の浮腫の病因に関わる因子は
以下のとおりである。

治療既往 ( 手術 / 放射線療法 ) 後リンパ浮
腫

転移性骨盤内 / 傍大動脈リンパ節腫大

腫瘍による静脈圧迫

下大静脈閉塞 1

DVT

低アルブミン血症

悪性腹水 ( 癌性腹膜炎）

貧血

進行頭頚部がんにおける顔面浮腫
頭頚部がんに対する根治的放射線療法および頚部
リンパ節郭清はリンパ浮腫を引き起こすことがあ

る。これは一般に顔面の下部、とくに顎下部に生
じる。再発性疾患、とくに頚部リンパ節腫大では、
より広範で柔らかい圧窩性浮腫が生じ、眼瞼を含
む顔面全体に及ぶ場合がある（図 4）。一般に、起
床時には浮腫が悪化しているが、時間とともに若
干改善する。これは、眼瞼腫脹が減少し、体液が
頬下部および顎下部に「下降」するためである。 

図3：進行骨盤内悪性腫瘍

図1：進行浸潤性乳がん

図2：乳癌癌性
創傷

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理



図5：心不全による腫脹

図4：がんに続発する頚部腫脹
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進行がんおよび終末期における浮腫の病態生理および臨床像

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理

心不全
末梢浮腫は慢性心不全の典型的な臨床像であり、
重度の心不全患者は腹水を含む広範な浮腫を生じ
る可能性がある。多くの心不全患者は不動状態に
近いため、末梢浮腫の増悪が生じる（図 5）。状態
が悪化すると、低血圧が毛細血管濾過を減少させ
るため、むしろ浮腫が自然に改善する場合がある。

末期神経疾患
浮腫は不動状態のために起こっていることが多
く、浮腫は一般に下肢に生じ、運動性の低下に伴っ
て進行する。パーキンソン病などの疾患では、腫
脹が非対称性になり、通常は重症側に浮腫が多く
生じる。浮腫は柔らかい圧窩性浮腫であるが、疾
患の持続期間に応じてより慢性的な変化を生じる
場合がある。

末期腎疾患
末期腎疾患患者の 5 分の 1 以上が浮腫を経験する
が、透析を行っても水分過負荷の治療が困難にな
る場合がある。低アルブミン血症も関与すると考
えられる。

末期呼吸器疾患
不動状態または肺性心の患者は、広範で柔らかい
圧痕を生じる末梢浮腫を引き起こす可能性があ
る。 

末期肝疾患
患者はしばしば腹水、黄疸、肝性脳症および門脈
圧亢進症に続発する食道 / 胃静脈瘤からの出血を
生じる。低アルブミン血症も多く認められる。

結論
進行がんおよび他の末期慢性疾患における浮腫
は、病因が複雑である。関連要因を理解すれば、
より完全なアセスメントが可能になり、管理に関
する意思決定が容易になる。
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終末期には浮腫がよく認められ、患者に様々な問
題を引き起こす。これは、人生の終盤までケアの
目標を変えながらも継続的な管理を必要とする慢
性浮腫のある患者から、衰弱をもたらす症状を引
き起こす進行がんによる重度の進行性浮腫のある
患者まで多様である。いずれの場合にも、基礎疾
患や併存症状の進行性、および限られた予後から、
浮腫管理の有益性は限られている。症状の改善お
よびコントロールをできる限り進めることが重要
である。アセスメントが最初のステップである。

包括的評価と多職種協働チーム（MDT）作業 
National Institute for Health and Clinical Excellence

（NICE）の「Improving Supportive and Palliative Care 
for Adults with Cancer」ではサポーティブケア、緩
和ケア、専門的緩和ケアサービスについて説明し
ている 5。アセスメントに用いるべき重要な原則
は以下のとおりである。

患者を全人格として捉え、身体的、社会的、
心理的およびスピリチュアルケアを総合し
て対応する。

生命の長さよりは生命の質を重視する。

管理の目標は、家族や身近な人のニーズを
考慮して患者により決定されるべきであ
る。 

有効なアセスメントおよび管理のために十
分なコミュニケーションを確保する。

誰がその患者のケアに携わり初期アセスメントを
行うのかということは、基礎疾患および症状の複
雑さによって決まる。複雑でない緩和ケアのニー
ズの場合は一般医および地域の看護師が当てはま
るだろう。がんの場合の腫瘍専門医、心不全の場
合の循環器専門医などの専門家チームは、それぞ
れの立場で提供できる緩和療法がある限り継続し

て関わる。緩和ケアの専門家による緩和ケアサー
ビスは身体的、社会的、心理的、スピリチュアル
のようないずれかの複雑な問題のある患者にに対
して関わるようになる。このサービスの内容は以
下のとおりである。

各職種の緩和ケアの専門家が多職種協働
チームを構成する : ホスピスや専門緩和ケ
ア病棟 ( 入院 )、地域および病院の緩和ケ
アチーム、緩和ケアデイセンターならびに
緩和医療外来患者クリニック。

複雑で解消できない症状および心理社会的
問題にはプライマリケアチームと連携して
対処する。

緩和ケアの教育および訓練を行なう。 

緩和ケアが必要な患者のアセスメント
評価の目標は以下のことを理解することである。

1. 患者にとっての主要な問題、優先順位およ
び目標。患者にとって大きな意味がなけれ
ば専門的問題にあまり重点を置かない。

2. 浮腫の原因およびメカニズム。管理は効果
があると予想される治療介入に重点を置
く。 

3. 基礎疾患のステージおよび進行の速度。現
在の状況でも達成可能な目標を設定するこ
とが重要である。

浮腫の履歴
身体的

新しい発症か ? それとも過去にコントロー
ルされた浮腫が最近進行したものか ?

3. アセスメント：
緩和ケアモデルの
目標の優先順位決定

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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アセスメント：緩和ケアモデルの目標の優先順位決定

発生してからの期間はどれくらいか ? 増加
の速さはどれくらいか ?

改善または悪化をもたらした要因はある
か？

どんな症状が生じているか？（痛み、こわ
ばり、重たさなど）（図 6）

患者の身体的能力および日常生活にどのよ
うな影響があるか？

神経因性疼痛 ( 局所神経浸潤 )、筋骨格痛、
リンパ漏、炎症部位、蜂窩織炎などのその
他の症状があるか？

患者は、特に治療法がないだろうと考えた場合
や専門家が興味を持たないだろうと考えた場合、
すべての症状を申告しない場合がある 6。症状
の評価、測定および経過観察のために Palliative 
Care Outcome Score (POS) や Memorial Symptom 
Assessment Scale (MSAS) などのツールが使用され
ているが、実施には長時間を要することがある 7, 8。 

社会的

浮腫および疾患の進行によって身体的能力
が影響を受ける - 患者の役割 ( 親、労働者、
介護者としてなど ) にどのような影響が
あったか？

結果はどうか ? 金銭的問題はあるか ? 給付
金は適用されたか ? 患者はまだセルフケア
が実践できるか？

患者は ( 家族や友人から ) どんなサポート
を受けているか？

心理的

健康の悪化およびそれに伴って失ったもの
に対する心理的反応は患者間でも個人内で
も変動する。身体状態や生活の中での役割
の変化によって自分は無用の人間ではない
かという感情が生まれることがある。

悲哀の感情は一般的な反応であるが、うつ
病との識別が困難なことがある。Hospital 
Anxiety and Depression Scale(HADS) は 緩
和ケアにおける有用なスクリーニングツー
ルである 9。 

否認というのはひとつの適応スタイルであ
るが、本当のコミュニケーションおよびケ
アの良い環境づくりを妨げるため、専門家
はこれに慎重に対処しなければならない。

患者の既知の適応スタイル、過去の疾患に

おける経験および精神的な健康問題の既往
について尋ねることは、患者の現在の適応
状況の理解およびサポートに役立つ。

スピリチュアル

患者には様々な思考、疑問、心配事および苦
痛がある。患者は「なぜこんなことが起こる
のか ?」などの実存的な質問をする場合があ
る。

既往疾患 
悪化の原因となっている基礎疾患を理解すること
が重要である。疾患の診断、ステージおよび進行
状況はどうか ? 浮腫を引き起こした可能性のある
治療は何か ? 症状を改善させるためにどんな治療
を受けているか？

情報は色々な情報源から集めるべきである。例え
ば、患者の記憶、患者の身近な人や介護者から補
足された病歴、診療記録または患者の主治医から
得た客観的情報などである。これによって以下の
ことがわかる。

浮腫およびその他の症状の病理学的原因

進行速度および予後

患者の理解のレベル 

薬物療法
浮腫の原因となる、または悪化させる可能性のあ
る薬剤は多い 10。緩和ケアの必要があるような患
者は色々な薬剤を服用していることが多い。それ
らのうちのあるものは浮腫の発生に関与すると考
えられるため（セクション 2 を参照）、現在の薬物療
法ならびに最近中止または開始した薬剤に留意す
ることが重要である。緩和ケアにおいては様々な
症状を管理するために、ある種の浮腫を軽減する
目的でコルチコステロイド ( ステロイド ) が使用

図6：	
神経因性疼痛 

および機能障害を 
引き起こす重度の 

リンパ浮腫を 
伴う上肢

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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されている。しかし一方では、ステロイドは浮腫
を引き起こす可能性があり、長期間 ( 数週間〜数ヶ
月間 ) 服用すると非浮腫性腫脹を引き起こす可能
性もある。 

コミュニケーション
十分にコミュニケーションをとることの重要性を
過小評価してはならない。

患者の主要な心配事、恐怖および不安を理
解するために患者の話を聞く。自分の理解
が正しいかどうかを確認する。

患者がどんな情報を望んでいるかを確認す
る。詳細な情報によって安心する患者もい
れば思い悩む患者もいる。

浮腫の原因、管理および予想される結果を
患者 ( および身近な人 ) に説明し、患者ら
の理解を確認する。 

質問をする機会や懸念を伝える機会を提供
する。

親族や身近な人の理解およびニーズを評価
し、彼らによる患者のサポートに協力する。

診察
1. 治療効果のアセスメントを行う際のベース

ラインを提供し、また、将来の合併症のリ
スクを確認するために、浮腫のアセスメン
トを行う。

2. 浮腫の原因を示唆または裏付ける徴候ある
いは悪化要因を探す。

浮腫の評価の際には以下のことを考慮する。
患者の能力に応じて体積測定を行う。容積
の改善が期待できないときには測定は不要
である。

浮腫の範囲‐下肢浮腫が仙骨、体幹部また
は生殖器まで拡大していることがわかり、
管理を変更する必要性がある場合がある

（図 7）。

圧痕‐非常に柔らかいものから強い圧迫で
のみ生じる圧痕まで様々である。

皮膚状態‐菲薄化した半透明の皮膚はリン
パ漏のリスクがある。浮腫を軽減できない
場合でも、非常に軽い圧迫によって皮膚状
態が改善し、その他の合併症が予防される。

重度の浮腫による全般性の炎症と感染とを
鑑別する。

茸状腫瘍や潰瘍などの創傷 - 部位、サイズ、
深さ、組織タイプならびに出血、漏出また
は感染の痕跡に留意する（セクション6を参照）。

患者の運動 / 機能に対する影響 - 全身の脱
力、筋肉の衰弱 ( 悪液質 )、特定の神経障
害による不全麻痺などの複合的な要因に留
意する。

推定される浮腫の原因および悪化因子
腫瘍
浮腫領域の近位部に明らかな腫瘍が存在する場合
がある。位置、サイズおよび表面の皮膚の状態を
記録する。組織液の活発な移動 ( 茸状腫瘍からの
漏出の増加など ) によって皮膚病変および茸状腫
瘍が悪化する可能性がある。目に見えるリンパ流
の閉塞は血栓症の併存する可能性は否定できない。

