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TEMPLATE FOR PRACTICE

全世界のリンパ浮腫患者数は、1 億 4 千万
人 (1) と見積もられているが、ヨーロッパで
はリンパ浮腫は治療法がほとんどない稀な
疾患である。しかし、リンパ浮腫および静脈
性リンパ機能不全は比較的よく見られるもの
で、熟練した臨床医であればこの病気が引き
起こす苦痛をかなり軽減できることが明らか
となってきた。この Template for Practices シ
リーズ（「実践のためのひな形」シリーズ）
は、リンパ浮腫の全体像を明らかにし、簡潔、
適切で非常に実用的な情報を提供することに
よってケアの水準を向上させることを目的と
した、新しい教育的取り組みである。

本号『リンパ浮腫における弾性ストッキング』
では、弾性ストッキングが下肢リンパ浮腫治
療で果たす中心的役割であることを認めてい
る。ここで提示する指針は、「リンパ浮腫フレー
ムワーク」が患者、臨床医、関連業界と共に
行っている活動をまとめたものである。各国
から専門家を集めた編集委員によって、この
指針は今ではヨーロッパ中に広まっている。

「リンパ浮腫フレームワーク」は、弾性着衣に
対する払い戻しを推奨したフランス、ドイツ、
オランダ、スペインといった国々の活動を高
く評価している。「リンパ浮腫フレームワーク」
では独自のガイドラインを作成しているが、
これを受けてイギリス保健省では 2006 年 3
月 1 日以降弾性着衣を公的医療保険の適用
としている。

弾性着衣を最適に使用するためには、臨床医
がストッキングの構造に関する技術的側面な
らびに圧迫療法についての科学的知識を理解
していることが求められる。また、臨床医は
リンパ浮腫患者のニーズが幅広く複雑である
ことを正しく認識する必要がある。正しくフィッ
トしたストッキングを提供するために治療的に
アプローチすることは、快適で、長期間のス
トッキングの使用を促進するものである。

最 初 に 紹 介 する論 文 で は、Clark および
Krimmel は、弾性ストッキングの基本的構造
およびいかにして繊維の特性が着衣の臨床効
果をもたらすかについて論じている。弾性ス

トッキングの規格の適応範囲を検討し、様々
な圧迫の分類について比較を行っている。

二番目の論文では、リンパ浮腫の管理におけ
る弾性ストッキングに関するエビデンスを概説
している。Partsch および Jünger は、リンパ
浮腫、静脈性リンパ機能不全、リバウンドし
た浮腫の病態生理学、および圧迫療法の作
用機序について述べている。また、弾性ストッ
キングの有効性に関する研究の概要が紹介さ
れ、新しく発案された圧迫のパラメータ「Static 
Stiffness Index（静的剛性インデックス）」の
臨床応用への可能性についても述べられてい
る。

最後に掲載されている論文は、下肢リンパ浮
腫における弾性ストッキングの使用に関して
実践的な意思決定のガイドである。論文中で
は、ヨーロッパにおける現行の分類を取り込
んだ新たな弾性ストッキングの分類とリンパ
浮腫の臨床像とを関連づけている。ストッキ
ング処方の決定、適切な着圧レベルおよび構
造の種類や形の選択、測定、フィット具合の
チェックと評価について明解な説明がなされ、
医療者に向けて弾性ストッキングを用いた治
療決定のためのプロセスが示されている。ホ
リスティックな視点で患者のあらゆるニーズ
に対応したストッキングを提供することに重点
を置いている。

リンパ浮腫治療の裏づけとなるエビデンスは
限られ、決定的な治療法を確立するにはまだ
多くの研究を必要とすることが知られている。

「リンパ浮腫フレームワーク」では、患者、
医療者、関連業界が協力して進めるモデルが
もっと広く受け入れられて、リンパ浮腫に対
する意識が高まり、画期的な製品の研究がさ
らに盛んになることを望んでいる。

本書は、リンパ浮腫における弾性ストッキン
グ使用の理論的根拠と使用法を解説すること
により、医療者および患者による弾性ストッ
キングの使用をさらに促進し、リンパ浮腫患
者の使用経験を変化させていくことを目指 
している。

Reference:
1. Boccardo F, Michelini S, Zili A, 
Campisi C. Epidemiology of 
lymphedema. Phlebolymphology 
1999; 26: 25-29.

CBE, FRCN, Professor of Nursing 
and Co-director, Centre for 
Research and Implementation of 
Clinical Practice, Faculty of Health 
and Social Sciences, Thames Valley 
University, London, UK.   
Past President, European Wound 
Management Association (EWMA) 

「Lymphoedema Framework
（リンパ浮腫フレームワー
ク）」 は、 専門の医療者、
臨床医、 患者団体、 医 療
機関、創傷治療・弾性ストッ
キング関連業界の参画を通
じて、リンパ浮腫の全体像
を明らかにし、ケアの水準
を向上させることを目指し
た英国を拠点とした研究共
同チームである。

リンパ浮腫における 
弾性ストッキング
CJ Moffatt

本書では、下肢リンパ浮腫にお
ける弾性ストッキングの使用を
中心に取 り上げる。

概要
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リンパ浮腫と弾性 
ストッキングの構造 
ならびに分類
M Clark1, G Krimmel2

リンパ浮腫は、リンパ液の排出が阻害される
ことによって生じるもので、その結果患部の
大きさと形が著しく変化する (1)。四肢の浮腫
の管理には局所浮腫を軽減するための多種多
様な方法があり、特殊なマッサージ（用手的
リンパドレナージ）、弾性包帯や弾性ストッキ
ングの使用などがある (2,3)。

圧迫の原理
臨床診療においてよく説明した上で弾性着衣
を用いることが決まった場合、浮腫部位の皮
膚に損傷がなく、着用者がストッキングを着脱
することが可能であり、下肢の大きさと形が
ストッキングを着用できる状態であることが重
要である（オーダーメイドのストッキングを使
用する場合は後者の条件は問題ではない）(1)。

弾性ストッキングと弾性包帯はいずれも、 
得られる着圧レベルは、包帯またはストッキン
グの物理的特性と構造との複雑な相互作用、
着用する下肢の大きさと形、使用する者の活
動性に応じて変わる (4)。

大まかな原理として、着圧レベルは、弾性物
品を用いる際の張力に直接比例し、下肢の大
きさに反比例する。この原理はラプラスの法
則として知られている (4)。弾性ストッキングの
張力は、主に用いられる素材と編み方によっ 
て決まる。

弾性包帯と弾性ストッキングは、主に下肢静
脈性潰瘍の治療と再発予防に用いられ、下
肢に対して静止状態で加わる着圧レベルは比
較的低いレベルのものである（足首で最大
46mmHg）(5)。しかし、リンパ浮腫管理の一
環として用いる場合、より高いレベルの圧迫
が必要となることがあり、その際は足首にお
いて最低でも49mmHgという「非常に強力な」
弾性ストッキングが用いられる (6)。

ストッキングの構造
ストッキングによる圧迫の程度は、用いられる
糸と糸を最終製品の繊維に編む製法に関係し
ている。

糸
弾性ストッキングは、2 本の糸が互いに織り
込まれてストッキングの繊維を構成している 

（図 1）。本体編み糸が編地の厚みと硬さを
出し、編み込み糸が圧迫を生み出している 

（定義については P4 の囲み 1）。編み込み糸
と本体編み糸は、ラテックスまたはエラステ
イン（ライクラ）などの伸縮性の芯の周り
にポリアミドまたはコットンを巻き付けて作る 

（図 2）。巻きを調整して、糸の伸縮性や力、 
編地の厚さ、織り目、外観を変えていく。大
抵は、編み込み糸の弾力性のある芯を太いも
のにすれば圧迫の強い製品となるが、本体編
み糸を調整することもできる。

1. Senior Research Fellow, 
Wound Healing Research Unit, 
Cardiff University, Cardiff, UK
2. General Manager, BSN-Jobst 
GmbH, Emmerich am Rhein, 
Germany

弾性ストッキングの形は数多
く、ソックスからパンストま
で幅広くある。どんな形と着
圧レベルをリンパ浮腫患者
に処方するかは、浮腫の部
位、範囲、重症度、患者の
圧迫管理能力および圧迫へ
の耐性、 患者の好みにより
異なる。本文では、弾性ス
トッキングの構造と分類を取 
り上げる。

図 1 編地における編み込み糸
と本体編み糸の概略図：丸編み

（上）、平編み（下）

本体 
編み 
糸

編み 
込み 
糸

本体 
編み 
糸

編み 
込み 
糸

TEMPLATE FOR PRACTICE2



編み方
弾性ストッキングを編む技法は主に二通りあ
り、平編みと丸編みである。リンパ浮腫の
治療に用いるストッキングの種類はヨーロッ
パ内でも異なる。ドイツとオランダではほと
んどの患者が平編みのストッキングを使用し
ているが、イギリスでは丸編みと平編みの両
方が用いられている。

平編みはその名が示す通り、平らな編み地
が作られ、最終製品とするには縫い合わせる
必要がある（図 3）。丸編みでは、筒状のも
のができあがるので、平編みと比べて最終
製品にするまでの仕上げはほとんど必要ない

（図 4）。

オーダーメイドでも既製でも、弾性ストッキ
ングの製造には平編みと丸編みの両方の編
み方が使われている。しかし、平編みのほう
が形の歪みに対応しやすいため、オーダーメ
イドのストッキングの製造には平編みが採用
されることがほとんどである。平編みでは、
個々の製品を編む際、用いる針目の総数の
増減が可能であり、最終製品を構成する部
品の幅と形をいろいろと変えることができ
る。丸編みでは、特定の製品の製造で用い
る針目の数は決まっており、対応できる形の
歪みの範囲は狭くなる。しかし、編み込み糸
の張り具合を変えることで、形はある程度変
化させることができ、また変化の幅はさらに
狭まるが、ステッチの高さを変えることでも
バリエーションを出すことができる。

一般に、平編み地は太目の糸を使い、編む際
の 1 インチあたりの針目数が少なくなるため、
丸編み地よりも目が粗くなる（表 1）。糸が太
くなるほど素材は硬く厚くなり、身体の屈曲
部にしわが生じにくく、食い込んだりターニケッ
ト作用をもたらしたりすることが少なくなる。
丸編みストッキングの編み目は細かく、見た目
にはこちらのほうが好ましいかもしれないが、
特に長期で使用した場合、下肢に食い込んで
しまう可能性がある。