深部静脈血栓症 (DVT)
DVT は浮腫の急増を引き起こす。四肢のうっ血ま
たは多血が生じる ( 青みを帯びる )。 

上大静脈 (SVC) および下大静脈 (IVC) の圧迫 / 浸潤
腫瘍による大静脈の圧迫または浸潤が生じたり血
栓によって閉塞が生じたりすることがある。SVC
閉塞の場合は、頭部および上肢の浮腫、うっ血お
よび胸壁静脈怒張という典型的なパターンが生じ
る。IVC 閉塞の場合は、両側性の下肢浮腫が体幹
部まで拡大し、腹壁静脈怒張を伴うというパター
ンが認められる。

肝腫大
多発転移によって生じる肝腫大は、IVC を圧迫し、
肝機能およびアルブミンレベルの低下を伴う場合
がある。黄疸はまず眼の強膜に認められる。

図7：	
婦人科癌に 

続発した 
片側腫脹

アセスメント：緩和ケアモデルの目標の優先順位決定

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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アセスメント：緩和ケアモデルの目標の優先順位決定

腹水
腹腔内への腹水貯留は腹部膨満を引き起こし、し
ばしば下肢浮腫も引き起こす。特異的な検査法「振
動濁音」および「腹水の波動」( 腹部を左右の手
ではさみ片方から腹部中心に向かってゆらすと、
反対側の手に腹水の波動を感じる ) によって腹水
の存在を確認することができる。

心不全 
原疾患の場合と併存疾患の場合がある。右 / 左心
不全の身体的徴候 ( 頚静脈圧の上昇、断続性ラ音、
仙骨部浮腫など ) を探す。

過剰な静脈内水分
末期疾患のある患者には生理的変化が生じ体液バ
ランスが変化する。体液が組織内に移動しやすく
なり、浮腫が悪化する。

臨床検査
浮腫の原因は、既往、検査および過去の検査の組
み合わせによって理解することができる。結果が
管理方法に影響を与える場合にのみ追加検査を実
施する。検査内容は以下のとおりである。

貧血、白血球増加、CRP、アルブミンおよ
び D- ダイマーに関する血液検査 

DVT の除外のための患側肢の静脈ドップ
ラースキャン

肝転移や腹水の確認と、超音波ガイド下穿
刺ドレナージのための腹部超音波

IVC/SVC の近位部の血栓または圧迫を同定
したり、疾患のステージを再評価するため
の CT スキャン
 

患者の管理目標
管理計画は、以下の項目を考慮して各患者につい
て個別に作成する。

1. 患者にとっての優先順位

2. 特定の原因メカニズムおよび悪化要因

3. 予想される浮腫および基礎疾患の進行

管理目標は個別に決定する。予後が短いほど、将
来の合併症を懸念することなく現在の問題の管理
に重点を置くことができる。たとえば、ステロイ
ドの長期的副作用は問題にならない。したがって、
現実的な目標は浮腫を減少させることよりも、そ
れ以上浮腫を増加させないようにし、さらに、リ
ンパ漏を減少させ、不快感を改善させ、身体的能
力の変化に合わせていくことをサポートすること
である。

多くの患者はオープンで「最善を望みながらも最
悪に備える」ような計画を立てることができる。
患者にとって現実的な希望と非現実的な希望が入
り混じった気持ちを表すということも普通であ
る。悪化することは認識してるが、そのことを先
立って考えているわけではない。またある人々は、
適切に援助されても、変化する健康状態に気付い
たり、それについて話し合ったりすることができ
ない。医療従事者は現実に沿ったアプローチ法を
合わせていく必要があり、予想される結果に関し
ては専門家としての現実性を保ちながらも慎重に
目標を設定していく必要がある。

結論
進行がんおよび終末期における浮腫の管理を成功
させるには、徹底的なアセスメントがキーとなる。 
緩和ケアが必要な患者の総合アセスメントの中
に、浮腫およびそれに関連した問題の有無を調べ
た結果を加える。浮腫のアセスメントおよび管理
は患者の様々なニーズを満たすように、緩和ケア
アプローチとともに応用していくべきである。患
者の希望を理解し、患者の疾患の範囲内で現実的
な目標を決定することがアセスメントプロセスの
中心となる。

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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4. 緩和ケア患者への 
CDTの適用： 
CDTによる治療を行う際の 
具体的管理法
緩和ケア患者における浮腫は、原因が複雑であり
管理が困難な場合が多い。多くの患者は下半身の
リンパ浮腫 / 混合型浮腫を呈し、管理のためのテ
クニックを必要とする。患者とその家族に心地よ
く有効な管理を約束するためには、個別に作成し
た柔軟な治療計画が不可欠である。 

CDT の各要素の基になる一般原理
複合的理学療法 (Complete/complex decongestive 
therapy: CDT) は、リンパ浮腫に包括的に対処する
ため 2 つの治療期と 5 つの治療様式が組み合わさ
れて構成される。以下の概説では標準的アプロー
チと緩和的アプローチによるケア実践の比較を示
す（図 8）。

用手的リンパドレナージ 
(Manual Lymphatic Drainage: MLD)
MLD はリンパ組織に直接刺激を与え、リンパ液の
取り込みおよび輸送を反射性に増加させる。胸管、
右リンパ本幹、本幹リンパ管などの深部リンパ構
造のうっ滞除去によってリンパ輸送がさらに改善
される（表 2）。 

弾性包帯
弾性包帯法は組織圧が上がることで浮腫を軽減す
る。前処置として MLD と組み合わせると、集合
リンパ管からのリンパの流出が加速するとともに
静脈壁から局所的に水分が吸収される（表 3）。

MLD MLD 変法

運動

運動変法

弾性包帯

弾性包帯

弾性着衣

スキンケア
感染予防

スキンケア
感染予防

セルフケア
教育

フォロー 
アップ

図 8：標準的 CDT（Foeldi 法）

集中治療期 在宅ケア期

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法

表 2：MLDの原理および効果

理論的根拠原理

リンパ流は深部リンパ管構造（筋膜下、
内臓）から筋膜上に進行する。まず流
す先のリンパ節を処置し、次に対応す
るリンパ節の領域を処置する。

中心部のうっ滞を 
除去する

リンパ産生を増加させる

リンパ管活動を上昇させる

患者をリラックスさせ、不快感を和
らげる

鎮痛（ゲート効果）

利尿作用

リンパ流量が増し、うっ滞しているリ
ンパ液がなくなる。腎機能によって過
剰水分は排泄が促進される。老廃物が
除去され、炎症および線維化が軽減さ
れる。

リンパ管活動を促進し 
維持する

一般的効果

表 3：圧迫療法の原理および効果

理論的根拠原理

非弾性包帯は弾性ストッキングのよう
な収縮性を持たない。

非弾性圧迫材料を 
使用する

 排液したリンパの逆流を抑える
 
 限外濾過による間質液の生成を 
 抑える

単層包帯では、適切に装着しない限り
すべての四肢外形に勾配を生み出すこ
とはできない。多層包帯を系統的かつ
順序良く装着すれば、体液の生成およ
び還流をコントロールできる。

圧迫勾配を生み出す

リンパ液量および過剰な水分の再吸
収を増加させる

運動中の筋 / 関節ポンプの効率を向上
させる

リンパうっ滞性線維症を機械的にや
わらげる

圧力は半径に直接関連している。張力
が一定であれば、半径が大きいほど受
ける圧力が低くなる。体液貯留、皮膚
破綻および不快感を防ぐために、四肢
の外形の異常の有無を観察する。

ラプラスの法則を 
観察する（P ＝ T/r）

「ソフトギプス」は絞扼を防ぎ、筋 / 関
節ポンプを作動させて、より快適に、
線維化を軽減する。

高い動作圧と低い 
静止圧を生み出す

QOL、整容性および運動
の自由度を改善させる

一般的効果

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法

運動
筋肉および関節によって生み出される力は、体液
の流れを促進し、軟部組織にも影響を与える。活
動中またはプログラムされた運動療法中は弾性包
帯を用いる（表 4）。

スキンケア 
浮腫のある身体部位では皮膚の保湿および統合性

（integrity) が損なわれることがある。CDT による
圧迫 ( 弾性または非弾性 ) により 皮脂 ( エッセン
シャルオイル ) は消費され、わずかな機械的スト
レスが生じたり水分を損なうかもしれない。むく
みで膨らんだ皮膚は余分な襞を作り出し、皮膚同
士の擦過を増加させるかもしれない。局所的な免

疫障害は蜂窩織炎の原因となる。したがって、注
意深いモニタリングおよび皮膚保護を目的とした
手法が必要とされる（表 5）。

セルフケア教育 / 実践  
集中治療期には患者や介護者の教育を徹底し、セラ
ピストが疾患の変化および治療に対する影響を説
明する。セラピストは個別の治療計画を作成する。
その計画は、患者のコンコーダンスと治療の結果を
最適化するために応用する場合がある。計画の原則
は以下のとおりである。 

組織のうっ滞除去および安定化によって容
積負荷および作業負荷を軽減する。

表 4：運動の原理および効果

理論的根拠原理

運動は限外濾過を促進することから、
浮腫をコントロールするためには間圧
を上げる必要がある。

圧迫下で運動する

リンパ液の取り込みおよび輸送を向
上させる

強度、緊張および耐久性を回復し、
維持する

筋肉の強度および緊張は解剖学的に筋
ポンプの効率を上げる。

四肢の可動障害を 
防ぐ

線維症を機械的に軟化させる

静脈およびリンパ液の還流を促進する

リンパ本幹および胸管の排液によって
横隔膜が活性化し、末梢リンパ領域の
ドレナージが促進される。

深呼吸を取り入れる

外傷および炎症は既存のリンパ浮腫を
悪化させる「トリガー」となる。過労を避ける

一般的効果（圧迫）

表 5：スキンケアの原理および効果

理論的根拠原理

               水分を保持する
圧迫法による機械的ストレス因子を
やわらげる

清潔の意義を高める

低 pH ローションによって酸性皮膜が回
復すると微生物数が減少する。清潔を保つ 感染の早期発見のための教育になる

問題発見のための教育

一般的効果

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法

必要最低限の圧迫療法とする。

連続した実地訓練で、セルフケアを練習す
る。

感染予防の重要性と感染リスクを上昇させ
る要因を重点的に説明する。

必要に応じて家族や医療従事者の協力を求
める。

定期的なチェックによってうまくいってい
るかどうか確認する。

緩和ケアをうける患者における CDT の応用
現実的な目標の設定
CDT は緩和ケア患者に不快感または強い疼痛を引
き起こす可能性があるため、患者のニーズに合う
よう変更する必要がある。浮腫を軽減することを
目指しながらも、快適さを与え、疼痛やその他の
浮腫関連症状を緩和し、機能を維持することを目
指すのが、望ましい有益なケアとなる。介護者や
家族はケアに参加している。よってその方々が深
く結びつき、すべての関係者と協力し合って、関
係性をも癒しているのである 11。早期介入は、リ
ンパ漏や著しい腫脹や痛みを伴う四肢運動能力障
害の予防・遅延につながる。

健康状態が低下すると、CDT の 2 つの治療期の明
確な差がなくなることがある 12。集中的な圧迫と
MLD はどちらも有益であると一般に認識されてい
る。リンパ漏のある患者では、定期的に包帯をは
ずして、ドレッシング材を交換し、包帯をし直す
ことが絶対的に必要である。これには、適切で行
き届いた介護者の管理が必要となる。 

集中療法に準ずる CDT は、皮膚の統合性の維持、
蜂窩織炎の早期発見および管理、日々の観察によ
る進行する浮腫への対処、継続的な疼痛管理など
の問題の改善にむけての取り組みである。健康状
態が悪化してくるとある時点で緩和的 CDT の 1
つあるいはいくつかの治療様式が絶対禁忌となる
場合があるため、定期的な再アセスメントが最も
重要となる。そうなっても、リンパ浮腫治療専門
家が喜んで続けてくれ、面倒な状態になっている
のにもかかわらずいくらでも関わってくれる、サ
ポートしてくれるということがわかると、患者と
その家族には、感謝の気持ちと希望が維持されて
ゆくのである。 

各 CDT 治療様式の役割と限界
緩和的圧迫 
リンパ管の閉塞による浮腫はなかなか容積が減少
しないことが多く、圧迫を解除すると数分間でま
た腫れて来たりする。非弾性包帯は封じ込め効

果があり、皮膚の進展を起こすような浮腫の進行
を効果的に抑え込む。合成木綿またはフォームパ
ディングの層によって体液の排出が維持され、「破
裂しそうな」感覚が抑えられる。この浮腫症状ひ
とつだけでも対処すれば、疼痛が著しく軽減され、
快適さが向上する。滲出性皮膚病変には創傷ケア
専門家による管理が必要である。浮腫が関節にま
たがると可動域が制限されるか運動が不可能にな
るが、浮腫の縮小によって関節運動が自由になり、
機能や運動性を向上させることができる。

弾性着衣 ( 医学的に適正な勾配圧をもつサポート
ストッキング、スリーブなど ) は、もともと静止
圧が高 いため、しばしば不快感を引き起こす。装
着が不良だと、絞扼、撒き返りまたはしめつけが
起こる可能性がある。ズキズキする感覚がよく生
じ、装着が我慢できず、疼痛の悪化も良く起こる。
弱圧の弾性着衣の場合は圧に耐えることができる
が、閉塞性リンパ浮腫は圧迫圧クラスに関係なく、
弾性糸を伸ばしてしまうので、必要な圧迫力が提
供できなくなる。臨床家は様々なタイプの弾性着
衣があることを認識し、特に丸編みと平編みの相
違に注意する必要がある。平編みは、伸びにくい
ため、変形やリバウンド浮腫がある場合に特に有
用である。四肢の形状が正常な形から大きく外れ
ている場合は、特注品が必要である。常に非弾性
包帯を選び、生涯これを愛用する患者もいる。

緩和的用手的リンパドレナージ 
MLD は浮腫の管理に有効であり、鎮痛作用を発揮
する。閉塞性の腫瘤はそのリンパ領域全体を遮る
ため、MLD ではまず体幹部に側副循環の流れを作
り出し、次に四肢に流れを作り出すことを目標と
する。医師と緊密に連携し、浅部および深部の腫
瘍病変を避けながら最適な経路を探索する。容積
の減少をきちんと測定することは困難かもしれな
いが、皮膚の伸展に伴う疼痛、併存する疼痛源、
リンパ漏、可動域制限および皮膚の統合性の破綻
に対処する治療は不可欠である。MLD 療法は非常
にすぐれたものであり、思いやり、親切および人
とのふれあいにまで発展する。MLD におけるこの
ような副次的効果は最も高く評価されている CDT
の側面であり、MLD 中にできる触れ合いは患者と
介護者の間に強い絆を作り出す。

緩和的スキンケア：リンパ漏の管理
過剰な皮膚の張力により脆弱なリンパ小疱ができ
る。それは圧迫によって破裂し、多量の漏出を引
き起こすことがある。軽い擦過や損傷でも、皮
膚の萎縮や乾燥が組み合わさると、びらんを生じ
る。皮膚に浸潤した腫瘍は、進行性に悪化する難
治性潰瘍を生じる。皮膚同士の接触する部分は、
じめじめして真菌および細菌のコロニーの母地と
なる。多層圧迫包帯は吸収性創傷ドレッシング材
と共に用いることができるが、浸軟を防ぐために

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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頻繁に交換する必要がある 13。臭気のコントロー
ルは重要である。リンパ漏および嫌気性菌による
臭いは患者にとって苦痛である。とても気になり、
品位を失わせる。周期を軽減するために、創傷ド
レッシング材や包帯に必ず外用薬を併用し、患者
が社会活動に参加できるようにする。プラスチッ
クシートまたはおむつは水分を保持できるため、
多層包帯材料の浸潤が軽減され、皮膚の浸軟を最
低限に抑えることができる。 

運動療法 
通常の運動や活動はできる限り奨励すべきであ
る。一般に、疼痛コントロールがきちんと行なわ
れていれば、進行疾患のある患者でも運動療法は
充分優しく受け入れることができる。しかし、リ
ンパ浮腫に対する深呼吸運動は、特に呼吸困難が
ある場合は困難なことがある。骨に転移性疾患が
あると、非常に軽い運動でも骨折が起こるリスク
があるため、治療者はこの種のリスクの存在を認
識しておく必要がある。筋力低下または麻痺が併
存している場合は、能動運動よりも受動運動がよ
り必要である。

家族のサポートおよび教育
通常の CDT 以上に、緩和的 CDT では家族や専門
介護者が早期に関わることが重要である。そのた
めには、正確さ、理解、共感をもって、配布され
るマニュアルを利用する必要がある。MLD は、必
要最小限のことにして単純化し（両手法を片手
でやるなど）、注意深くルートを示してあげれば、

短時間に習得することができる。また外来受診日
の間にできるだけ頻繁に行ってもらうことによっ
て、鎮痛や体液吸収の最大限の効果が得られるよ
うになる。圧迫管理を患者の責任にしてはならな
い。包帯や弾性着衣をはずすことを自分で行うこ
とは不可能かもしれないし、再装着を試みると脱
臼、骨折、皮膚裂傷、くい込みが起こる可能性が
ある。患者が対応できない場合は、数時間ごとに
快適さ、感覚、毛細血管血流および皮膚の統合性
の観察を行う必要がある。 

キネシオテーピング
キネシオテーピングは表層の限局性の浮腫 ( テー
プの真下 ) を改善させることができ、解剖学的リ
ンパ経路に沿ったドレナージを促進するために
CDT システムに取り入れることができる。MLD が
望ましいが、手が届きにくい身体部位 ( 背部、体幹、
頚部 ) ではキネシオテーピングが可能なことがあ
り、伸展刺激によるリンパ管活動の上昇という理
論的背景を裏付けている。しかし、緩和ケア患者
では、キネシオテーピングよりも脆弱な皮膚の保
護を重視しなければならないため、この方法は禁
忌となる場合がある。それでも、皮膚損傷を防ぎ
ながらテープを解放 / 除去するための方法があれ
ば、この治療を慎重かつ効果的に行う機会が得ら
れると考えられる。

図 9 は標準的 CDT アプローチに対する基本的変法
を示したものであり、大半の緩和ケア患者に広く
適用される。
 

図 9：緩和的 CDT の原理

家族や介護者の教育

MLD：基本的変法
病変には触れず、正常皮膚を使用する 
患者の解剖学的リンパドレナージ経路を確認する（画像検
査を利用する） 
患者を疲れさせないように不要な体位変換を避ける 
最大限快適なものとし、寛大に十分なケアを行う 
鎮痛効果を強調する 
医師の指示によるケアプラン：相対禁忌
および絶対禁忌を特定する

運動：基本的変法

患者の能力、疼痛、ROM および抵抗力のアセスメントを行
う 
医師の評価に基づき全身健康状態のアセスメントを行う

（禁忌を特定する）
QOL を目標とした治療法を計画する

圧迫：基本的変法
静止圧が低いほうが長く耐えられる
包帯の強さを全体的に低下させる 
オープンセルフォーム（ポリウレタン素材）を使用して包
帯を保持する（静かに浮腫を包むと患者は長く耐えられる）
積極的に浮腫を減らすのではなく、浮腫を抑制する 

（浮腫の進行を止める）
頻回に皮膚の観察とケアを行なった後、
適切な圧で包帯を装着する 
創傷管理では吸収素材を頻繁に交換する必要がある 
弾性材料は、弱すぎるか、またはきつい
と疼痛の原因になる

スキンケア：基本 
リンパ嚢胞、水疱およびリンパ漏がよく
みられる
浸軟を防ぐために滲出液をコントロールする 
清潔を重視し、初日から介護者を指導する 
臭気を軽減し、真菌および細菌のコロニーを管理する 
ローションを十分に使用し、亀裂の有無を確認する  
脆弱な皮膚を圧迫による機械的ストレスから保護する

緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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CDT 管理：下半身、体幹または上肢の浮腫ならびに 
全身性浮腫
末期の患者に対する治療戦略は、疾患の進行が遅
いかまたはがん治療によりコントロールされた期
間である場合は、標準的な原発性および続発性
リンパ浮腫に対する治療戦略とほとんど同様であ
る。ケア計画は、腫瘍がリンパ組織 ( 浅部または
深部 ) に影響する程度や位置に応じて変わる。さ
らに、腎不全、肝不全、心拍出量減少および低蛋
白血症 ( 血清アルブミン ) では相対禁忌または絶
対禁忌となる場合がある 14。圧迫への耐性は糖尿
病、ニューロパチー、中枢神経系の障害および末
梢血管合併症による影響を直接受け、これらは治
療選択肢が著しく制限される場合がある。 

相対禁忌または絶対禁忌があると、薬物相互作用、
臓器不全の重症度、ならびに CDT 様式によって生
じる可能性のある相互作用または増悪の評価を基
にして、医師によるとくに厳密な指示が要求され
る。急性うっ血性心不全、急性深部静脈血栓症、
血小板減少症、重度の神経因性疼痛または骨痛、
進行性末梢血管疾患 ( 上腕足関節血圧比 (ABPI) 低
値 )、ならびに糖尿病による合併症が解決困難な
問題となることがある。

間 欠 的 空 気 圧 迫 (Intermittent Pneumatic 
Compression: IPC) 装置を使用することは緩和ケア
領域ではとくに不適切である。その理由は、片側
肢または両肢の付け根の浮腫がほぼ常に問題とな
り、それが IPC によって悪化する可能性があるか
らである。CDT に代わる治療または CDT との併用
療法として、皮下ドレナージ法が緩和ケアにおけ
る浮腫の治療に関する文献で報告されており、そ
れを支持する研究も見られる 15。これは、「翼状針」
を皮下組織に挿入し、チューブを通してドレナー
ジバッグに取り付ける方法である。ただし、この
物理的ドレナージを実施してよいのは他に方法が
ない終末期のみであり、感染やリンパ漏のリスク
があるため、終末期以前に検討すべきで方法では
ないことを強調しておきたい。