製品の手入れ
弾性ストッキングの手入れ法は、使用されて
いる素材と製法に基づき、ストッキングの性
能を維持し、製品の寿命を長くするような方
法が推奨されている。

ストッキングを履く前にオイルをベースとした
スキンクリームを塗ることは糸を劣化させ、 
製品の性能を損ねる恐れがある。ストッキング
は、毎日または 1 日おきに推奨されている水
温で手洗いするか洗濯機で洗うのが理想であ
る。洗うことで汚れを落とすとともに、着用し
て伸びた糸が元の位置に戻り、適切な圧迫が
維持される。高温は糸に悪いため、ストッキ
ングを乾燥する際は、熱源に直接触れないよ 
うにする。
一般に、着用しているうちに弾性の芯が劣化
した場合は、ストッキングを取り替える必要
があり、6 ヶ月毎に交換することが望ましい。 
しかし、肥満者や非常に活動的な患者など、
一部の患者では激しい着用状況となるため、
さらに頻繁に取り替える必要がある場合もあ
る。厚めの平編みストッキングは丸編みより
も耐久性があると考えられる。

ヨーロッパの規格
主に医療費の払い戻しの前提条件として、弾
性ストッキングに関する国の規格が作られて
いる。規格では、試験法、糸の仕様、圧迫
の段階、耐久性などがパラメータとなってい
る。

イ ギリス の BS 6612:1985(7)、フランス の
ASQUAL(8)、ドイツの RAL-GZ 387:2000(9) な
どといったものは存在するが、ヨーロッパの
国毎の弾性ストッキングに関する規格はごく
少ない。ヨーロッパ全体の規格作成が試みら
れたが（規格案 ENV 12718）、コンセンサス
が得られず、規格は 2005 年に中止された (10)。

表1 平編みならびに丸編みの特徴
 平編み 丸編み
形の調整の仕方 編む際に針目の数を変えること 主に編み込み糸の張力を変えること 
 で形を調整する。張力はほとんど で形を調整するが、ステッチの高さ 
 加えない状態で編み込み糸を も変える。編む際に針目数を変える 
 織り込み、これにより完成品の形 ことはできないため、フィットする 
 には影響がでないようにする。 範囲には限界がある。
1インチあたりの針目数 14～16（目の粗い織り地） 24～32（目の細かい織り地）
糸の太さ 太め―布地の十分な硬さと厚み 細め―見た目がよくなる。 
  を生み出すことが必要なとき。

図 2 本体編み糸と編み込み糸の
構造

図 3 平編み膝丈の半加工品（縫
製前） 編む際に針目を増減する
ことで形を作る。

図 4 丸編み膝丈製品 編む際に 
踵部分を作成して編み込み糸の
張力とステッチの高さを変える
ことで形を作る。

弾力性の 
ある芯

ポリアミドま
たはコットン
の被覆
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これらの規格では、弾性ストッキングによっ
て下肢に加えられる圧力の等級を定義する方
法について記載され、下肢の様々なポイント
にかかると考えられる圧力については in vitro 
( 生体外 ) での測定に焦点が当てられている。
足首で測定した圧迫を用いて I から IV まで
の等級にストッキングを分類している。しかし、
各等級を定義するのに用いた圧力の範囲は
各規格の間で異なり、圧迫を測定する試験で
はそれぞれ異なる 3 つの方法が用いられてい
る（表 2）。

規格と下肢の大きさ／形
足の形がゆがんでいる一部の患者ではオー
ダーメイドのストッキングが必要となることが
あるが、ほとんどの規格では既製製品しか考
慮がなされていない。ドイツの規格は例外的
であり、ドイツでは、リンパ浮腫の治療には
オーダーメイドの製品が推奨されている。
国の規格では、足に加わる圧に対してのみ焦
点が当てられている。スリーブによって腕に
加えられる圧については、現行の基準には記
載されていない。それにも関わらず、メーカー
は上腕用の幅広い製品を提供しており、それ
らの製品は製品が加える圧迫度に応じて明確
に分類されている。

規格および臨床的な指針
特定の製品が既知の範囲での適切なレベル
の圧迫を加えることを保証し、国の医療費払
い戻し方法のために根拠を提供するために
は、規格は非常に重要である。ところが、そ
れらの規格にはリンパ浮腫における弾性着衣
の使用法に関する情報はほとんど含まれてい
ない。臨床的な指針がないことから、オラ
ンダではリンパ浮腫に対する様々な形態の弾
性着衣の処方および使用のためのガイドライ
ン作りが推進された (11)。ごく最近になって、 
ヨーロッパの他国の規格に適合する形で臨
床の現場において弾性ストッキングの等級
分類が新たになされ、これに基づき、イギ
リスにおいて弾性着衣の公的医療保険が適 
用された (6)。

結論
弾性ストッキングの構造、特に編み方が性能
にどう関わるかを理解することは、医療者が
患者のために最も適したストッキングを選択
する手助けとなる。
現行の国の規格は、メーカーへの指針として、
また圧迫の程度に応じた着衣の分類のために
定められたものである。ストッキングの分類
は、ヨーロッパ諸国間でまだ食い違ったまま
である。今後作成される規格においては、腕
用スリーブと、オーダーメイドもまだ含まれ
ていないが，これも含められるであろう。
複雑な浮腫治療を全体としてきちんと網羅す
るための規格は作成されておらず、臨床的な
パラメータ ( 因子 ) をストッキングの圧迫圧の
規格と関連づけるような臨床ガイドラインは、
リンパ浮腫の治療にあたる医療者にとってと
ても役立つであろう。ただし医療者は，着衣
によって規定の圧迫度分類のとおりの圧迫が
着用時にもたらされるかどうかは患者と医療
者に関係するパラメータ ( 因子 ) によって影
響される、ということを心に留めておくことが
不可欠である。
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表2 イギリス、フランス、ドイツの弾性ストッキング規格(7-9) 
におけるストッキングの圧迫度分類の比較

弾性ストッキングがB（最も細い部分にあたる足首周囲）に加える圧力(mmHg)
 イギリスの規格 フランスの規格  ドイツの規格 
 BS 6612:1985 ASQUAL RAL-GZ 387:2000

試験法 HATRA IFTH HOSY

クラスI 14～17mmHg 10～15mmHg 18～21mmHg

クラスII 18～24mmHg 15～20mmHg 23～32mmHg

クラスIII 25～35mmHg 20～36mmHg 34～46mmHg

クラスIV 未定 >36mmHg >49mmHg

� 圧迫―完成した着衣によっ
て肢に加えられる圧力

� 力 ― 糸 を ど れくら い 楽 
に伸ばすことができるかと 
いう力の大きさ。糸の力が 
強くなるほど伸びにくくな
り、加えられる圧力も大 
きくなる。

� 硬さ―布地の弾力性の大
きさ。 布 地 が 硬 け れば、 
身体の屈折する部分に切
れ目が生じにくくなり、皮
膚に食い込まないようにな
る。

� 伸 張 性 ― 糸 を ど れくら 
い長く伸ばすことができる 
かという大きさ。伸張性が 
大きければ楽に着用するこ 
とができる。

� 厚さ／太さ―布地の厚さ／
糸の太さ。太い糸を使うと
布地は厚くなる。一般的に
厚い布地は薄いものよりも
硬いが、見た目がよくない
とされることもある。
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リンパ浮腫における 
弾性ストッキング 
使用のエビデンス
H Partsch1, M Jünger2

ストッキングは下肢リンパ浮腫の長期管理に
おいて、最も広く用いられている圧迫の方法
である。しかし、リンパ浮腫における弾性ストッ
キングのエビデンスは乏しい。ゆえに、本文
では、弾性ストッキングのリンパ浮腫の病態
生理において起こりうる効果を説明するため
に，弾性ストッキング以外の圧迫法によるもの
やリンパ浮腫以外の疾患に関する知見につい
ても取り上げる。

病態生理
浮腫は間質液量の増加によって起こる。リン
パ系は間質液を排液する役割を果たしている
ため、あらゆる浮腫に関係している。しかし、
厳密には、「リンパ浮腫」という用語は、リン
パ系に対する物理的損傷またはその異常が浮
腫の形成に関与している場合にのみ用いられ
る (1)。

リンパ系の損傷は、浮腫が長期に渡って存続
していることでも生じる。例えば、重度の静
脈疾患でリンパ管への二次的損傷が認められ
ることもある（この疾病は「静脈性リンパ機
能不全」として知られる）。
� 深部静脈血栓症および血栓症後遺症は、

深部静脈の損傷に関連して深部筋膜下リ
ンパ管への損傷を伴う (2)。

� 重度の慢性静脈機能不全患者では脂肪皮
膚硬化症や下肢静脈性潰瘍の部位におい
て、表在性筋膜前リンパ管における物理
的変化が認められる場合がある (3)。

弾性ストッキングの作用機序
リンパ浮腫の管理において、「圧迫療法」と
いう用語は、多層非弾性（ショートストレッチ）
リンパ浮腫包帯、弾性ストッキング、間欠的
空気圧迫法を含めた一連の治療法を指してい
る。弾性ストッキングは、予防、治療、長期
管理など、リンパ浮腫の管理において数多く
の役割を果たしている (4)。リンパ浮腫での圧
迫療法で最も重要であり弾性ストッキングに
関係するものについて、その機序と効果を表 1
にまとめる。

原因を問わず、どのような種類の浮腫におい
ても圧迫療法の主な効果は、過剰な間質液
の生成を減らすことである。体外的に圧迫を
加えることで毛細血管から組織内への間質
液のろ過を阻害し、これによってリンパ管に
かかる負荷を減らす。原発性静脈疾患の場
合、圧迫療法を行うことで、静脈逆流を低
下させ、静脈還流を改善することもできる。 
結果として、一時的に静脈圧の上昇が抑 
えられ、間質圧と液の漏出が軽減する。

圧迫による体積の減少は、主に組織液量が減
少することによるものであり，これに比例して
タンパク質除去量も減る。タンパク質の濃度
が相対的に上昇すると間質のコロイド浸透圧
が上昇するので、外からの圧迫を中断すると
リバウンドした浮腫が起こることもある (5)。

弾性ストッキングにより体外的に圧力を加 
える場合、その圧力は毛細血管のろ過を阻害
するのに十分な程度とするのが理想である。
立位では下肢におけるろ過圧が上昇するた
め、弾性ストッキングの圧力は仰臥位よりも
立位において高い圧力が必要である。

リンパ浮腫における弾性着衣の臨床試験
リンパ浮腫の管理の中で圧迫療法（着衣また
は包帯）が果たす役割について検討したラン
ダム化比較試験はほとんどない。2003 年に
開かれた圧迫療法に関するエビデンスをテー
マとした国際コンセンサス会議において、リ
ンパ浮腫管理に関する 4 つの RCT が取り上
げられた (16)。ある試験では、包帯と弾性着
衣を比較し (17)、また別の試験では用手的リ
ンパドレナージや電気刺激法などの補助療法
の効果について検討がなされている (18-21)。 
もっと最近の研究では、弾性包帯で治療 
中の乳腺切除後リンパ浮腫における用手 
的リンパドレナージの効果について検討し 
ている (22)。

1. Professor of Dermatology, 
Medical University, Vienna, Austria
2. Professor of Dermatology, 
Ernst-Moritz-Arndt University, 
Greifswald, Germany

臨床診療では、エビデンス
に基づいたマネージメント戦
略を実施すべきである。本
文では、リンパ浮腫管理に
おける弾性ストッキングの作
用機序と効果のエビデンス
を挙げ、肢の様々な位置や
動きでストッキングの内側に
かかる圧力が変化すること
により臨床的に起こりうる影
響について論じている。
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弾性着衣と弾性包帯の比較
弾性包帯と弾性着衣を比較した唯一の試験に
おいて、下肢または上肢の原発性または続発
性リンパ浮腫患者 83 名において、多層包帯
の後に弾性ストッキングまたはスリーブ、ある
いは弾性ストッキングまたはスリーブのみを
使用した。包帯後弾性着衣を使用した場合で
は、弾性着衣のみを使用した場合と比べて肢
体積の減少が大きく、また減少した状態が持
続した (17)。

長期管理における弾性着衣の使用
数件のフォローアップ試験において、異なっ
たタイプや部位におけるリンパ浮腫に対する
弾性着衣の有効性が実証されている。
ある試験では、1 週間から 6ヶ月の間弾性ス
リーブを着用したところ、乳腺切除後の腕の
浮腫が 17% 減少した。その後の間欠的空気
圧迫法による治療を 10 日間行ったところ、さ
らに 18% という有意な体積の減少が生じた。
弾性スリーブを用いて治療を持続すること
で、再発を防ぐことができた (23)。

原発性または続発性リンパ浮腫患者にとって
の弾性ストッキングによる長期的な（平均で
25ヶ月のフォローアップ）臨床上のメリットが
示されている (24)。6ヶ月から 5 年のフォロー
アップを行った研究において、弾性着衣は腕
や脚のリンパ浮腫の軽減および維持あるいは
そのいずれかに効果的であることが示唆され
ている (25,26)。

静脈機能不全による遠位下肢の脂肪皮膚硬
化症においては、局所的なリンパ管損傷が存
在する。それゆえ、脂肪皮膚硬化症は局所リ
ンパ浮腫のひとつのモデルとしてみなすこと
ができる (3,27,28)。Gniadecka らは、高周波超
音波断層法を用いてクラス IとII の弾性ストッ
キング（それぞれの圧力は 18 ～ 26mmHg、
26 ～ 36mmHg）が脂肪皮膚硬化症での浮腫
を軽減することを示した (29)。また、弾性ストッ
キングを用いた長期治療において、脂肪皮膚
硬化症の皮膚における毛細リンパ管の病態が
完全に正常化することを示した（図 1）(27)。

これまでに数編の論文発表によりリンパ浮腫
での長期に及ぶ圧迫療法の重要性が明確に
示されてきた (24,26,30,31)。とは言え、生涯に
渡る維持療法としての圧迫療法の必要性につ
いては必ずしも臨床の場には反映されていな
い。数年前、圧迫療法の実施に関する調査
がフランスで行われたが、初期治療後に弾性
サポートを用いている医師はわずか 43.5%
にすぎないことがわかった (32)。これまでの知
見から、弾性着衣が充分に処方されていない
ことや、弾性ストッキングに耐えられるか、管
理できるかという患者側の要因に関わる問題
などの多くの理由でリンパ浮腫において弾性
ストッキングが充分に使用されていないこと
が示唆される。

表1 リンパ浮腫における圧迫療法の機序と効果

機序 効果
間質圧の上昇  毛細リンパ管でのろ過(6-8)およびリンパ液産生の減少、 

肢体積の減少
圧迫を加えていない部位への リンパ管の正常な働きと用手的リンパドレナージ(9) 
リンパ液の移動   による近位体積の増加
リンパ液再吸収の増加とリン リンパ管シンチグラフィー(10)およびリンパ 
パ管収縮刺激   管内流量 と圧測定によって示されるリン 

パ動態の改善(11,12)

線維硬化組織の軟化 超音波(13)および硬度計(14)により示される組織の軟化
静脈性リンパ機能不全患者に  血液排出量の増加、静脈逆流減少、 
おける静脈ポンプの改善  歩行時静脈圧上昇(15)の低下

図 1 脂肪皮膚硬化症における 
リンパ機能に対する弾性ス
トッキングの効果 (27)

重度の慢性機能不全による脂
肪皮膚硬化症部位に水溶性
造影剤を皮内注入して間接的
にリンパ系造影を行ったとこ
ろ、不規則な毛細リンパ管と、
色素の組織への漏出が認めら
れ た（ 左 ）。30 ～ 40mmHg
の圧迫ストッキングを 2 年間
着用後は正常な状態の集合リ
ンパ管が満たされ、色素の組
織への漏出は見られなかった

（右）。
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今後の研究
圧迫療法の作用機序および最適な治療計画
を明らかにするためには今後さらなる研究が
必要である（囲み 1）。
これらの問題に関する有効な研究に欠かせな
いものとなるのは、次に述べるようなツール
と方法である。
� 圧迫包帯またはストッキングによる圧力を

測定するためのツール／方法
� 圧迫法および素材の in vivo での性能を評

価するためのツール／方法

界面圧 (INTERFACE PRESSURE) 
および静的剛性インデックス
界面圧とは、圧迫システムが皮膚表面に対し
て加える圧力である。その測定は、圧力トラ
ンスデューサー（圧測定器）を弾性着衣と肢
の間に当てて行う。筋肉が収縮して肢周囲が
増加すると界面圧が上昇する。弾性が低い素
材は硬く、界面圧の変動幅が大きくなる (33)。
界面圧は、筋肉が収縮しているときに最も周
径が増大する部位に圧測定器を置いて測る。
下肢においては、正中腓腹筋が腱となる部分
で測定するが、ストッキングメーカーはこの
部位を B1 と呼んでいる（図 2）(34)。

この場所の脚周囲が最も増大するのは、足
を背屈させたとき、あるいは仰臥位より立っ
たときである。寝ている状態から立ったとき
の圧力の上昇を、static stiffness index「静的

剛性インデックス」 (SSI) といい，これはひと
つのパラメータとなるということが提唱され
てきた（囲み 2）(35)。弾性ストッキングで使
われるような弾性（ロングストレッチ）素材
は、リンパ浮腫多層包帯法に使われる非弾性

（ショートストレッチ）素材に比べて SSI が低
い (35)。しかし、ストッキングを何層か重ねた
場合は SSI が高くなる (36)。

包帯下の圧力の変動
静脈性潰瘍患者での様々な体位または活動
時の非弾性または弾性包帯の B1 における下
肢界面圧に対する効果を図 3 に示す。非弾
性包帯を用いた場合、座位での B1 安静時界
面圧は 48mmHg である（図 3a）。座位にて
背屈を繰り返した場合、界面圧の最高値は
80mmHg となる。患者が立てば、界面圧は
50mmHg から 72mmHg まで上昇する。つま
先立ちで歩くと、45mmHg から 80mmHg の
間で値が変動し、膝を曲げると、変動の幅は
60mmHg から 90mmHg までの間となる。

弾性包帯を使用し座位での安静時圧力は
51mmHg である（図 3b）。患者が立ってい
るときは、およそ 59mmHg とわずかな上昇
である。運動時の変動は、非弾性包帯使用
時よりもはるかに少ない。これらの図による
と、非弾性素材使用時には立位での圧力が
仰臥位での圧力よりも 22mmHg 高くなるの
に対し、弾性素材使用時では 8mmHg しか
高くならないことが示されている (36)。非弾
性包帯の使用により座位と立位での界面圧
のより大きな差がみられることから，非弾性
素材は弾性素材よりも立位で生じる静水圧の
上昇を補うのに優れていることが示唆される。
ゆえに非弾性素材は、弾性素材と比べて浮
腫の減少に対してよりはっきりした効果が期
待される (37)。

� 圧迫法は問わず、様々な 
着圧レベルにおいて、 
初期治療の第 1 週ならび 
にその後の数週間でどの 
程度の浮腫の減少が期 
待できるか。
- 下肢では？
- 上肢では？
- 手／首／躯幹／乳房／ 

外陰部では？
- 日中は？
- 夜間は？

� どの圧迫法、またどの素 
材が初期治療および長期 
管理において、最適な結 
果をもたらすのか。

� ストッキングだけを使用し 
た場合、どの程度の浮腫の 
軽減が期待できるか。

� 長期管理においてリバウ 
ンドした浮腫を抑えるに 
はどれくらいの圧力を必 
要とするか。

� 補助療法はどんなメリッ 
トをもたらすか。メリット 
を最大限に高めるには補 
助療法をどのように用い 
たらよいか。

図 2 界面圧測定のための 圧力
トランスデューサー（圧測定器） 
の位置 圧測定器は、正中腓腹
筋が腱につながるところの皮膚
上に置く。この位置は、弾性ス
トッキング着用において B1 の
位置に相当する。

腓腹筋外側頭

腓腹筋内側頭

圧測定器は、
この位置の皮
膚上に置く。

アキレス腱

寝 て い る 状 態 から 立ったと 
きに起こる界面圧の上昇

TEMPLATE FOR PRACTICE

囲み1 リンパ浮腫に関する今
後の研究における問題点

囲み2 静的剛性インデックス
(SSI)

7



起こりうる生理学的効果
慢性静脈機能不全においては、SSI の増大、
すなわち安静時圧力に対する労作時の圧力
比が高くなることは、静脈血行動態の改善と
相関していることが知られてきた (38,39)。

さらに、歩行時において非弾性素材によるよ
り大きな圧力の変動と振幅の広がりは、内皮
細胞からの血管作用物質の放出に大きく影響
する (40)。リンパ浮腫患者に対しては、こういっ
た圧力のピーク値がリンパ管の収縮にも影響
し、それが動脈拍動、呼吸、マッサージといっ
た間欠的な刺激に反応することを推測するこ
とができる。圧力変動の最適な範囲がどのく
らいかはわからないが、弾性ストッキングに
よるもっと低い圧力ピーク値でも同様の効果
が生じる可能性はある。

弾性ストッキングの意義
各患者が弾性ストッキングを選択するにあた
り、患者や疾患に関連する多くの因子が影響
するため、ある特定の構造のストッキングを
選ぶに当たってはまだ確かな根拠となるもの
はない。しかしながら、以上の知見からすると、
リンパ浮腫においては SSI の高いストッキング
すなわち平編みの着衣を使用することが幾分
有利な点があることが示唆され、さらなる研
究をしていかなければならない。
現在は幅広く既製の平編み弾性着衣が販売
されている。しかし、最近は既製の丸編みス
トッキングの選択の幅が大いに広がり、臨床
の現場において初期のリンパ浮腫では一部の
患者の治療が成功するようになってきている。
しかし重度の変形がある症例においては、比
較的弾性の強い丸編み着衣がうまくフィット
せずに、痛みや皮膚の損傷、ターニケット効
果をもたらすこともあり、その場合にはオー
ダーメイドの平編みストッキングが唯一の解
決法となる場合もある。