下肢領域浮腫に対する実践的応用
片側下肢領域の浮腫は、後腹膜リンパ節へのがん
の進行に伴って両下肢に拡大することが多い。低
アルブミン血症（血流動態不全による浮腫）、ま
たは物理的閉塞（器械的機能不全による浮腫）は、
それぞれがリンパ輸送能を超えうるし、また組み
合わさって混合型浮腫を形成する可能性がある。
一般に、上肢にリンパ液を流しても浮腫を起こさ
ないため、セラピストは MLD で腋窩鼠径側副経
路（吻合）を利用する。腹式呼吸は胸管などの深
部リンパ管のドレナージを促進し、さらに頚部 ( 鎖
骨上窩、静脈角 ) のマッサージは中心部のリンパ
流のサポートとなって全リンパ系に効果を発揮す
る。

圧迫包帯は、混合型または低蛋白型浮腫に使用す
ると非常に効果が強いため下肢の近位部にうっ滞
してしまう。近位部にうっ滞した場合には、体幹
への排液を目標としたその領域への継続的な MLD
が効果を示す。圧迫療法の変法としては 1 回に患
肢の 1 領域に行なうこともある。 

CDT アプローチの具体的な変法を図 10 および 11
に示す。

身体的依存性（要介助状態）
慢性の非がん性疾患は、絶対的または長期間の不
動状態の原因となり、低蛋白を引き起こし、身体
的依存性（不動性）浮腫を引き起こす可能性があ
る。これらの症例ではリンパ系がほぼ正常である
ため、深部リンパシステム ( 頚部および腹部 ) を
念頭におきながらその領域リンパ節へ MLD を行
なうのは、四肢遠位部の浮腫に有効である。抗重
力肢位 ( 水平または挙上 ) と組み合わせると、浮
腫への圧迫は不要な場合がある。 

上肢領域に対する実践的応用 
下肢領域浮腫の場合と同様に、上肢領域も医師の
疾患進行度評価に基づいて変法を行う。一般に、
浅部リンパ領域 ( 上肢または下肢 ) では、視診や
触診によって深部リンパ領域の閉塞に関する情報
を得ることができる。進行したがん患者では、浮
腫のない方の四肢にも常に浮腫のリスクがある。
それは MLD によって側副ドレナージされ余剰体
液を受け入れる能力が低いためである。上肢領域
を同側下肢領域に排液した時には、体液をさらに
受け入れる能力があるかどうかのアセスメントを
行うためにシュテンマーサインを毎日点検する。
腫瘍のリンパ系への高度な浸潤、皮下腫瘍、放射
線線維症または混合原因型浮腫 ( 静脈血栓症、低
蛋白血症 ) などが存在している場合は、治療計画
が著しく制限される可能性がある。これらの症例
では、1 つの主要な治療に (MLD か圧迫の一つのみ )
に大きく頼らなければならなくなる（図 11）。

結論
緩和ケアにおける標準的複合的理学療法の応用
は、緩和ケアチームと緊密に連携して浮腫の原因、
疾患部位の明確な画像および標準的排液ルートに
対する浮腫の影響を理解することによって可能と
なる。リンパ浮腫セラピストは、身体的および心
理的な快適さを大幅に向上させることによって、
QOL の改善を目指すチームにおいて計りしれない
ほど貴重なメンバーとなる。

緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法
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図 10：緩和的 CDT の原理

標準的 
アプローチ 
（下肢領域）

緩和的 
アプローチ 
（下肢領域）

MLD
一般原理、禁忌が適用される 
同側鼠径腋窩連絡路（inguino-axillary 
anastomosis: IAA）を使用する 
腹部および頚部の治療（リンパ本幹、胸管）
を行う 
片側性の場合は発症していない前鼠径間リ
ンパ連絡路 (interinguinal anastomosis: iiA)
へドレナージをする 

（骨盤、腹部リンパ管障害がない）
近位部に腫脹がなく、連絡路および患肢に
多く認められる
皮膚は一般に正常であり、処置の禁忌はな
い
脊椎、傍脊椎の深部処置が一般に指示され
る 
患者の体位をより柔軟にする
MLD の直後に圧迫を行う 

圧迫
一般原理、禁忌が適用される 
MLD セッション後に行う
すべての患部（足関節、膝関節、大腿、股関節、
鼠径部）に包帯を装着する 
材料および圧力に対する皮膚の耐性をモニ
ターする  
皮膚は無傷であることが望ましい 
近位部のうっ滞を起こさないように圧迫力
を上げる
通常は足部への強い加圧から開始する
神経障害は多くはないが、生じる可能性が
ある

圧迫
あらゆる「基本変法」を取り入れる 
医師により禁忌が追加される
適応がある場合は MLD 後に行う
下肢全体に包帯を装着すると生殖器、体幹
が非常に大きな影響を受ける

（下肢全体と下肢半分の包帯を 1 日交代で行
う）
包帯によって皮膚を保護し、滲出液および
皮膚同士の接触による汗を吸収する
四肢遠位部（足、足関節、足指）には浮腫
が及んでいない場合がある（快適さの維持、
向上には軽い圧迫で十分である） 
神経障害を注意しなければならない場合は、
中くらいの強さで行うが、禁忌となる場合
がある

MLD
あらゆる「基本変法」を取り入れる
医師により禁忌が追加される
大半の症例では両側鼠径腋窩リンパ連絡路
(inguino-axillary anastomosis: IAA) を使用す
る
腹部または骨盤への転移があると両側下肢
領域に浮腫が生じやすくなるため、前鼠径間
リンパ連絡路には決してドレナージしない
禁忌がある場合は腹部の処置を行わずに呼
吸法を指導する
片側性の場合は、iiA ドレナージによって対
側下肢に浮腫が生じる場合があるので、要注
意である
浮腫領域が分水嶺まで達する場合があり、圧
迫は浮腫を増悪させ、生殖器に浮腫が起こり
うる
触ることによって鎮痛効果が得られる

（重要性を強調する）
快適さ、体力によって体位が制限される
深部 MLD はすべての患部で禁忌である
禁忌がある場合は MLD 後に圧迫を行っては
ならない

緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法
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MLD
General principles, contraindications apply 

Establish ipsilateral inguino-axillary (IAA) anastomosis 
Abdomen and neck treatment (trunks, ducts)

Establish interinguinal (iiA) drainage if unilateral. 
(No pelvic, abdominal lymphatic impairment)

Proximal aspects of territory maybe sparred swelling, 
focus on anastomosis and involved limb

Skin usually intact, no contraindication to manipulation
Deep techniques usually indicated, lumbar, paravertebral 

Positioning of patient more flexible
Compression immediately follows MLD 
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図 11：上肢領域変法

標準的 
アプローチ 
（上肢領域）

緩和的 
アプローチ 
（上肢領域）

MLD
一般原理、禁忌が常に適用される
腹部および頚部の治療（体幹、リンパ管）
前後面の同側腋窩鼠径（axillo-inguinal 
anastomosis: AIA）リンパ連絡路を使用する
腋窩間のドレナージを行う（片側性の場合）
前腋窩リンパ連絡路を避ける（両側性の場
合）
体幹部に腫脹がなく、連絡路および患肢に
多く認められる
皮膚は一般に正常であり、処置の禁忌はな
い
深部処置が指示される（肋骨間、胸骨間、
傍脊椎）
患者の体位をより柔軟にする

圧迫
一般原理、禁忌が常に適用される
MLD セッション後に行う
すべての患部 ( 手関節、肘関節、腋窩、乳房 )
に包帯を装着する
材料および圧力に対する皮膚の耐性をモニ
ターする 
皮膚は無傷であることが望ましい
近位部のうっ滞を起こさないように圧迫力
を上げる
通常は手にも浮腫を生じるため、ここから
強い加圧を開始する

圧迫
すべての「基本変法」を取り入れる  
医師により禁忌が追加される 
指示された場合は MLD 後に行う 
上肢全体に包帯を装着すると乳房、体幹ま
たは同側頚部が非常に大きな影響を受ける

（指から肘関節と指から腋窩の包帯を交代で
行う） 
包帯によって皮膚を保護し、創傷滲出液お
よび皮膚同士の接触による汗を吸収する
手に浮腫が起こらない場合があり、前腋窩
からの逆流防止には軽い圧迫で十分である

MLD
すべての「基本変法」を取り入れる 
医師により禁忌が追加される
腹部疾患がある場合のみ呼吸指導を行う 
頚部は唯一の深部治療選択肢であるが、局所
が罹患している場合禁忌となる
腋窩鼠径リンパ連絡路を使用する（骨盤また
は腹部への転移、下肢浮腫、急性 DVT、フィ
ルター、シュテンマーサイン陽性の場合は禁
忌となる） 
前腋窩リンパ連絡路のドレナージを行う（片
側性の場合）
前腋窩リンパ連絡路を避ける（両側性の場
合） 
皮膚の脆弱性、病変、処置の禁忌 
深部処置は禁忌である（肋骨間、胸骨間、傍
脊椎）
四肢より体幹部の治療に重点を置く 
快適さと保護のために四肢を支える

緩和ケア患者へのCDTの適用：CDTによる治療を行う際の具体的管理法

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理



20

5. 進行がんリンパ浮腫 
および終末期の浮腫の 
症状コントロール
浮腫は一般に進行性の癌の結果として生じ、末期
の心、腎、肝および肺の状態により悪化する場合
がある。緩和ケアにおける管理は、最適な結果お
よび臨床的成果を達成するためにいくつかの決定
的な点で標準法とは異なるということを認識して
おかなければならない。 

緩和ケア‐全人的アプローチ
緩和ケアは範囲が広く全人的な性質を持つため、
浮腫治療とよく調和する。WHO による緩和ケア
の定義は以下のとおりである :「根治治療が無効な
疾患のある患者の積極的全人的ケア。疼痛および
その他の症状ならびに心理的、社会的およびスピ
リチュアルな問題のコントロールが最も重要であ
る。目標は患者とその家族に最高の QOL を提供す
ることである」16。コントロール不良の浮腫は患
者の機能的状態と QOL の両方を損なう。緩和ケ
アは診断時からの包括的な疾患管理の必須部分で
あるという概念で捉えられることが多い。しかし、
疾患に適した治療がだんだん少なく効果も低下し
てくると、疾患による負担の軽減にに対する緩和
ケアの役割が次第に増してくる。このアプローチ
の概念を図 12 に示す。

考慮すべき重要な臨床的側面は以下のとおりであ
る。

疼痛管理 

患者が疾患の末期に経験する可能性のある
様々な精神障害を管理するための心理的サ
ポート

創傷ケア 

栄養サポート 

排便と排尿機能の管理 

緩和ケアは期待される浮腫治療の効果を損なう可
能性のある無数の症状 ( 倦怠感、悪心、食欲不振、
しゃっくり、呼吸困難など ) にも対処する。希望
された場合のスピリチュアルなサポートは、患者
ががんの末期の場合不可欠である。実存的かつス
ピリチュアルな危機から「何が問題なのか ?」「な
ぜ苦しいのか ?」などの疑問が生じることがある。
患者のエネルギーや関心がスピリチュアルな意味
における問題で消耗している場合は、非常に熟練
した献身的なリンパ浮腫セラピストでも十分な働
きができない。このような状況では、患者の信仰
に合った宗教家が関わることが非常に有用である
と考えられる。 

浮腫管理はこの広範な治療様式に本質的に付随す
るものであるが、有害症状および重大な患者ニー
ズへの対処がとられていない場合は実施すること
はできない。したがって、緩和的浮腫ケアは緩和
ケアとともに行うべきであり、そのためには様々
な分野の専門家によるチームアプローチが必要で
ある。浮腫コントロールのための努力は、快適さ、
身体機能および心理的健康の最適化を目指す他の
医療従事者と必然的に協働することになる。 

図 12：疾患の経過と緩和ケアの関係

時間

根本治療

緩和ケア

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理



進行がんリンパ浮腫および終末期の浮腫の症状コントロール

診断
がん末期の浮腫に関与するすべての要因を正確に
同定することは困難な場合がある。がんはリンパ
系の障害の原因としてよく知られている。患者は
リンパ節の切除または放射線照射によるリンパ系
の障害を受けることが多い 17。がんが拡大すると、
外因性にリンパ管の圧迫や浸潤を引き起こし、リ
ンパ浮腫の発生または既存のリンパ浮腫の悪化を
もたらす可能性がある。したがって、浮腫のある
癌患者には必ずリンパ浮腫の鑑別診断を行うべき
である。 

終末期に近づくと、浮腫の細かい原因を同定する
こと、例えば、がんの浸潤による悪性浮腫は放射
線療法や化学療法などの抗癌治療で軽減すること
ができるような可逆的な要因、治療可能な要因で
はあるが、それは管理上無意味で見当違いなこと
となる。  

リンパ浮腫と、混合型や他の原因の浮腫とを正確
に鑑別することは、一般に不可能であり不要でも
ある。間質内の体液蓄積をもたらす限外濾過量の
増加には多くの原因がある。第一の原因は血清ア
ルブミンの減少であり、これは腎臓からの喪失、
肝臓での産生の減少、腸管吸収の低下および食欲
不振による経口摂取の減少によって起こる 18。血清
アルブミン減少により血漿の膠質浸透圧は低下し、
毛細血管壁から間質への体液滲出は増加する 19。 

毛細血管圧の上昇も限外濾過量を増加させる。四
肢からの静脈還流は心機能障害、不動状態または
血栓によって減少する場合がある。また、TNF- α
などの血中サイトカインは毛細血管の透過性を上
昇させ、限外濾過量をさらに増加させることがあ
る。これらは合わさってリンパシステムへの負荷
を劇的に増加させ、リンパ系が処理できる量を超
える。

終末期患者の診療を行う際は、急性静脈閉塞の可
能性を常に念頭におく必要がある。癌は患者の凝
固機能を亢進させるため、深部静脈血栓を形成し
やすくなる 20。また、多くの患者は運動性が低下
しており、それによって静脈還流が鈍化し、血栓
形成のリスクがさらに上昇する。血栓の肺への移
動 ( 肺塞栓 ) は死亡に至る場合があるため、緩和
ケアにおいても血栓に対する警戒を厳しくする必
要がある。

臨床の診察では悪性浮腫と急性深部静脈血栓症と
を正確に鑑別することは非常に困難で、実際に不
可能な場合もある。どちらも突発的に劇的な形で
現れ、張りと光沢のある皮膚に深い圧痕があるこ
とが両者の特徴である。自然死のプロセスをたど
らせることは人道的で適切な管理の選択肢である
が、この点については患者とその家族とよく話し

合う必要がある。 

治療の課題
緩和ケアにおける浮腫の管理の最大の課題の 1 つ
は、何をもって治療成功とするかの再定義が絶対
に必要とされることである。一般に、我々は「ほ
ぼ正常な」四肢の外形および容積を取り戻す希望
を持ってリンパ浮腫患者に接する。この目標は、
進行がんのある患者では達成することができない
場合が多い。したがって、治療目標の設定は浮腫
管理によって患者が達成可能な、自ずと決まって
くる程度に慎重かつ現実的に行う必要がある。目
標設定には、介護者の早期からの関わり、教育、
および症状に対する管理も取り入れる必要があ
る。浮腫の進行の抑制および関連機能障害の軽減
は緩和ケアの目標として適切である。 

患者は身体的能力が劇的に低下している場合があ
る。がんによって神経構造が損なわれていると麻
痺または不全麻痺がある場合があり、セルフバン
デージや運動療法の実施が不可能となる。さらに、
患者は調節機能の著しい低下による疲労や呼吸困
難などの症状によってかなりの制限を受ける場合
がある。バンデージをする際に要求される動作の
協調、器用さ、引っ張る力、あるいは弾性着衣の
着用は健康な患者でもうまくできない可能性があ
る。したがって、末期患者の治療計画を策定する
際にはこれらが困難である可能性に細心の注意を
払う必要がある。

疼痛管理
疼痛には特に言及する必要がある。その理由は、
疼痛が有効な治療の大きな障壁となり、患者の
QOL を低下させ、進行癌患者で多く発生するから
である。癌性疼痛は依然として充分な治療が行な
われていない 21。外来がん患者の約 40% がきちん
とコントロールされていない疼痛を経験し、ホス
ピス患者の 80% 程度が高度の疼痛を経験し続けて
いることを示唆するエビデンスがある 22。少数で
あるが、女性および薬物乱用歴のある患者は疼痛
コントロール不良と関連している。リンパ浮腫セ
ラピストは患者が適切な鎮痛を求めるのを支援す
る上で非常に重要な役割を果たしうる。実際、セ
ラピストが成功するかどうかは適切な疼痛コント
ロールに対する患者からの積極的な願いに左右さ
れる場合がある。  

現在、オピオイドベースの鎮痛が癌性疼痛管理の
スタンダードとなっている。オピオイドに対する
社会的偏見は残念ながら医療の世界にも広がって
おり、これが常に患者が適切な癌性疼痛管理を受
けることに対する障壁となっている 23。リンパ浮
腫セラピストは、日常生活においてもリンパ浮腫
治療を始める前でも、疼痛コントロールのために
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はオピオイドベースの鎮痛が適切なことを伝え患
者を安心させることができる。 

多くの患者 ( 特に創傷のある患者 ) では、ドレッシ
ング材の貼付、剥離によって強い疼痛が生じる場
合がある。セラピスト、患者および介護者は、通
常の放出速度のオピオイド鎮痛薬が経口摂取後に
治療域の血中濃度に達するまでに約 1 時間を要す
ることを理解しておくことが非常に重要である 24。
摂取後わずか 7 〜 10 分間で有効な疼痛緩和作用
を発揮する口腔粘膜吸収型フェンタニルは唯一の
例外であり、浮腫治療に関連した疼痛の管理のた
めの優れた薬物療法である。 

非オピオイド鎮痛薬も疼痛管理に重要な役割を果 
たす。三環系抗うつ薬、ガバペンチン、プレガバ
リン、デュロキセチン、カルバマゼピンなどの鎮
痛補助薬はいずれも神経痛に有効な薬剤である。
多くの患者の疼痛は経口薬でコントロールできる
が、緩和ケアでは患者の余命が短いことから、永
久神経ブロックおよび電気焼灼が実施可能な治療
選択肢となる 25。腫瘍による高度な神経浸潤があ
り他の方法では疼痛が十分にコントロールできな
い患者には、選択的神経破壊が必要な場合がある。
一般にこの強さの疼痛は有効な浮腫治療と両立し
ないため、うっ滞除去を検討する前に疼痛緩和を
達成しなければならない。  

地域の疼痛チームがある場合は、それと連携して
用法、頻度、用量調節および評価のための適切な
計画を作成する。 

創傷管理
もう 1 つの課題は、滲出性の高い難治性創傷であ
る。セラピストは、有効な抗癌療法を行わないと
軟部組織の癌浸潤による難治性創傷が悪化しやす
いことを認識しておく必要がある。したがって、
創傷が浮腫組織の近位部または内部に位置する場
合は浮腫治療プログラムに創傷管理を取り入れる
ことがセラピストにとって非常に重要である（創傷
管理の包括的概説はセクション 6 を参照のこと）。  

複合的理学療法 
緩 和 ケ ア に お い て 浮 腫 ま た は 多 因 子 性 浮 腫 の
あ る 患 者 に 改 変 し た 複 合 的 理 学 療 法 (Complex 
Decongestive Physiotherapy: CDP) を実施すること
には明らかな有益性がある。CDP は皮膚の膨張を
軽減し、疼痛コントロールのための反対刺激を与
え、痛覚受容体の刺激を引き起こす可能性のある
間質において炎症伝達物質の集積を抑制し、影響
を受 けている身体部位に主観的なサポート感を与
える 26。さらに、浮腫による四肢のサイズを減少
させることによって患者の機能を劇的に向上させ
ることができる。多くの患者は、ステロイドミオ
パチーまたは神経の障害に伴う著しい可動性障害

または局所的な脱力を示す。かさばる四肢容積を
縮小すると、神経の障害の制約の範囲内で最大限
の運動性が得られるため、不動状態に関連する問
題のリスクが低下する。四肢容積の縮小は、患者
が日常生活の活動で自立を保つために重要な要因
と考えられる。 
CDP は重大な合併症のリスクを低下させる 27。お
そらく最も顕著なのは皮膚が破れるリスクを低下
させることである。浮腫のある四肢の組織は間質
液の貯留を伴 い、酸素飽和度が低く、栄養状態が
不良である。CDP はこの状況を一変させることが
できる。また、四肢容積の縮小および運動性の向
上によって CDP は患者の深部静脈血栓症リスクを
低下させ、可動性障害の進行を防ぎ、骨密度低下
を防ぐ働きをする。

CDP が患者の心理的健康に与える効果はとても大
きい。末期の患者は、自分の身体や生活が手に負
えない状態になっているという感覚を強く持って
いることが多い 28。浮腫のある部位が前より正常
に近くなることは患者を大いに勇気付けることに
なる。この浮腫を抑えているという感覚が強くな
れば、社会的、心理的および機能的な面にまで自
信が拡がっていく。また、CDP は患者に前向きな
意識を与え、患者が介護者とともに目標を達成す
るという意識を与える。CDP 治療を通してセラピ
ストと親密になることは患者の健康回復に大いに
役立つと考えられる。残念ながら、再燃および専
門介護者の不足は末期患者のケアにはよくある問
題である 29。CDP は、介護者との接触が減少して
いるという一般的な風潮に反して、患者が介護者
とともに過ごす機会を自然に長期間与える。用手
的リンパドレナージ中に、特に浮腫や進んだ病変
を生じた身体部位を人に触れられることは、人に
受け入れられ、尊敬され、関心を持たれていると
いう患者の気持ちを強くすると考えられる。  

緩和ケアへの CDP の応用
末期疾患のある患者に対する CDP 治療は人道的で
なければならず、すべての治療要素のコスト・ベ
ネフィット比を慎重に吟味しなければならない。
治療は実施可能で柔軟性がなければならない。セ
ラピストは、原因疾患の進行過程が非常に活発で
急速に悪化する可能性があることを認識しながら
緩和ケアにおける浮腫管理を行う必要がある。患
者を長期の苦痛から解放するためには、浮腫管理
プログラムは同様に素早く応用できるような適応
力を持たなければならない。CDP の特定の要素は
順次取り組んでいくようにする。