結論
リンパ浮腫治療における弾性ストッキングの
エビデンスは限られるが、弾性ストッキングは
広く受け入れられ、管理の重要な部分である。
他の圧迫法、特に多層非弾性リンパ浮腫包帯
を用いた研究の知見は、弾性ストッキングの
使用にも適用できうる原理を示唆している。
立位にて圧力レベルの上昇が持続し、歩行時
にて圧力が変動することは、リンパ浮腫治療
での圧迫療法にとって重要な作用である。圧
迫療法システムのこれらの特性は SSI に関係
している。ゆえに、弾性ストッキングの役割
を含めたリンパ浮腫における圧迫療法に関す
る今後の研究では、アウトカムパラメータ（体
積の減少や患者に関連した結果など）と界面
圧および SSI の in vivo (in vivo 測定値とは直
接、生体内または生体上で行った測定値のこ
と ) 測定値との関係を検討することが求めら
れる。
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図 3 (a) 非弾性包帯および (b)
弾性包帯による下肢での界面圧
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下肢リンパ浮腫における 
ストッキングの役割
DC Doherty1, PA Morgan2, CJ Moffatt3

弾性ストッキングはリンパ浮腫管理において
きわめて重要な役割を果たしている。しかし、
システマティックレビューを行ったところ、治
療法決定の根拠となる確固としたエビデンス
はないことが明らかとなった (1,2,3)。英国にお
ける「リンパ浮腫フレームワーク」プロジェク
トでは、実際の研究に基づいたエビデンスが
ないことを認識したうえで、最善の実施を定
める厳しいコンセンサスを目指すというアプ
ローチが取り入れられた (4)。下肢リンパ浮腫、
あるいは静脈性リンパ浮腫、脂肪性浮腫など
の関連する病態を有する成人での弾性ストッ
キングの使用に対して明らかとなった推奨事
項が本論文の基礎となっている。その中では、
患者の臨床的ニーズおよびライフスタイルに
関するニーズに合致したストッキングが患者に
とって必要であることが強調された。

弾性ストッキングはセルフケアを促進し、あら
ゆる臨床的ステージでの下肢リンパ浮腫の管
理において使用することが可能なものである
(5)。主に、長期管理において、通常は一定期
間の集中治療（スキンケア、運動、多層非
弾性リンパ浮腫包帯（ショートストレッチ）、±
用手的リンパドレナージ）を行った後に用い
られる (6)。しかし、ストッキングは無症候性あ
るいは非常に初期のリンパ浮腫での合併症を
予防するために、また包帯を用いた集中治療
後に用いることもできる (7)。

弾性ストッキング決定のためのアルゴリズム
P16 のアルゴリズムでは、患者に焦点を当て
て、柔軟な意思決定を促すように作成された
推奨をまとめている。重要なことは，特に高
レベルの圧迫が考慮される場合において、安
全性を確保するために、動脈の状態を評価す
る必要性が含まれていることである (8)。どの
種類のストッキングを使用するのかということ
と，他の圧迫法の役割に関しても、リンパ浮
腫の様々な病期における臨床像 (9) と関連づ
けて推奨されている。

アルゴリズムを効果的に使うには、医療者は
アセスメントに熟練し、リンパ浮腫のタイプな
らびに重症度を判定できなければならない。
上手に測定とフィッティングを行い、ストッキ
ングと用いる素材の範囲を理解するには、適
切な訓練が必要である (10)。重症の複雑性リ
ンパ浮腫を有する患者に対しては、専門家に
よる介入が受けられるようにすることが必要
となる。

弾性ストッキングの使用に影響する臨床的な
因子
弾性ストッキングが患者に適合しているかど
うかは、多くの因子に影響される（囲み 1）。
医療者はこれらの因子を考慮に入れて、弾性
着衣が快適で、浮腫の管理の手助けとなるよ
うな適切なレベルの圧迫を加えることができ
るようにする。

手先の器用さ
弾性ストッキングの着脱には、ある程度の手
先の器用さと力が求められる。リンパ浮腫に
用いる高圧の弾性ストッキングの着脱は時と
して困難なものとなる。

重症の関節炎患者の場合、弾性ストッキング
の着脱は特に難しくなる場合がある。肥満の
著しい患者では手が足まで届かないことがあ
り、心不全などの複雑な内科疾患を有する患
者は労力を要する作業を行うと症状が悪化す
ることがある（弾性ストッキングでは急性心
不全が禁忌となることに留意されたい）(11)。

患者に対して着脱の補助が必要となる場合が
ある。患者によっては平編み弾性ストッキン
グのほうが丸編みよりも楽に履くことができ
る。患者がストッキングの着脱をうまく行え
ない場合は、介護者に必要なスキルを教え、
患肢の状態の観察方法を教える、といった策
が考えられる。ストッキングを脱ぐことが困難
な患者には、ストッキングを足首まで下げて
一部だけ脱いだりしないように指導する。ス
トッキングが不完全な形で脱衣されている状
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2. Post-doctoral Research Fellow;
3. Professor of Nursing and 
Co-director;
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英国における国によるリンパ
浮腫関連事業の実施を確立
する試みの一環として、「リ
ンパ浮腫フレームワーク」
プロジェクトにより下肢リン
パ浮腫における弾性ストッキ
ング使用のガイドラインが作
成された。本文で紹介する
ガイドラインは、現行のいく
つかのストッキング分類を取
りまとめて、リンパ浮腫の臨
床像とともに新しい分類に結
びつけている。また、動脈
の状態の評価やストッキング
のサイズ測定といった実際的
な側面について明確な指針
を提示し、起こりうる問題を
解決するための戦略につい
ても述べている。



態は、布地が二重になったり丸まったりするこ
とで、ターニケット作用や組織の障害をもた
らす恐れがあることを、患者および介護者に
対して注意する。

医療者は、こういった問題を解決するために
は、素材、弾性着衣の型、着圧レベルの選
択を見直し、変更ができるようでなければな
らない。

皮膚の弾力
弾性ストッキングの使用を難しくする問題とし
てよく見られるのは皮膚の弾力性と質の低下
である。皮膚が非常に弱い場合は外傷が起こ
りやすくなる。静脈瘤性湿疹やリンパ漏など
の皮膚の障害は、適切なスキンケアと、ストッ
キングの下にコットンのライナーを使用するこ
とで治療することが可能である。湿疹とリン
パ漏が重症の場合、ストッキングの使用は適
切でないとも考えられ、症状を安定させるの
に包帯を用いた一定期間の集中治療が必要
となることもある。

蜂窩織炎が発現しているとき、通常は弾性ス
トッキングの使用には耐えられないものであ
る。圧力を低くした多層非弾性（ショートスト
レッチ）リンパ浮腫包帯 (MLLB) を使って圧迫
を継続することは可能である。疼痛があまり
にも重度であれば、圧迫療法は中断する必要
がある。しかし、長期間圧迫を行わないよう
な状態は避けるべきである。疼痛および炎症
が十分に軽減し、患者が耐えられる状態となっ
たら、通常用いられるレベルならびに方法で
の圧迫を再開することが必要である。

ごく一部の患者で、ラテックス、エラステイ
ン、染料などのストッキングに使われている
素材に対して皮膚の過敏症とアレルギーが起
こることがある (12)。アレルギーは、コットン
ライナーを使って皮膚との直接の接触を防い
だり、別の製品に切り替えたりすることで予
防や治療が可能である。

サイズ測定とフィッティングがきちんと行われ
ておらず、ストッキングの選択が不適切であっ
た場合、皮膚に異常のない患者であっても組
織の外傷が生じることがある。

変形
既製のストッキングは、肢の変形が軽微の患
者に適していると言える。変形が重度の患者
には、ストッキング処方の前に形を元に戻す
ために一定期間の集中治療が必要となる場合
がある (6)。

オーダーメイドの平編みストッキングは、丸
まったり、ねじれたり、血流を止めたりするこ
とがないため、肢が変形している患者のほと
んどで治療効果が上がる。平編みストッキン
グは硬めにできていることが多いため、リバ
ウンドした浮腫を防ぎやすい。詰め物や立体
パッドをストッキングの下に入れたりストッキン
グ内部に組み込んだりすることで、変形した
肢がうまく収まるよう弾性ストッキングを調整
することも可能である。

肢が変形し、浮腫が外陰部や躯幹にまで広
がっている患者の場合は、弾性着衣を適切に
選択し、きちんとフィットさせるために、専門
家の介入が必要となる。

弾性ストッキングによる浮腫の抑制
一部の患者では、弾性ストッキング単独では
リンパ浮腫を抑えることができないため、夜
間での包帯使用や用手的リンパドレナージな
どの療法の併用が必要となる場合もある。

緩和ケア対象患者のニーズは複雑なもので
ある。場合により、治療の重点は浮腫の抑制
から快適さの提供と QOL の改善に移ることも
ある。圧迫を行うためには、着圧レベルを下
げたストッキングを使うか、場合によりタイト
なライクラ製ショーツ（サイクルパンツやラン
ニングショーツなど）を併用したり，形を合わ
せた伸縮性のある筒型包帯などの代替的な
着衣を使用することが必要となる。症状のた
めに弾性ストッキングを使用できないような
緩和ケア対象患者においては、包帯のほうが
好まれることがある。

モニタリングと自己管理を行う能力
自己管理を効果的に行うには、患者が自ら関
わり、努力することが必須条件として求めら
れる (13)。自己管理に影響する因子としては、
その状態に対する信頼感や，うつや不安など
の積極性に影響するような精神的因子もあ
る。社会的なサポートを利用できることが非
常に重要となる。

患者と医療者との同意は、適切な患者教育を
行うことで促進され、数多くの実際的な問題
によって影響を受ける (14)。弾性着衣のフィッ
ト具合、型、素材は、見た目、快適さ、治
療に辛抱強く取り組む意欲に影響する。動き
やすくするため、患者はストッキングと共に履
きやすい靴を履くことが是非とも求められる。

� ストッキングを管理し、 
これに耐えうる能力

� 皮膚の状態
� リンパ浮腫の病期およ 

び重症度
� 肢の形、大きさ、機能
� 患者の体型（背が高い、 

低い、肥満など）
� 下肢の動脈の状態
� 内科的合併症 

（神経障害など）
� 患者の生活習慣、運動性、 

年齢、心理社会的状態
� 患者の好み

TEMPLATE FOR PRACTICE

囲み1 弾性ストッキングの適
性に影響する患者の因子
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認知機能障害の患者に対しては、弾性着衣を
正しく装着し、皮膚障害を防ぐため、追加指
導や、サポート、モニタリングが必要となる
場合もある。同様に、神経学的障害患者（脳
卒中、脊髄損傷、二分脊髄）およびその介
護者も、疼痛などの警告メカニズムがうまく
働かない場合もあるため、用心深い注意が
必要となる。

アセスメントにおいては、トイレの問題、人
工肛門の有無、患者がストッキングを脱いで
再び着用することができる能力について考慮
することが求められる。失禁患者においては、
弾性着衣によって皮膚擦創が生じることもあ
る。体格の大きい患者のストッキングに対す
るニーズの多くは、オーダーメイドのストッ
キングを用いることで対応できる。肥満の著
しい患者の場合、自分で着脱ができるような
適切なストッキングのフィッティングが難しく、
多くの場合オーダーメイドのストッキングが
必要となる。皮溝が深い場合、擦創が起き、
真菌感染症となる恐れがある。

弾性ストッキングに耐えうる能力
治療に用いるレベルの圧迫に耐える個人の意
志および能力について考慮すべきであり、必
要に応じて選択した着衣を変更することが求
められる。
患者の全身状態のアセスメントは、弾性着衣
を選ぶ際に不可欠となる (15)。 弾性ストッキ
ングは、末梢循環から中枢へと体液を移動さ
せ、心性浮腫患者においては非代償性心不
全を引き起こすことがある (16)。

ストッキングサイズ測定
計測を正確に行うことは、弾性着衣を正しく
フィットさせて、患者に最適な快適さをもた
らすのに不可欠である。うまくフィットしてい
ないストッキングではリンパ浮腫を改善するこ
とができないこともあり、組織の損傷を招い
たり、不快で耐えがたくなったり、ストッキン
グの長期着用を妨げたりすることもある。
どんな種類のストッキングを処方するかは、
浮腫の部位と範囲が大きく影響するが、患者
の快適さ、生活習慣、好み、着脱能力につ
いても考慮がなされなければならない。状況
に応じて色々な弾性着衣が必要となる場合も
ある。

既製かオーダーメイドかの選択
充分なアセスメントが行なわれ、ストッキング
が必要であるとされたら、ストッキングの適
切な型（囲み 2）と種類を決める。複雑な下
肢・躯幹リンパ浮腫のある患者では、オーダー
メイドの着衣が必要となることが多い。一般
的には、変形が重度の場合、ひとつの製品
で別々の部位に異なった圧力レベルが必要と
なる場合、また特別な調整が必要となる場合
は、オーダーメイドの平編みストッキングが
必要となる。

平編みストッキングは、概して丸編みよりも
着用しやすく、ストッキングの層を重ねる必
要があるときは、平編みストッキングを肌に
直接履き、その上に丸編みストッキングを重
ねると重ね履きがしやすい。患者は、暑いと
きには目が粗い平編み製品、見た目が良い
薄手の丸編み製品、といったように自分の好
みを言う場合もある。最適な療法を選択する
際に、セラピストは患者の好みを考慮に入れ、
同時に患者が最も適した治療を選べるように
促すことが必要となる。

つま先キャップ
� つま先のリンパ浮腫（図 1）
� リンパ漏や趾間真菌症の治療後
� 足先の浮腫およびつま先の浮腫のリスクがある、または発現している。
� 足先の組織肥厚―つま先キャップによってさらに圧力が加わり、 

つま先部分が開いているストッキングが足からずり上がるのを防ぐ。

膝下 *
� 浮腫と皮膚の変化が膝下までに限定される。
� 大腿部浮腫のない静脈性潰瘍がある。
� 脚全体を覆う着衣着用が不可。
� 肥満

大腿丈 *
� 浮腫が大腿まで拡大している。
� 大腿内側に乳頭腫がある。
� 膝に脂肪または関節炎がある（図 2）。
� 肢の変形がある。
� 膝下ストッキングが皮膚に食い込んでおり、測定ミスなど他の要因が除外される場合

パンティストッキング *†
� 浮腫が外陰部または腹部まで拡大している。‡

� 脚全体を覆うストッキングがずれてしまう。

*　 つま先の開いているストッキングは、つま先が閉じているものよりも履きやすく、軽度の足先の浮腫
にはこれで十分であると思われる。つま先キャップが使用困難で、つま先の浮腫が軽度である場合、
つま先が開いたものよりも閉じたストッキングのほうが好ましい。足先の浮腫の治療には、平編みが
好んで使用されることが多い。

†　 パンティストッキングタイプを要する失禁患者の場合、まちが開いている平編みのオーダーメイド製
品が有用となりうる。

‡　 下腿に浮腫のない腹部腫瘍からの続発性大腿部リンパ浮腫患者においては、バミューダパンツが有
用となりうる。

図 1 足先とつま先の浮腫このよ
うな患者の治療としては、つま
先キャップと膝下ストッキングで
の治療が好ましいと思われる。

TEMPLATE FOR PRACTICE

囲み2 適切な弾性ストッキングの型の選択
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測定時期
ストッキングのサイズ測定は、集中治療が完
了し、肢の体積が安定して、圧痕性浮腫が軽
微もしくは残っていない最良の状態となった
ら行う。柔らかい圧痕性浮腫がある場合は、
サイズ測定前に弾性包帯を用いた治療を行う
ことが勧められる (6)。皮膚は、衣類の着脱に
耐えうるくらい丈夫である必要がある。

測定後、弾性着衣を装着するまでは、弾性
包帯を続けなければならない。そうでないと、 
リバウンドした浮腫が起こる恐れがあり、 
包帯使用中止から数時間以内に発現する 
こともある。

弾性ストッキングを既に使用している患者で
の測定は次の場合に行う。
� 正しいサイズの着衣が処方され、悪化が

生じていないかを確認するため、新しい着
衣に交換する前に行う。

� 既製品からオーダーメイドへ切り替える場
合、もしくはオーダーメイドから既製品へ
切り替える場合

� 違う型の着衣が必要である場合
� ストッキングの調整が必要な場合、もしく

は異なる圧力の着衣が必要な場合

実際の問題点の解決法
自分で動けず、肥満であることが多い複雑な
下肢リンパ浮腫患者においては、測定は難し
いかもしれない。

外来では、患者が長椅子に横になるか立った
状態で測定を行う。可能であれば、測定台
の使用が勧められる。
車椅子を普段使用している患者は、脚を下垂
位の状態で測定することも可能である。しか
し、大腿に達する長さの着衣が必要となる場
合は、長いす上での測定が勧められる。

弾性ストッキングのサイズ測定時に医療者が
メジャーにどれくらいの張力を加えるかは、
目的とする治療効果、患者の年齢、患者が
圧迫に耐えうる能力、患者の末梢動脈での血
液供給によって変わる。

医療者が測定とフィッティングに関して十分
な訓練を受けており、これに関する臨床経験
を有していることが不可欠である。肢が変形
している患者や、浮腫が腹部や外陰部にま
で及ぶ患者の場合は、専門家による助言と
測定が必要となる。

図 2 下肢リンパ浮腫患者の関節
炎を生じた膝 この患者では、例
えばバミューダタイプのショート
丈の弾性着衣と膝下ストッキン
グのふたつを組み合わせて使う
と管理がしやすいと考えられる。
膝の痛みを軽減するのに整形外
科用膝サポーターを使用しても
よい。

膝下ストッキング
� 臥位または立位にて測定する。
� 足首周囲は直径が最も細いところで測

る。通常はくるぶしのすぐ上になる。
� ふくらはぎ周囲は最も太いところを測る。
� つま先が閉じている着衣：母趾の先から

踵の端までの足の長さを測る。
� つま先が開いている着衣：母趾の付け根

から踵の端までの足の長さを測る。
� 踵から膝窩の 2cm 下のところまでを測定

して、標準、短、長のうち患者に必要な
長さを決める。

膝上（大腿丈）ストッキング
膝下ストッキングの測定項目に加え、以下の
項目を測定する。
� 大腿周囲を最も太いところで測る。
� 踵からストッキングの端がくるところまで

を測り、必要なストッキングの長さを決
める。

パンティストッキング
膝下ストッキング、膝上ストッキングの測定項
目に加え、以下の項目を測定する。
� 臀部周囲を最も太いところで測る。

� これらの囲みには、弾性ス
トッキングのサイズ測定の
原則的な指針を記載してい
る。弾性着衣をオーダーす
るメーカーからの測定に関
する指示に対しては注意を
払うこと。

� 適切な資格を有する者が測
定を行うこと。リンパ浮腫
を診療する医療者、専門薬
剤師、装具専門家などがこ
れに含まれる。

TEMPLATE FOR PRACTICE

囲み3 既製弾性ストッキングのサイズ測定注 囲み3-5
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臀部周囲の最も太いところ

大腿部周囲の最も太いところ

ふくらはぎ周囲の最も太い
ところ

足首周囲の最も細いところ

つま先が開いているストッキング：母趾付け根から踵までの長さ

つま先が閉じているストッキング：母趾の先から踵までの長さ



動脈状態の評価
アルゴリズムにおいて、最初の段階では患者
の動脈状態を考慮するが、これにより医療者
がリンパ浮腫の病期および重度に合った安全
で適切なレベルの圧迫を選択しやすくなる。

リンパ浮腫患者での足の脈の触診は非常に難
しく、動脈状態の予測因子として適切ではな
い (17)。動脈状態を評価する際は、ドップラー
超音波を用いて足関節・上腕血圧比 (ABPI) を
測定する（囲み 6）。重度のリンパ浮腫患者で
は、足首の血圧測定が困難となることがある。
カフを大きなサイズのものにして、ドップラー
プローブを低周波のものに替えると、測定でき
る場合もある (18)。糖尿病患者の場合、ある
いは著しい浮腫と組織の肥厚（線維化）ある

A

C

B

� 可能であれば、患者が立っ
た状態で測定を行う。

� ウエスト位置において、陰
嚢サポートのウエストベルト
位置としたいところを患者
に示してもらう。

� その位置のウエスト周囲 A
を測る。

� 陰嚢の最も太いところの周
囲 B を測る。

� ウエストベルト位置となると
ころから陰嚢を超えて会陰
までの長さ C を測る。

膝下ストッキング
� 臥位または立位にて測定する。
� つま先が開いているストッキング：足の側面に沿って母趾の付け根か

ら踵の端までの足の長さを測る。
� つま先が斜めのストッキング：足の側面に沿って小趾の付け根から踵

の端までの足の長さも測る。
� つま先が閉じているストッキング：足の側面に沿って母趾の先から踵

の端までの足の長さを測る。
� 足趾付け根周囲 A を測る。
� 足を背屈させて、甲と踵周囲 H を測る。患者が足を背屈すること

ができない場合は、H を測定して、1cm を足す。
� 足を床または測定台に置いて、内果の 2cm 上の周囲 B を測る。
� 長さ a-B（踵から B）を測る。
� ふくらはぎが太くなり始めるところの周囲 B1 および長さ a-B1 を測