用手的リンパドレナージ
用手的リンパドレナージ (MLD) は、緩和ケアでも
非常に有効である。疼痛緩和作用および人との触
れ合いによる感情面での回復効果に加え、MLD は
強く緊満した悪性浮腫でも強力にうっ滞を減少さ
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せる。施術においては、残存するリンパ系の吻合
とドレナージ経路を利用する。この目的を達成す
るためには画像検査が非常に有用であり、腫瘍に
よる浸潤や圧迫が生じたリンパ経路を確認するこ
とができる。過去に放射線照射を受けた領域を認
識しておくことも非常に重要である。その理由は、
これらの領域内の浅部リンパ経路は機能を失って
いる場合があるからである。進行癌患者には神経
の障害が多く認められるため、感覚鈍麻領域を同
定することが重要である。MLD では、皮膚障害、
癌浸潤、高度な線維症または皮膚過敏症のある領
域を避ける必要がある。しかし、このような領域
への MLD の試行が有益であることが確認された
場合は、患者の快適さと QOL の改善という緩和ケ
アの最大の目標を達成するために継続すべきであ
る。定期的な患者のフィードバックに基づく MLD
の絶え間ない応用は、痛みを伴うことの多い治療
的処置を受けている患者との治療上の絆を作り上
げるために特に重要である。  

非弾性 ( ショートストレッチ ) 包帯
緩和ケアにも通常の多層非弾性包帯を使用するこ
とができる 30。セルフバンデージの場合、有効な
圧迫勾配を作るために患者が直面するであろう難
しさをリンパ浮腫セラピストが認識しておくこと
は重要である。前述したように、むくんでいる身
体部位をほぼ正常な容積や形に回復させることは
不可能かもしれない。余命が非常に短い状況では、
綿密な包帯装着プログラムは、有効であったとし
てもかえって患者の QOL を著しく低下させるか
もしれない。この理由から、簡便性が非常に重要
である。介護者はできる限り早期から管理プログ
ラムに関わり、状況に合わせて即応できることが
望ましい。介護者とリンパ浮腫セラピストは患者
を煩わせたくないと考えるかもしれないが、すべ
ての関係者が積極的に患者と連携して鎮痛と浮腫
コントロールの両方を達成するための戦略を立て
ることが非常に重要である。  

浮腫のある身体部位に最初にバンデージを行なう
際またはバンデージ法を変更する際は常に細心の
注意を払う必要がある。患部について、ニューロ
パチー、皮膚障害または循環不全の有無を検査す
る。早期に頻繁に再装着を行えば、皮膚の検査お
よび患者の反応の継続的評価が可能になる。最初
に木綿、フォームまたは他のタイプのパディング
を多量に使用すれば、初期過程の段階で快適さが
保証されるため、患者による包帯の長期受容性が
向上する。

運動
運動療法は、緩和ケアにおけるショートストレッ
チ包帯の動作圧を上昇させるための方法としては
実施可能な手段ではないかもしれない。四肢が罹
患した患者の多くに麻痺がある。ロングストレッ
チ包帯を注意深く取り入れれば、筋収縮効果を増
強するための可能な手段となる。また、包帯を装
着した四肢は治療者と家族の両者による受動運動
が可能であるが、このアプローチの有用性はまだ
確立されていない。運動療法を開始する前には重
大な骨病変がないかどうかを確認することが重要
である。最も大きな懸念の 1 つは、骨折が起こり
やすい大腿骨頚部に及ぶ病変である。患者に心配
な病変がある場合は、通常の運動療法の代わりに
等尺性筋収縮運動を行うことができる。リンパ還
流を刺激するための有酸素運動は患者の耐性のた
めに望ましい。有酸素運動は、進行病変や播種性
病変をもつ癌患者であっても心理的苦痛や疲労を
大幅に軽減する。

結論
結論として、改変した CDP はリンパ浮腫または多
因子性浮腫のある進行疾患患者に大きな効果を与
えることができる。CDP は患者の機能や快適さを
向上させるとともに、不要な合併症を予防し、心
理的健康を促進する。  

23

進行がんリンパ浮腫および終末期の浮腫の症状コントロール

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理



24

6. 創傷ケア
終末期の患者は圧迫潰瘍や皮膚裂傷などの創傷を
生じる可能性があるが、癌性創傷は転移性疾患に
関連している場合が多い。癌性創傷とは、悪性皮
膚創傷、茸状腫瘍、潰瘍性悪性創傷および腫瘍壊
死を指す。これらは一般に死亡前 6 ヶ月以内に発
生し 31、患者と介護者の両者にとって困難な問題
となる。これらの創傷は悪臭を発し、滲出性が高
く、脆く、美観を損なうものである。そのため、
患者が社会的および家族のサポートを強く求める
場合には、著しい感情的苦痛および孤立をもたら
す。

米国における腫瘍研究の後ろ向き解析 32 から、癌
患者の 5%、転移性疾患患者の 10.4% に悪性皮膚
病変が生じることが明らかになった。皮膚悪性疾
患は原発性 ( 黒色腫、扁平上皮癌、基底細胞癌、
皮膚 T 細胞リンパ腫 ) の場合もあれば、原発性腫
瘍の局所拡大に伴う続発性の場合もある。転移の
一般的な部位を表 6 に示す。

臨床管理上の課題は、腫瘍の病態生理に関連して
いる。腫瘍の急速な成長は血液供給を上回ること
が多く、それによって組織の低酸素症および壊死
が起こる。この滲出性の高い茸状腫瘍は周囲皮膚

レベルを超えて拡大するか、または底部の壊死を
伴うびらん・潰瘍となり、容易に出血して細菌増
殖に最適な部位となる（図 13）。慢性炎症が周囲皮
膚の紅斑、硬結および脆弱性となって現れること
もあり、これらは感染との鑑別が難しい。多量の
滲出液は周囲皮膚の浸軟も引き起こす。

アセスメントおよび管理
アセスメント
ケアの目標は常に創傷の治癒とは限らず、症状、
QOL および疼痛の評価が最も重要であり、創傷の
評価はその次である。多数の創傷評価ツールがあ
るが、いずれの場合も患者、創傷および状況を常
に考慮しなければならない。たとえば、MEASURE
概念フレームワーク 34 では以下のパラメータを考
慮する。
Measure: 測定 - 創傷の長さ、幅、深さ、面積
Exudate: 滲出液 - 量、質
Appearance: 外観 - 創傷の外観、組織タイプ、量
Suffering: 症状 - 有効な疼痛尺度を用いた疼痛レベ
ル
Undermining: ポケット - ポケットの有無
Re-evaluate: 再評価 - すべてのパラメータの定期的
なモニター
Edge: 辺縁部 - 創傷縁および周囲皮膚の状態
悪性皮膚創傷では、一部のパラメータは重要性が

表 6：皮膚転移の一般的な部位 33

原発性
肺および乳房
消化器

胃
泌尿生殖器

黒色腫
口腔

頭部、頚部、前胸部
上腹壁

臍
下腹壁、外生殖器

四肢
顔

皮膚転移の部位

図13：	
乳癌に 

続発した 
茸状腫瘍
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創傷ケア

低いことがある。創傷サイズはまれに縮小するこ
とがあるが、これは疾患進行を示す重要な指標で
ある。また、上皮縁は広がっていきにくいものの、
浸軟および硬結の程度をモニタリングすることに
よって、管理方法の効果判定ができる。 

管理
癌性創傷について治癒を期待することはきわめて
難しいため、症状および患者の管理を目的とする。
臨床意思決定のためのアルゴリズムの利用は非常
に有用である（図 14）。

原因の同定および治療

悪性疾患のある患者のすべての皮膚潰瘍が悪性と
は限らない。静脈うっ滞性潰瘍、糖尿病性神経障
害性足潰瘍、褥瘡および炎症性潰瘍が生じる。こ
れらは「治癒可能」であり、QOL を改善すること
ができる。 

悪性皮膚創傷は、柔らかい皮下結節が硬結となっ
て現れることが多い。皮膚の浸潤および限局性浮
腫が典型的な橙皮状皮膚の概観を呈し、その上の
皮膚は皮下組織まで毛羽だってくる。これらの結
節はやがて潰瘍化する場合がある。生検によって
診断を確定し、短期間の化学療法、放射線療法、
腫瘍縮小術などの管理法を決定する。
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図 14：皮膚悪性創傷のアセスメントおよび管理の流れ 35

悪性皮膚創傷のある患者

局所創傷ケア

患者の懸念および治療の再評価

原因の同定および治療
 診断の確定

 腫瘍量の減少

 浮腫のアセスメントおよび管理

細菌感染
 洗浄

 局所抗菌薬

 抗菌薬の全身投与

滲出液のコントロール
吸収性ドレッシング材の選択
整容術
臭気の管理
組織を傷つけないドレッシング材
交換
内科的管理
パウチング

デブリードマン

壊死組織の保存的デブリードマン

患者を中心とした問題
 心理社会的問題

 家族および介護者のストレス

 疼痛、臭気、出血および滲出液
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血管透過性の上昇および急速な血管新生によっ
て、創傷周囲組織でリンパ排液の変化や浮腫が貯
留することがある。原発性腫瘍またはその治療が、
その領域での浮腫全般を引き起こすことがある。  

患者を中心とした問題への対処
ここでは、患者の疾患そのものと病いの体験の両
方を考慮に入れる。疾患は経過、診察所見および
適切な臨床検査によって確定される。患者ととも
に、ボディイメージ、抑うつ、戸惑い、罪責感、
否定、怒り、孤独、親密さ、自尊心などの心理社
会的要因をも細かく評価する必要がある。これら
は生活環境を配慮したケア計画の指針となるが、
これはできる限り患者とともにつくられるのがよ
い。

最も一般的に心配される症状は以下の 4 つである。

滲出液‐血管新生、血管内皮の透過性の上
昇、タンパク質分解活性の上昇および細菌
負荷によって増加する場合がある。

臭気‐主に細菌負荷 ( 特に Bacteroides な
どの嫌気性菌 ) に関連している。管理法は、
壊死組織の除去、局所メトロニダゾールま
たは抗生剤と活性炭ドレッシング材による
細菌負荷の軽減、室内の消臭砂または脱臭
剤、消臭スプレーなどの方法がある。 

出血‐腫瘍には脆弱な毛細血管が多数存在
する。出血の主因はドレッシング材交換に
より組織を傷つけることであるため、組織
損傷を最小限に抑えるドレッシング技術が
求められる（図 15）。出血は最低 15 分間軽
く圧迫することで管理できるが、効果がな
ければアルギン酸カルシウムドレッシング
材を使用する。精製ゼラチン、コラーゲン
または酸化再生セルロースとコラーゲンを
含む吸収性ドレッシング材にも止血作用が
ある。高度の出血には電気メス、出血血管
の結紮術または塞栓術、あるいは放射線療
法が必要な場合がある。主要動脈付近の腫
瘍は動脈に浸潤すると死に至る可能性があ
り、このことを認識してケア計画を立てる
必要がある。

疼痛‐World Union of Wound Healing Societies
（世界創傷治癒連合会議）は創傷関連痛の

評価および管理に関する合意声明を発表し
た 36。創傷関連痛は以下のように分類され
る。

持続痛：創傷処置を行っていない時点でも、
持続性または間欠性の疼痛を感じている。
根本的な創傷の原因あるいは虚血や感染な
どの局所創傷要因に関連していることがあ
る。
突発痛（突出痛）：動いたときまたはドレッ
シング材脱落時に生じる。
処置痛：ドレッシング材除去、洗浄または
貼付によって生じる。 
手術痛：疼痛管理のために一般に麻酔 ( 局
所または全身 ) を用いる治療介入 ( デブリー
ドマンなど ) を行う。非薬物学的治療介入
を行うこともできる。この種の方法では、