る。
� ふくらはぎが最も太いところの周囲 C と長さ A-C を測る。
� 膝蓋骨の 2cm（指 2 本分）下の周囲 D と長さ a-D を測る。

膝上（大腿丈）ストッキング
膝下ストッキングの測定項目に加え、以下の項目を測定する。
� 脚を伸ばした状態で、膝蓋骨の中心までの長さ a-E を測る。
� 脚をわずかに曲げた状態で、膝の上の周囲 E を測る。
� 可能であれば、患者に立ってもらう。
� 大腿の真ん中の周囲 F および長さ a-F を測る。
� 大腿の最も太い周囲を測る (G)。
� 大腿丈のストッキングであれば、a から殿溝の 2cm 下のところ (G)

までの長さを測る。

パンティストッキング
膝下ストッキング、膝上ストッキングの測定項目に加え、以下の項目を
測定する。
� a から殿溝の 2cm 下のところ (G) までの長さを測る。
� 患者の手をウエストラインのところに置いてもらう。a からウエスト

ラインまでの長さを測る。
� 胴囲を測る。
� 臀部周囲の最も太いところを測る。
� 身体の前側中心でウエストから股までの長さを測る。腹部が柔らか

い場合は、測定中この部分に少しだけ圧力を加えて、着衣をつけて
いるような状態が想定できるようにする。

� 身体の後ろ側でウエストから臀部を超えて殿溝までの長さを、わず
かな圧力を加えながら測る。

注意：特に指定のない場合は、長さの測定は縦方向の長さとして行い、
身体の凹凸に沿った測定は行わない。

囲み5 陰嚢サポート着衣のサイズ測定

囲み4 オーダーメイド弾性ストッキングのサイズ測定
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つま先が斜めになっているストッキング：小趾の付け根から踵まで

つま先が開いているストッキング：母趾の付け根から踵まで

つま先が閉じているストッキング：母趾の先から踵まで

AA aa

a-B

a-B1

a-C

a-D

a-E

a-F

a-G

a-ウエスト

H H

B B

B1 B1

C C

D D

E E

F F

G G

臀部 臀部

前後ろ

ウエスト ウエスト

TEMPLATE FOR PRACTICE



いはそのいずれかがある場合、ABPI の数値
には信頼性がなくなることがあるため、患者
の末梢動脈状態評価をより正確に行うには足
趾・上腕血圧比 (TBPI) のほうが適する場合も 
ある（囲み 7）。一部の医療機関では、デュ
プレックス・スキャンやプレチスモグラフィー
を用いるところもある。

現在のところ、リンパ浮腫患者で末梢動脈閉
塞性疾患がどれくらい発現しているかは不明
であるが、年齢が上がるとともにこの疾患は

増え、多くの患者が無症候性であるため (19)、
一部の高齢患者ではある程度の動脈障害が
併発している恐れがある。ゆえに、弾性ストッ
キングを用いるために評価を行う場合、高齢
患者においては末梢動脈状態の評価は特に
重要となる。

このアルゴリズムで用いている推奨（P16 参
照）は、程度が異なる末梢動脈閉塞疾患の
ある患者における圧迫療法実施に関する国際
的なガイドラインを反映している (20)。

下肢末梢動脈閉塞症患者を見つけるために、ABPI の記録が不可欠となる。このような患者で高圧での 
圧迫を行うと、組織での虚血が生じ、肢の切断に至る場合がある。しかし、リンパ浮腫患者における ABPI 
記録の信頼性は不明であり、特定レベルの圧迫に対して患者が適しているかどうかを判断するにあたり、 
臨床的に判断する必要がある。

下肢末梢動脈閉塞症患者においては、平編みストッキングを用いた低い静圧が好ましい (20)。
� ABPI>0.8：ABPI が 0.8 を超える場合は、高圧（34 ～ 46mmHg）での圧迫でも安全と考えられる。 

ABPI が 0.8 を超える患者の中には、非常に高い圧力（49 ～ 70mmHg）での圧迫ができることも 
ある (19)。しかし、患者には自分で感覚や色の変化、疼痛といった虚血の兆候がないかどうか観察 
させることが必要となる。患者の動脈状態に懸念がある場合、専門家による評価を得ずに、 
高圧あるいは超高圧での圧迫は行うべきでない。

� ABPI ＝ 0.5 ～ 0.8：中等度の末梢動脈閉塞症（ABPI＝0.5 ～ 0.8）でも、弾性ストッキングを使用する 
ことはできる。レベルを減弱した圧迫が必要であり、患者が圧迫に耐えられるかどうかがかなり影響 
する。虚血症状を呈するような患者では、すでに動脈閉塞症が起こっており急速に悪化しうるため、 
虚血症状を見逃すことがないよう厳密なモニタリングを要する。この群においては、21mmHg 
までなら圧迫を考慮することが可能である。

� ABPI<0.5：ABPI が 0.5 未満の患者においては、組織虚血を悪化させる恐れがあるため、圧迫療 
法を行うべきではない。すべて患者は専門医に血管の評価とモニタリングを依頼する必要がある。 
患者によっては、血管を慎重に観察した上で、非常に低いレベルの圧迫ならば可能な場合もある。

注意：ABPI の測定が不可能な場合にのみ、TBPI を測定する。ABPI 法のやり方に関しては Vowden と Vowden(2001) 
の論文を参照のこと（詳細は P21 の追加資料参照）。

� 患者を身体ができるだけ平らになるように 15 分から 20 分横に寝かせて、手順を説明する。
� 腕にサイズの合った血圧計カフを巻き、上腕の脈の上にゲルを塗る。
� 上腕の脈の上でドップラープローブを動かして、良好な信号が得られるまで探る。
� 信号が消滅するまでカフに空気をいれ、信号が再度現れるまで少しずつ空気を抜いていく。 

こうして上腕の収縮期血圧を測ることができる。この手順を繰り返す。
� もう一方の腕で同様の手順を繰り返し、上腕での 4 回の測定で最も高い値を記録する 

（最高の上腕測定値を用いて両脚の TBPI を算出する）。
� 母趾付け根周囲にサイズの合ったつま先用カフを巻く。
� ゲルを塗り、ドップラープローブを使って趾動脈を探る。
� 信号が消滅するまでカフに空気をいれ、信号が再度現れるまで少しずつ空気を抜いていく。 

こうしてつま先の収縮期血圧を測ることができる。
� 手順を繰り返し、最も高い値を記録する。
� 手順を繰り返し、もう一方の脚でつま先の収縮期血圧最高値を測定する。

それぞれの脚での TBPIの算出
TBPI ＝当該脚でのつま先の収縮期血圧最高値 
    上腕収縮期血圧最高値

TBPI<0.64 であれば、下肢末梢動脈閉塞症が生じている恐れがある。

TEMPLATE FOR PRACTICE

囲み7 足趾・上腕血圧比(TBPI)の測定

囲み6 足関節・上腕血圧比(ABPI)の記録
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いいえ

患者の適合性
手先が器用である。
皮膚に傷などがなく、
張りがある
圧痕性浮腫がない、
あるいは軽微である。
変形がない、あるい
は軽微である。

•
•

浮腫が弾性着衣によっ
て抑えられる
観察と自己管理が可能で
ある（世話をする者のサポー
トがある場合もあり）。
ストッキングの使用に耐えられる
緩和ケアのニーズ

•

•

•
•

はい

•

•

患者には下肢末梢動
脈閉塞症があるか

圧迫不可
血管の専門医を紹介

重度の動脈疾患
ABPI<0.5

中等度の動
脈疾患

ABPI＝0.5～0.8

正常
ABPI>0.8

潜在性リンパ浮腫
初期／軽度リンパ浮腫
• ISL分類が0～II期
• 変形が軽微またはなし
• 高齢／関節炎患者
• コントロールされてい
 る心性浮腫　
• 不動性浮腫
• 神経障害
• 脂肪性リンパ浮腫

低圧：14～21mmHg

• 平編みまたは丸編み

0期
リンパ液の輸送に障害
があるが浮腫が明らかで
はなく，無症状の状態。こ
の病期は、浮腫を認める
ようになるまで数ヶ月か
ら数年持続することがあ
る。

I期
この時期は発症初期に
あたる。組織液の貯留
があり，肢挙上により軽
減する。圧痕が認めら
れる場合もある。

II期
肢挙上だけで浮腫が軽
減することはほとんど
なくなり、圧痕が明らか
となってくる。

II期後期
組織の線維化がより明
らかとなり、圧痕がある
場合とない場合とがあ
る。

III期
組織が硬化（線維化）し、
圧痕がなくなる。肥厚、
色素沈着過剰、皮膚の
皺壁の増大、脂肪沈着、
疣贅の過剰増殖といっ
た皮膚の変化が現れる。

中圧：23～32mmHg

• 平編みまたは丸編み、
 あるいは両方を併用

良好なアウトカム
• 浮腫の増大なし
• 皮膚または組織の厚
 さの悪化なし
• 形の悪化なし

• 患者／世話をする者
 がより積極的に関わ
 るようになり、自己管
 理スキルが向上

中等度／重度リンパ浮腫
• ISL分類II期後期～III期
• ある程度の変形
• 脂肪性浮腫
• 静脈性リンパ浮腫
 （治癒した潰瘍）
• 高齢／関節炎患者

重度の複雑性リンパ浮腫
• ISL分類III期
• 中程度または高レベル
 の弾性着衣では抑制で
 きない浮腫

重度リンパ浮腫
• ISL分類III期
• 活動的な患者
• 急速な浮腫のリバウ
 ンドのリスク
• 静脈性リンパ浮腫
 （進行性潰瘍）
• 足先全体の浮腫
• くるぶし後部の浮腫

高圧：34～46mmHg

• オーダーメイドの弾性
 着衣
• 平編みまたは丸編み、
 あるいは両方を併用
• 調整可能な非弾性圧
 迫装具

超高圧：49～70mmHg

• オーダーメイドの弾性
 着衣
• 平編みまたは丸編み、
 あるいは両方を併用
• 調整可能な非弾性圧
 迫装具
• 多層非弾性（ショート
 ストレッチ）リンパ浮
 腫包帯

国際リンパ学会のリンパ浮腫病期分類(5)

TEMPLATE FOR PRACTICE



下肢リンパ浮腫での弾性ストッキング使用の
推奨
程度の異なるリンパ浮腫において圧迫に必要
な適正な圧力と素材の剛性はまだ確定されて
はいない。しかしながら、一般的に静脈疾患
の治療に使われる圧よりも高い圧力が用いら
れ、リンパ浮腫の病期が進み、重くなるに従っ
て、高い圧力が必要となる (7)。生理学的研
究の結果と専門医の意見から、ストッキング
の下の足首部分での圧力が 20 ～ 60mmHg
となり，圧迫を段階的に変えるストッキングが
推奨されている (21)。 

ストッキングが加える圧力レベルに基づいて
これまでにいくつかの分類が作成されてきた
(22,23)。この推奨では、原発性および続発性
下肢リンパ浮腫におけるストッキングの使用
に関するわかりやすい指針を提供するために，
これらの分類の取りまとめを試みた（図 3）。

無症候性（潜在性）リンパ浮腫（低圧：14
～ 21mmHg）
無症候性（潜在性）リンパ浮腫において、圧
迫を用いることが本当に合併症や悪化を防ぐ
ための予防効果を発揮するかどうかは十分に
検討されていないが、下肢リンパ浮腫を発症
するリスクのある患者においては低レベルで
の圧迫（14 ～ 21mmHg）が推奨されている。
患者はできれば 1 日中ストッキングを着用し
たほうがよい。

初期／軽度リンパ浮腫（低圧：14 ～ 21mmHg）
軽度のリンパ浮腫の特徴は消失しうる圧痕性
浮腫が生じることで、健常肢と比較したとき
の肢体積増大が 10 ～ 20% 未満と定義され
る (5)。

ごく初期の原発性リンパ浮腫においては，皮
膚の変化がなければ低圧での圧迫は実施で
きることがある。圧痕性浮腫がある場合は、
ストッキング着用前に多層非弾性リンパ浮腫
包帯（MLLB）を 1-2 回要することもある（用
手的リンパドレナージを併用することもあ
る）。悪化を防ぐのに十分な圧力がかかって
いるかを確かめるためには、慎重なモニタリ
ングを要する。原発性リンパ浮腫患者の多く
は、組織の変化、肢体積の増大、肢の変形
を予防するために、長期に渡ってさらに高レ
ベルの圧迫を必要とする。

関節炎を有する高齢患者でも、この着圧レベ
ルのストッキングの着脱ならばできる場合が
多い。浮腫のコントロールには最適とは言え
ないかもしれないが、たとえ低レベルの圧迫
であっても何もしないよりはよい。

合併する心臓病が安定しているリンパ浮腫患
者では低レベルの圧迫なら有益であるが、慎
重なモニタリングが必要となる。労作時息切
れなどの症状の変化があれば、心不全が切迫
していることが示唆される。

脚が下垂位で長期間座ったままで動くことの
できない患者は、リンパ系や静脈の疾患が軽
微であっても浮腫を発症しやすい。低レベル
の圧迫で浮腫を抑えられる場合もある。

神経障害がある患者では、圧迫によって皮膚
が損傷する恐れがある場合は、低圧での圧迫
が適応となる。

根拠は明らかでないが、脂肪性浮腫のある
患者は圧迫を加えるとしばしば疼痛を訴える。
随伴する浮腫を軽減させるために，低い圧力
であれば十分耐えられる可能性がある。

中等度／重度のリンパ浮腫（中圧：23 ～
32mmHg）
中等度から重度のリンパ浮腫は、組織の肥厚

（線維症）と主に非圧痕性浮腫を特徴とし、
肢体積は 20 ～ 40% 増大する。重度のリン
パ浮腫では、体積の増大が 40% を超える (5)。
深い皮溝、脂肪沈着、疣贅の増殖が認めら
れることが多い。

静脈性潰瘍を有する患者では、リンパの排
液が局所的に阻害されており、深部静脈血
栓あるいは血栓症後遺症においても筋膜下
でのリンパ液の輸送の減少が認められている
(16)。潰瘍が治癒したリンパ浮腫患者において
は 40mmHg の圧力が推奨されているが、多
くの場合で悪化を防ぐには中程度の圧迫（23
～ 32mmHg）で十分である。潰瘍が再発し
た場合は、もっと高い圧力での圧迫が必要と
なることもある。

脂肪性浮腫とリンパ浮腫を併発している患者
でも、この程度のより高いレベルの圧迫に耐
えられることもある。

高齢患者または関節炎患者でもある程度の
器用さがあれば、23 ～ 32mmHg の圧力の
製品を着用できることも少なくない。あるい
は、こういった患者では望ましい圧力を得る
ために低圧の製品を 2 枚重ねてはくこともあ
る。もう 1 枚の弾性着衣は、単独で使用した
ときの約 70% の圧力を加える (24)。

中等度／重度のリンパ浮腫を有する高齢患
者では、14 ～ 21mmHg の圧力しか耐える
ことができないこともある。しかし、場合に

図 3 弾性ストッキング決定のア
ルゴリズム（(24) に基づき編集） 
このアルゴリズムは原則的な指
針であり、治療は個々の患者の
ニーズに合わせて応用すべきも
のである。治療に適応となる着
圧レベルに患者が耐えられない
場合は、着圧レベルを下げるな
どして患者がストッキングを着用
できるようにする。平編みストッ
キングを使用することで、高レ
ベルの圧迫でも耐えられるよう
になることもある。

ISL 分類 III 期のリンパ浮腫を有
する患者の中には、医学的に望
ましいレベルでの圧迫であって
も，組織の硬化とリバウンドし
た浮腫が時折認められることが
あった。このような症例では、
着圧レベルを下げることが必要
と思われる。

TEMPLATE FOR PRACTICE

注意
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よっては平編み製品を用いることで、23 ～
32mmHg までに圧力を上げることが可能とな
る。このような製品は丸編みよりも硬く、静
止圧は比較的低くなる (25)。

重度のリンパ浮腫（高圧：34 ～ 46mmHg）
重度のリンパ浮腫の特徴としては、圧痕が全
くできないか、わずかしかできないような組
織の硬化と肥厚が挙げられる。肢体積の増加
率は 40% を超える (5)。皮膚角化症、色素沈
着過度、深い皮溝、脂肪沈着、疣贅の増殖
などの皮膚の変化がよく見られる。重症化す
ると、皮膚が傷つきやすくなったり、リンパ
漏や潰瘍が生じたり、蜂窩織炎が起きやすく
なったりと、他にも障害が伴う。肢の変形が
重症化することもあり、多くの場合で肢およ
び全身の機能が低下する。

重 度 のリンパ 浮 腫 では 高 い 圧 迫（34 ～
46mmHg）を必要とし、これは特に活動的な
患者ならびに低圧の圧迫だとリバウンドした
浮腫を急速に生じるような患者に適している。
重度のリンパ浮腫を有する高齢患者では、低
圧および中圧の弾性ストッキングを重ねるこ
とで最も良く管理できるかもしれない。

他の国際的推奨によれば、活動性静脈性 
潰瘍患者にはこのレベルの高圧が必要と 
される (20,26)。
高圧での圧迫は、つま先にまで広がった足先
全体の浮腫の治療、ならびに組織の肥厚を伴
うくるぶし後部の治療後にも必要となる。つ
ま先の浮腫が起こっている場合は、オーダー
メイドの平編みつま先キャップを要する場合
もある。高圧レベルとなると着用が難しくな
るため、平編みと丸編みのストッキングを重
ね履きするのが有用である。どの患者にも浮
腫のコントロールと動きやすさをサポートで
きるサイズのあった靴が必要となる。

重度の複雑性リンパ浮腫（超高圧：49 ～
70mmHg）
重度の複雑性リンパ浮腫患者では、非常に高
い圧力の圧迫（49～70mmHg）が用いられる。
長期間にわたる原発性リンパ浮腫患者の多く
は、その状態をコントロールし合併症を予防
するためにこのレベルの圧迫を必要とする。

特に複雑な群は、中程度および高度の圧迫
に対して「抵抗性」と称される (24)。硬い平
編み素材を用いれば、浮腫が抑えられると同
時に患者は非常に高圧の圧迫にも耐えられる
かもしれない。こういった高レベルの圧迫は、
皮膚の状態のよい患者や若年の患者におい
て大きめの患肢に対して用いられる傾向にあ
る。

このような患者群には、通常オーダーメイド
または既製の平編みストッキングが推奨され
る。しかし、オーダーメイドまたは既製の丸
編みストッキングも使用することができる。浮
腫のコントロールがうまくできていない場合、
足部および下肢にストッキングを履いた上に
非弾性の調節可能な弾性物品を用いることは

初めて着用する際に次のことをチェックする。
� 注文した製品が処方の仕様と一致しているか
� 治療が必要な箇所が製品によって十分覆われて

いるか
� 製品の素材の伸展が均一で、折り目やシワがな

く、ベルト部分もきつくないか
� 快適な着け心地で、きつくもゆるくもないか
� 付属品や留め具の着け心地がよく、製品がず

れないようになっているか

フォローアップの際に次のことも行う。
� 患者の意欲と製品の使用状態について評価す

る。
� 次のことをチェックする。

- 製品が正しい位置にあり、新たに固定する必
要はないか、もしくは既に固定している場合
は変更する必要を生じるようなずれを起こし
ていないか

- 製品によって皮膚の反応や局所的外傷が起
きていないか

- 上部で折り返しが生じていないか、切れたり
変形したりしていないか

� 膝下または大腿丈の製品の場合、覆われてい
るところの上の部分に浮腫が起きていないか

� つま先が開いている製品の場合、足までずれ
て締め付けが起きていないか

弾性着衣を効果的に使用するには、患者は次の 
ようなことを知っておく必要がある。
� リンパ浮腫を抑えるのに弾性ストッキングがどの

ように機能するか
� 皮膚の手入れ法について―夜には保湿剤を塗る

こと。着用直前に保湿剤を使用する時、あるい
は皮膚の外傷のリスクがあったり，皮膚炎が生じ
ている場合には、コットンライナーを使って製品
を保護すること

� ストッキングをいつ着用しているべきか、運動時 *
も含めて毎日ストッキングを着用することの重要性

� 弾性着衣をいつどのように着用すべきか―特に
シワが一切できないようにすること、肢の上まで
引き上げ過ぎて着衣を過度に伸ばさないように
すること、着衣の上部を折り返さないこと、浮
腫が最も治まっている朝に着衣を着用すること

� メーカーの取り扱い説明書に従って衣類を頻繁
に洗濯すること、乾かす際は直接の熱源からは
離すこと

� 皮膚が擦りむけた、切れた、変色した、また痛み、
しびれ、末梢の浮腫が起きた場合、誰に連絡す
べきか

� 浮腫の観察の仕方、悪化が生じた際の連絡先

*： 水泳の際は、弾性着衣は古いものを使用する。塩素が線
維にダメージを与えるため、新しいものは使用しないほう
がよい。

TEMPLATE FOR PRACTICE

囲み9 患者向け情報

囲み8 フィット具合のチェックのヒント
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図 4 ストッキングが正しく着用さ
れていないために生じた近位部
浮腫

図 5 丸編みストッキングによって
生じた足首の食い込み痕

有用である。高レベルの弾性着衣の着用が難
しい場合、あるいはこれに患者が耐えられな
い場合、適切な浮腫のコントロールを行うた
めにストッキングとMLLB を組み合わせて使用
したり、ストッキングを重ねて着用したりして
も良い。

非常に高レベルの圧迫には血流を妨げる恐れ
があるため、実施の際は必ず注意を払う。ス
トッキングの使用経験がなければ，最初は専
門のセラピストがストッキングの使用、MLLB
の指導を行うべきである。