「ストップルール」を用いて、手を添える
こと、暖毛布、誘導イメージ法などを選択
することを認め、「ローカス・オブ・コン
トロール ( 管理の主体 )」を患者に移行し
ていく。

年齢、性別、教育レベル、環境、疼痛の既往歴な
どの心理社会的要因および環境要因は、いずれも
患者の疼痛経験に影響を与えうる。ビジュアルア
ナログスケールまたは Wong Baker Faces Scale を
用いて疼痛歴および現在の疼痛レベルを評価し、
疼痛特性 ( 侵害受容型、神経障害型または混合型 )
を特定し、薬物管理をすすめていく。 

持続痛は、閉鎖式ドレッシング材および鎮痛薬 ( イ
ブプロフェンなど ) を含むドレッシング材を用い
て、創底を湿った生理的環境に保つことで軽減す
ることができる。持続痛を管理するため、麻薬溶
液をハイドロゲルと混合して創底に適用すること
もある。 

ドレッシング材交換に伴う処置痛は組織を傷つけ
ず、交換頻度が少ないドレッシング材の使用に
よって軽減できる。疼痛および不安を最低限に抑
えるため、ドレッシング材交換を調整する感覚を
患者が持つことが重要である。ドレッシング材は
静かに除去されるが、必要に応じて「中休み」を
とる。ドレッシング材を生理食塩水または水で湿
らせると効果的である。ドレッシング材交換の約
1 時間前に全身性麻薬を投
与すると、予測痛と処置痛
の両方を軽減することがで
きる。著者の病院の緩和ケ
アユニットでは、ドレッシ
ング材交換に伴う耐え難い
痛みに対して、舌下フェン
タニルを用いた方法で対応
している。フェンタニルは、
患者が眠くはなるが起きて
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いる状態を保てるように、20 分間隔で最高 3 回量
まで増量する。呼吸および酸素飽和度をモニター
する。

創部デブリードマン
壊死組織の除去は臭気および細菌負荷の管理にお
いて重要である。具体的な方法は以下のとおりで
ある。

自己融解性デブリードマン：ここでは、体
内のタンパク質分解酵素が、水分供給ハイ
ドロゲル ( 半閉鎖ドレッシング材 )、アル
ギン酸ドレッシング材、ハイドロファイ
バードレッシング材 ( 高滲出性創傷用 ) な
どのドレッシング材を用いて壊死組織を分
解する。これは緩徐なプロセスであり、創
傷内の嫌気性菌の増殖によって臭気が強く
なる可能性がある。
酵素的デブリードマン：コラーゲンなどの
外因性タンパク質分解酵素を、洗浄後の創
傷に適用する。
機機械的デブリードマン：洗浄のように機

械の力を用いて創傷の壊死組織を除去す
る。創傷の脆弱性に応じて圧力を調整する。 
保存的外科的デブリードマン：鉗子、鋏ま
たはメスを使用して壊死組織を除去する。
この方法は迅速で有効だが、臨床家が必要
な技術を持っている必要がある。疼痛コン
トロールのために局所麻酔薬または非薬物
的アプローチが必要である。
外科的デブリードマン：腫瘍の縮小または
出血のコントロールのための積極的なデブ
リードマンであり、手術室で全身麻酔下に
行われる。
生物学的デブリードマン：癌性創傷にまれ
に用いるウジ療法である。

細菌負荷の管理
悪性創傷では壊死組織および易感染性宿主防御機
構が感染のリスクを上昇させる。感染は、特に炎
症成分を持つ悪性創傷では、慢性炎症との鑑別が
困難な場合がある。感染の基準および治療介入を
表 7 に示す (www.woundinfection-institute.com)。

表 7：慢性創傷における細菌負荷 (www.woundinfection-institute.com)37

汚染 細菌は表面にのみ存在する。無徴候または無症状。 なし

コロニー形成
細菌は表面に付着し、コロニー形成を開始してい
るが侵襲は最小限にとどまっている。局所組織損
傷はない。

なし

局所感染 
（危ないコロニー形成 

または潜在性感染）

細菌はさらに深部に侵襲し、局所的に創底が罹患
している。治癒しうる創傷でも治癒が妨げられる。
感染徴候が認められる場合がある。
 脆弱で鮮明な赤色の肉芽組織
 滲出液の増加または変化 
 臭気の増強
 疼痛の増強
 限局性浮腫

局所抗菌薬あるいは抗菌ド
レッシング材とデブリードマ
ンによって管理する。

拡大感染

周囲組織が罹患している。上記の軽微な症状に加
え、疼痛、発赤、発熱、腫脹などの感染の典型的
徴候がみられる場合がある。その他の徴候および
症状は以下のとおりである。 
 近縁病変による創の破壊
 創傷縁をこえて硬結および発赤の拡大
 リンパ管炎
 全身倦怠感

局所抗菌薬あるいは抗菌ド
レッシング材とデブリードマ
ンによって管理する。

典型的徴候は、発熱または低体温、頻脈、頻呼吸、
白血球数の増加または減少などであり、重症例で
は多臓器不全となる。

全身性感染
拡大する感染と同様。全身お
よび局所の処置によってその
他の感染源を除去する必要が
ある。

臨床的解釈用語 治療介入

創傷ケア
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バイオフィルム
細菌が表面に付着して浮遊型から固着型に形質を
変化させ、多糖を生成する遺伝子が増加すると、
バイオフィルムが生じる。細菌が増加し一定数に
達すると、最終的に細胞間シグナル伝達 ( クオラ
ムセンシング ) が行なわれ、成熟したバイオフィ
ルムへと分化する契機となる 38。バイオフィルム
内の固着型細菌は浮遊型細菌より根絶が難しい。
その理由は、固着型は多糖マトリックスで保護さ
れており、細菌代謝はやや低下しているが、多く
の標準的殺菌剤が無効であるからである。ヨード
含有ドレッシング材がバイオフィルム内の細菌に
有効であるといういくつかのエビデンスがある
が、現在はデブリードマン後に銀またはヨードを
含むドレッシング材で覆う「debride-and-cover」
( デブリード・アンド・カバー ) アプローチが最も
有効である。 

創傷の細菌負荷をコントロールするためのその他
の方法として、ドレッシング材交換時の消毒洗浄
液の使用、壊死組織の十分な除去 ( 表面からの壊
死性脱落を含む )、抗菌薬を含むドレッシング材
の使用などがあげられる。創傷洗浄用の局所消毒
液の使用に関しては、in vitro で肉芽組織に毒性を
示すものが多いことから、文献で様々な議論があ
る。しかし、治癒促進よりも細菌負荷の管理のほ
うが重要な場合には、消毒液の限定使用は適切で
あるというコンセンサスが得られている。ポビド
ンヨードおよびクロルヘキシジンは悪性創傷にお
ける細菌負荷のコントロールに有用と考えられ、
一般に患者の受け入れは良好である。その他の消
毒液は以下のとおりである。

次亜塩素酸ナトリウム溶液：Dakin 液およ
び Eusol 液 ( 緩衝液 ) はグラム陰性菌を選
別することができる。高 pH は皮膚の刺激
となる。 

過酸化水素：創底との接触によって気泡を
生じ、柔らかい壊死組織を除去する。健康
な肉芽組織に害を与え、瘻の深部では空気
塞栓を生じることがある。 

クロルヘキシジン：グラム陽性菌およびグ
ラム陰性菌に有効であり、組織にはほとん
ど影響を与えない。 

酢酸 (0.5% 〜 5%)：pH が低く、Pseudomonas
属細菌に有効であり、黄色ブドウ球菌を選別
しうる。

ポビドンヨード：活性のスペクトルが広い
が、膿汁や滲出液の存在下では活性が低下
する。長期間の使用や広い領域への使用も
毒性を示す。 

薬用チュールドレッシング材、銀含有ドレッシン
グ材、ヨード含有ドレッシング材、ポリヘキサメ

チレンビグアニジンドレッシング材、高張食塩
水およびハチミツを含有するドレッシング材など
の抗菌ドレッシング材も有効である。この種のド
レッシング材は、表 8 に示すように特性および作
用機序が多様である。
  
滲出液のコントロール
滲出液は、適切なデブリードマン、細菌負荷の管
理、ドレッシング材の選択および医療的治療介入
によってコントロールされる。

ドレッシング材の選択
悪性皮膚創傷におけるドレッシング材選択の目的
は以下のとおりである。

 滲出液の管理

 組織を傷つけない貼付、剥離

 臭気のコントロール

 細菌負荷のコントロール

 最低限のドレッシング材交換

 出血のコントロール

 美容的に好ましい外観

 機能の維持

癌性創傷のある患者にとって、滲出液および臭気
の管理は実用的にも心理的にも重要である。これ
らの症状を管理するドレッシング材は非常に多
いので、患者に最適なものを選ぶためには、創傷
ケアスペシャリストと患者とが連携する必要があ
る。ここではドレッシング材の分類を簡単に示す。 

非固着性ドレッシング材：滲出液を二次ド
レッシング材に滲みこませ、1 週間程度装
着しておくことができる。したがって、ド
レッシング材交換に伴う外傷および疼痛が
軽減される。 

アルギン酸：中程度の量の滲出液を吸収し、
出血コントロールに役立ち、自己融解性デ
ブリードマンを促進する。適合性が高く、
銀などの抗菌薬を含有し、細菌負荷の管理
に役立つ。

親水性繊維ドレッシング材：中等量の滲出
液を吸収し、適合性が非常に高い。銀を含
み、自己融解性デブリードマンを促進する
ものもある。

吸収性フォーム：中等量の滲出液を吸収す
る。固着性のものと非固着性のものがあり、
非固着性接触層を持つものもある。細菌負
荷のコントロールのために銀やポリヘキサ

創傷ケア
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表 8：抗菌ドレッシング材

ドレッシング材の形態抗菌薬

薬用チュール

ワセリンガーゼやその他の非固着性基材に以下の物質
を含浸させたもの。 

抗生物質（フラマイセチン、フシジン酸、バシトラ
シン亜鉛）
消毒剤（クロルヘキシジン、ヨード）

細菌耐性が発現することがあ
る。
抗生物質は過敏症またはアレル
ギーを引き起こすことがある。

ポリヘキサメチレン 
ビグアニジン

多種の製品がある。
 リボンガーゼ
 ガーゼスクエア
 Transfer foam
 Backed foam
 非固着性ドレッシング材

作用スペクトルが広い。
主にドレッシング材内で細菌を
死滅させる。
創傷特性に応じて基材を選択す
る。
リボンガーゼは瘻孔に有効であ
る。

高張食塩水
高張食塩水を含有する。
 ガーゼ
 ゲル

壊死組織の除去に有用である。
細菌負荷のコントロールに有用
である。
疼痛をもたらす場合がある。

ハチミツ

ハチミツ（マヌカハニー）を含有する。

 液体

 アルギン酸パッド

 ハイドロコロイド

多因子性の殺菌作用を持つ。
自己融解性デブリードマンに有用
である。
創傷特性に応じて配合を選択す
る。

コメント

ヨード

3 種類の製品がある。

ヨードフォア含浸ガーゼ

徐放性ヨウ素分子含有カデキソマーデンプンビーズ

ポビドンヨード含浸非固着性ドレッシング材

グラム陰性菌、グラム陽性菌、
嫌気性菌、ウイルスおよび真菌
に対する作用スペクトルが広い。
バイオフィルムに対するカデキ
ソマーの有効性が報告されてお
り、いずれも「debride-and-cover