フィッティングと評価
適切な訓練を受けた医療者は、新たに処方
した弾性着衣のフィット具合をチェックし（囲
み 8）、患者がストッキングの効果的で適切な
使用に必要な知識を持っているかを確認する

（囲み 9）。医療者はまた、弾性着衣の着脱
を実際にやって見せ、患者またはケアをする
者が着脱できるかをチェックする。場合によっ
ては、着用補助用具（囲み 10）と着衣のず
れ落ちを防ぐ戦略（囲み 11）が必要となる。
最初のフィッティングから 4 ～ 6 週間後に再
評価し (25)、もしフィットしており，圧迫に対
する反応が十分であれば 3 ～ 6ヶ月後にも再
評価する。再評価時には、医療者は患者が
考える経過の見通しを理解し、これと医療者
自身の見通しとを一致するように努め、着圧
レベルが適切となるようにし、患者／介護を
する者のストッキングの管理能力と患肢のケ
ア能力について評価する（図 4）。

痛みが生じるようなときは虚血、感染症、深
部静脈血栓の恐れがあるため、疼痛の有無
については特に注意を払うようにする。ストッ
キングが足や足首に障害を与えていないかに
ついて患者の評価を行う。丸編み製品は食
い込むことでターニケット作用（図 5）、組織
の損傷、浮腫の封じ込めを生じさせることが
ある。こういったことが特に問題となるなら
ば、平編み製品が有用であろう。病状が悪化
した場合、医療者は患者の全身状態に変化
がないかを判断し、介護者のサポートが得ら
れているかなど、患者のセルフマッサージを
行うための能力に影響している問題がないか
どうかを再検討する。そして、弾性ストッキン
グを患者に合わせて改良すべきか、あるいは
用手的リンパドレナージと MLLB を含めた集
中治療を行うことで状況がよくなるかどうかに
ついても考慮する必要がある。

アルゴリズムで設定する良好なアウトカムは、
効果的な圧迫が行なわれているか，および患
肢の改善をサポート、維持するための自己管
理レベルの指標となる。

弾性着衣の交換
3 ～ 6ヶ月毎、あるいは弾性が低下し始めた
ら、着衣を交換する必要性について検討する。
非常に活動的な患者では、もっと頻繁に交換
が必要となることもある。

問題の解決法
足部のリンパ浮腫における弾性ストッキング
の使用においては、着衣によって合併する問
題が悪化したり、運動性が妨げられたりしな
いようにするため、慎重な考慮が必要とされ
る。多くの高齢患者は、神経障害や鉤爪様
のつま先など、足部に他の問題を抱えている。
特に歩行に異常があったり足部が変形してい
たりする患者では、胼胝 ( 皮膚硬結 ) が頻繁
に起こる。胼胝 ( 皮膚硬結 ) については、専
門医によって定期的に除去することが重要で
ある。

つま先 ( 足趾 ) の浮腫
つま先のリンパ浮腫に対しては、オーダーメ
イドの平編みつま先キャップが必要となること
もある（図 6）。しかし、手足を器用に動かす
ことができない患者や前にかがむことが難し
い患者にとっては、つま先キャップの着用が
困難となる場合もある。この場合つま先部分
を閉じてある製品が適している。

足先の浮腫
つま先部分が閉じている製品よりも開いてい
るもののほうが着用しやすく、つま先の浮腫
のリスクがない場合にはこれで十分である。
つま先部分が閉じている製品は、つま先ま
たは足先の浮腫が軽度の場合、特につま先
キャップの着用が困難な高齢者には有用であ
る。平編み製品のほうが丸編みよりも足先の
浮腫の管理がうまくいく場合がある。

足部のみにリンパ浮腫を有する患者において
は、非弾性のフットラップ ( フットラップは足
部に簡便に装着できる既製品の圧迫装具で，
足に巻いてストラップで留める方式のもので
ある．ストラップを留める強さで圧迫圧の調
整ができる．このような調整可能な非弾性装
具は下腿，大腿部まで装着できるタイプもあ
り，同様に複数箇所のストラップで圧迫圧の
調整を行う) を足部に巻いて浮腫を抑え、組
織の肥厚を軽減することが可能である。フッ
トラップが加える圧力は、固定するためのス
トラップの張りを調節することで変えることが
できる。フットラップと脚全体を覆うことので
きる調節可能な非弾性圧迫装具は、ストッキ
ングを着用できない高齢患者や、リバウンド
または不動性浮腫が大きな問題となっている
高齢患者において特に有用かもしれない。

� うねのあるゴム手袋
� 滑り止めマット
� シルクスリッパー
� 金属アプリケーター(補助具)

� 皮膚用接着剤
� 衣類上部につけるシリコンベル

ト（食い込みが生じたり浮腫
を起こしたりしてはならない）

� ウエストベルト
� ハーフ丈パンツ
� フルレングスパンツ

図 6 つま先の浮腫
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囲み10 着用補助用具

囲み11 弾性着衣の 
ずれ防止

19



足先 ( 足背 ) の腫脹
足先の腫脹に十分な圧力を加えるには、オー
ダーメイドの平編み製品を必要とすることも
ある（図 7）。スポンジ状パッドを適当なサイ
ズにカットして角を面取りしたものを使って、
さらに圧力を高めることができる。ストッキン
グの下にパッドを入れる際は、固定用包帯を
用いて固定する。

このように難しい部位においては、浮腫および
組織肥厚の軽減のため、用手的リンパドレナー
ジが役立つことがある。ストッキングや用手的
／簡易リンパドレナージに加えて、調節可能な
非弾性のフットラップが有用かもしれない。

靴が原因で足先の腫脹が悪化していないかを
チェックすることも重要である。サポート効果
がありきちんとフィットした靴は、浮腫の軽減
と管理において重要な役割を果たす。

足首のリンパ浮腫の折り重なり
足首周囲での組織の皮溝の折り重なりは、下
肢リンパ浮腫においてよく見られる。ストッキ
ングを使用する前に、患者は MLLB での治療
が必要となる。ストッキングを履くときには、
保護のためのスポンジを皮溝の間に入れて、
皮膚を圧力による損傷から保護する。
真菌感染が皮溝に広がらないようにするた
め、注意をすることが求められる（図 8）。真
菌感染が起きた場合、ストッキングの使用は
中断し、感染症を治療しながら、包帯を用い
て圧迫を継続することが必要となる。

肥厚組織を伴うくるぶし後部の隆起
局部に適切な圧力を加え、その下の組織肥
厚を軽減するため、くるぶし後部にスポンジ
パッドを当てる方法がある（図 9）。スポンジ
はストッキングの下に入れてもよいが、オー
ダーメイドのストッキングの場合は製造過程
で組み込むこともできる。あるいは、製造時
にストッキング内部に縫い付けた袋に挿入す
ることもできる。スポンジはカットしてくるぶ
しの周りの形に合わせ、静脈疾患やリンパ浮
腫患者において潰瘍を防ぐようにする。

外反母趾と内反小趾
外反母趾または内反小趾のある患者において
は、つま先が閉じているストッキングが望まし
く、これはつま先が開いているストッキング
のベルト部分が圧力を加える恐れがあるから
である。もしくは、つま先部分が斜めになっ
たストッキングが有用であろう。圧力を軽減
する粘着性のスポンジを使えば、皮膚の外傷
や肌の弱い部分での摩擦を防ぐことが可能で
ある。

膝の脂肪／関節炎
ストッキングを留めるベルト部分（カフス）の
ないストッキングは、めくれるのを防ぎ、脂
肪や関節炎のある膝が収まりやすい。皮膚用
接着剤を使うと、ストッキングがずり落ちるの
を防ぐことができる。既製品のストッキングは
様々な型とサイズが使用可能で、幅の太いふ
くらはぎ用のものもある。しかし、肢の変形
が極端である場合は、オーダーメイドの平編
みストッキングが必要となることが多い。

三日月形やスポンジチップ製のうっ滞用パッド
を用いると、特に膝蓋骨下の下腿前面の肥厚
した組織に対して局所的な圧力をかけること
ができる。必要であれば、大腿までの長さの
ストッキングの代わりに、整形外科用弾性膝
サポートの上に膝下ストッキングを重ね、この
間にうっ滞用パッドを固定することができる。

足の変形と歩行異常
下肢リンパ浮腫の結果生じる変形が、動きや
すさや歩き方に影響することがある（図 10）。
医療者は、患者の歩き方を常に判定して、歩
行異常がないかを評価し、理学療法の依頼が
必要かどうかを判断する。足の変形が重度の
場合は、オーダーメイドの靴を用いる場合も
あり、このような靴は足先の浮腫の管理にも
役立つ。臀部または膝の疼痛が原因となって
歩行異常が生じているならば、さらなる検査
が必要となるであろう。

躯幹および外陰部のリンパ浮腫
躯幹に対する圧迫に必要な圧力について国際 
的に推奨されている値はない。しかし、臨床経
験上、躯幹でのリンパ浮腫の治療には 25mmHg
を超える圧力が必要であることが示唆される。

躯幹または外陰部の浮腫（図 11 および 12）
は、重度下肢リンパ浮腫と同時に発現するこ
とが多い。鼠径部は圧迫が難しい部位であり、
管理においてストッキングの併用が必要となる
こともある。脚部分がひとつまたはふたつつ
いていて、鼠径部に対して斜めになり、まち
が縫い合わされているパンティストッキングが
有用であろう。下垂した突出部には、各症例
に合わせて工夫したスポンジ片を当て、サポー
トする必要がある。弾性ストッキングを着用
した恥丘の下部分には、患者に合わせて工夫
したスポンジパッドを挿入することができる。
陰嚢に浮腫のある男性患者では、陰嚢サポー
トなどのサポート着衣を用いることができる。
高圧に耐えられない場合は、サポート効果の
あるサイクルパンツが有用であろう。

躯幹および外陰部リンパ浮腫あるいはそのい
ずれかを有する患者に対して、専用の弾性着

図 7 足先の膨隆

図 8 皮溝での真菌感染症

図 9 ストッキング着用前に装着
するくるぶし後部の膨隆に対す
るうっ滞用パッド

図 10 下肢変形により広がり歩行
と足の外転が生じた患者
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衣の製品の幅が広がっており、入手可能となっ
ている。

結論
下肢リンパ浮腫治療において、弾性ストッキ
ングは依然として重要な役割を果たしている。
ストッキングのサイズ測定は、圧痕性浮腫が
軽微となった、あるいは消失した際に行うべ
きである。最終的なストッキングの選択は、
本文で述べた患者ならびにリンパ浮腫に関係
する多様な因子を考慮することが求められる。

様々な患者群における弾性ストッキングの臨
床上の効果および費用効果については、さら
なる研究を要する。これにより今後の推奨は、
医療者から得られる重要な知識に加えて、実
践的な研究に基づいたものとなるであろう。
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