（デブリード・アンド・カバー）」
法において有用と考えられる。
カデキソマーデンプンは浸出液
を吸収する（体重の 6 倍）。
甲状腺相互作用の可能性がある
ため、長期間の多量使用には注
意が必要である。

銀

基材には以下のものがある。

アルギン酸

フォーム

親水性繊維

ゲル

粉末

含浸ガーゼ

酸化再生セルロース / コラーゲンを添加

コラーゲンを添加

コーティングされたポリエチレンメッシュ

親水コロイド含浸

小袋内でチャコールを添加

銀は原子やイオン状態のもので
ある。
細菌に対する作用スペクトルが
広い。
速放性と徐放性の有効性比較に
ついては議論がある。
一部の製品はドレッシング材内
で細菌を死滅させる。
マトリックスメタロプロテアー
ゼ (MMP) の減少によって炎症
を抑えることがある。

「debride-and-cover（デブリー
ド・アンド・カバー）」法にお
いてバイオフィルムに対して有
用と考えられる。
製品内のチャコールは臭気をコ
ントロールする。
他の創傷特性に応じて基材を選
択する。
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メチレンビグアニジンを、創傷に関連した
疼痛の管理のためイブプロフェンを含むも
のもある。浸軟を引き起こすことがある。

ハイドロゲル：含水率の高いゲルまたは固
形シートであり、疼痛の軽減および自己融
解性デブリードマンを促すため、乾燥した
創底に有用である。ゲルは創底へも行き届
かせることができ、銀を含む製品もある。

吸収性パッド：多量のドレナージを吸収す
ることができる。

ガーゼ：創底に接していない非固着性接触
層ガーゼと併用する。

バリアフィルムおよび軟膏：アクリル酸バ
リアのタイプもあり、ジメチコン、酸化亜
鉛またはワセリンを含むものもある。創傷
周囲の皮膚の浸軟を防ぐのに役立つ。

ストーマ用品：ストーマ用品を用いたパウ
チングによって大型腸皮瘻を管理すること
ができる。できる限り熟練したエンテロス
トマールセラピストに相談する。

内科的および外科的管理 
滲出液の問題が解消しない場合は、保存的腫瘍縮
小術と同様に、一定期間の化学療法が腫瘍の縮小
およびドレナージの管理に有用と考えられる。滲
出液の炎症性が強く細菌負荷との関連性に乏しい
と思われる場合は、局所ステロイドを短期間試す
ことができる。軟膏基剤は滲出液と混ざらないた
め、ステロイドはクリームまたは液剤を使用する。

再評価
創傷が治る見込みのない患者または治癒がケアの
最優先事項ではない患者については、滲出液の管
理、臭気の管理、感染予防、疼痛緩和などの治癒
以外のエンドポイントを予後改善の指標として使
用する。特に創傷または患者の状態に変化があっ
た場合に、ケア計画を定期的に再評価することが
重要である。

結論
癌性創傷は患者にとって病気の進行を常に目に見
えて認識させられるものである。過剰なドレナー
ジや臭気は QOL を著しく損ない、最も必要な時
に家族や社会的サポートから孤立してしまうこと
が多い。アセスメントおよび治療のパスを用いる
ことによって、介護者は癌性創傷とともに生きる
患者の症状を軽減することができる。
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図 16：要約アルゴリズム

リンパ浮腫治療の禁忌
上記の禁忌が疑いまたは確定の場合は
MLLB、MLD または IPC（間欠的空気圧
迫）を行わない。

サポートケア 
スキンケアの助言および治療介入、コンセンサスガイドラインに準拠した蜂窩織
炎の予防および管理、皮膚の破綻の予防および管理（創傷 / リンパ漏‐セクショ
ン 6）を行う。
許容できる程度 / 指示下に圧迫部位のケア、軽い運動を行う。
定期的な再アセスメントを行う。
臨床的に適切であれば浮腫治療介入を再開する。

進行癌による浮腫または終末期浮
腫の患者

MDT スペシャリスト緩和ケアアプ
ローチによって身体的、心理的およ
び社会的なリンパ浮腫管理のニーズ
を評価する。
治療の目的を説明し、患者とともに
目標を設定する。
必要に応じて介護者 / 家族 / 地域チー
ムがサポートケアを行う（適切な簡
易 MLLB）
治療および疼痛について定期的に

（最低でも毎日）再アセスメントを
行う。
以下のような禁忌の有無を確認す
る。

リンパ浮腫治療介入の禁忌を除外する
コントロール不良のうっ血性心不全
/ 重度の心室不全。
新規の DVT またはこの 8 週間の間に
起こった DVT。非対称性の両側腫脹、
浮腫の急激な増加または皮膚の変色
/ 静脈充血が認められることがある。
8 週間待ってから集中的にリンパ浮
腫治療介入を行い、弾性着衣を再開
するときは、各施設の方針に従わな
ければならない。
動脈不全 /ABPI—ABPI ＜ 0.5 の場合
はいかなる圧迫も受けてはならな
い。ABPI が 0.5 〜 0.8 の 場 合 は 25 
mmHg を超える圧迫を受けてはなら
ない。

浮腫は拡大しているか ( 上半身および
下半身 )？　低蛋白血症によるものか？

可能であれば低蛋白血症の原因を治
療する。
許 容 範 囲 内 で 適 切 な MLD を 行 い、
重症部位には弾性着衣（圧 1）を装
着する。
リンパ漏がある場合は MLLB を行う。
皮膚および圧迫部位を注意深くモニ
ターし、関節の硬直を防ぐために受
動的な軽い運動を行う。
ループ利尿薬は少量を短期間（48 時
間）のみ使用し、腎機能および全身
性の脱水についてモニターする。
カリウム保持性利尿薬が有用な場合
がある。長期間使用する場合は腎機
能および肝機能をモニターする。

浮腫は限局的なものか、それとも生殖
器に及んでいるか？

必要に応じて腫脹が原因の尿閉をモ
ニターし、カテーテル留置を行う。
キネシオテーピングが有用な場合が
ある。
圧迫パッドおよび弾性着衣（サイク
リングショーツ / 袋状弾性着衣 / ひ
も状の下着）を用いて適切な MLD
および生殖器用 MLLB を行う。

静脈圧迫 / 閉塞があるか？
（腫瘍を意味する。DVT ではない）

ステロイドまたは利尿薬が有用な場
合がある。

適切な MLLB (Multi-Layer Lymphoedema 
Bandaging: 多層性包帯 ) / MLD を行
う。必要な場合は自宅で介護者 / 家
族 / 地域チームに簡易 MLLB を教え
る。

関節の硬直、圧迫部位および皮膚の
破綻を防ぐために、許容範囲で支持
/ 受動運動を行う。

低圧（クラス 1）弾性着衣が有用な
場合がある。周囲領域 / 生殖器への
浮腫の拡大を観察する。

新規または再発性の蜂窩織炎がある
か？

（皮膚発赤、熱感、患者の症状）

MLLB、弾性着衣を使用してはならな
い。急性症状が消失するまで（炎症
部分を避けて）MLD を行う。

コンセンサスガイダンスに従って急
性期に抗生物質を使用する。

コンセンサスガイドラインに従って
最低 3 ヶ月間の低用量の予防的抗生
物質の使用を検討する。

リンパ浮腫治療の開始時には注意が
必要である。蜂窩織炎再発の症状に
ついて定期的にアセスメントを行
う。

浮腫は頭頚部に限定されているか？
絞扼を防ぐために頚部へのドレッシ
ング材 / 包帯は避ける。
専用の圧迫パッドを用いて 1 日 2 回
適切な MLD を行う。
気道、嚥下および機能悪化をモニ
ターする。
許 容 で き る 程 度 / 指 示 下 に 口 腔 内
MLD を行う。
キネシオテーピングが有用な場合が
ある。
ステロイドの使用を検討する。

癌性創傷またはリンパ漏があるか？
セクション 6 の表を参照

上肢浮腫の場合は麻痺およびリスク
（非常に大きな上肢の脱臼リスク）の

アセスメントを行う。必要に応じて
安定した三角巾を装着する。

MLLB によるケアを行う。低圧で行
い、定期的に評価をし、創傷からの
出血の有無を観察する。

麻痺があるか？
適切な MLLB/MLD を行う。

無感覚または感覚が低下した患者に
は細心の注意が必要である。患者は
治療者に皮膚統合性、血管 / 動脈障
害の徴候および蜂窩織炎の検査を最
低 1 日 2 回してもらう。

受動運動は必須であり、最低 1 日 2
回実施する必要がある。

上肢が著しく腫脹している場合は、
転倒 / 骨折 / 脱臼のリスクを考慮し、
適切な三角巾が治療で有効である。

浮腫の周囲領域への拡大の有無をモ
ニターする。

by Jan Simmons
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8. 用語解説
蜂窩織炎
全身の不調を伴う熱性疾患として現れる急性細菌感染
である。多くの場合、ひきつづきリンパ浮腫患部の発赤、
疼痛、腫脹および熱感が発現する。

複合的理学療法 (CDP/CDT)
リンパ浮腫管理のため、4 つの要素から構成されている。

 圧迫 ( 弾性包帯または弾性着衣 )

 用手的リンパドレナージ

 運動

 スキンケア

肺性心
右心不全

線維症
皮膚および皮下組織の肥厚で、ドレナージ不足やタン
パク質の豊富なリンパ液の貯留が原因である。

キネシオテーピング
キネシオテーピングは弾性テープの細片を患部に貼付
するものである。筋機能およびリンパ流を改善させる
と考えられている。

リンパ浮腫
間質組織内への体液蓄積による腫脹 ( 通常は四肢 ) で、
リンパ系障害の結果として起こる。

リンパ漏
小疱からのリンパ液の漏出。 

用手的リンパドレナージ
リンパ液の動きを促すため、リンパ流の方向に沿って
患部をマッサージするような手技。

乳頭腫症 
線維化領域間の皮膚ポケットの小嚢形成。

続発性リンパ浮腫
リンパ節の摘出または損傷 ( 手術後など )、リンパ節の
線維化 ( 放射線療法後 ) ならびに傷害または感染に起因
するリンパ浮腫。

Stemmer sign ( シュテンマーサイン )
第 2 足指の基部の皮膚の襞をつまめない状態。

進行がんにおけるリンパ浮腫および終末期の浮腫の管理
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ILFの目的：
リンパ浮腫および関連疾患の管理を
世界的に改善させる

www.lympho.org Belong Together

リンパ浮腫の詳細な情報を示すことによって意識を向上させる。

研究を企画し実践することによってリンパ浮腫に関する知識を増や
す。

国際的で、非営利の出版物を発刊することによって、知識の普及を
目指す。

教育プログラムを作成し実践することによって、リンパ浮腫およびそ
の管理に対する理解を深める。

国際的年次大会を通して、すべての関係者がILFに貢献し影響力を発
揮する機会を持ち、異文化間で情報交換する場を提供する。

国際的なミニマムデータセットを開発しベストプラクティスを促進
し、明文化する。 

世界のすべての患者によりよい治療機会を提供する。

世界のあらゆる地域において、国家/地方/地域管理でのリンパ浮腫
管理を改善させることを目標とし、イニシアティブを発揮できるよ
うサポートする。

医療が患者および治療者の真のニーズを理解できるように支援し、改
良された診断ツールおよび治療を開発し評価する。




