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国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会 

第 6 回学術集会 

会長 作田 裕美 

 

 

国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会第 6 回学術集会を、会員の皆様をはじめ、

地域の多くの皆様の温かいご支援とご協力のおかげさまをもちましてここに開催できますことを、

心より深く感謝し厚く御礼申し上げます。 

国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会は、「International Lymphoedema 
Framework(ILF：国際リンパ浮腫フレームワーク)」の日本支部として、協議会活動を通してリ

ンパ浮腫治療管理における実践と研究の質向上を目指し、2011 年に誕生いたしました。 

学術集会は協議会活動のひとつとして年 1 回開催されております。第 1 回の「災害時における

リンパ浮腫治療・ケアを考える－リンパ浮腫患者の QOL の維持・向上のためにできること－（吉

沢豊予子先生;東北大学大学院）」に始まり、第 2 回「リンパ浮腫の予防を考える〜具体的行動と

課題〜（木村恵美子先生;青森県立保健大学）」、第 3 回「リンパ浮腫セルフケア支援（奥津文子先

生;関西看護医療大学）」、第 4 回「リンパ浮腫管理の向上に向けたパートナーシップ（須釜淳子先

生;金沢大学大学院）」、第 5 回「リンパ浮腫研究と実践の有機的コラボレーション（小林範子先生;
北海道大学病院）」と、各回学術集会長の時勢に呼応した問題意識と創意によるテーマ設定の下、

回を重ねてこの度の第 6 回を迎えることとなりました。 
これらの貴重な蓄積を受け、第 6 回学術集会のメインテーマを『技を活かし、技を生かす－リ

ンパ浮腫の研究・実践成果から政策提言へ－』とさせていただきました。このメインテーマを具

現するプログラムとして、『看護の視点から、政策提言等について』と銘打った特別講演を、公益

財団法人 全国篤志面接委員連盟 会長で元法務大臣の南野知惠子先生にお願いすることができま

した。教育セミナーでは、『リンパ浮腫難渋事例ケアの実際』をリムズ徳島クリニック理学療法士

の上田亨先生、『現場力が政策を変える可能性』を本学会理事長、東京大学大学院医学系研究科の

真田弘美先生からご講演いただきます。シンポジウムは、『リンパ浮腫の現場から政策へ向かう力

－それぞれの現場から問題を掘り起こそう－』をテーマに、リンパ浮腫看護実践および看護学研

究の第一線でご活躍の皆様と患者会からもご参加いただき、それぞれの立場、現場の課題から未

来への道標を見出す熱い議論をいただきます。また、一般演題では、会員の皆様はじめリンパ浮

腫看護に関心を寄せる皆様の積極的な学会参加をいただきまして、登録一般演題数は 34 題（口演

9 題、示説 25 題）を準備することができました。 

技を磨き患者に届けることで活かしたリンパ浮腫治療管理の技を、さらに患者さんのために真

に生かす方略へと、参加者の皆様と広く深く議論する場になればと考えております。また、リン

パ浮腫だけにとどまらず、血行性の浮腫も含めた浮腫全般の治療管理についても、語り合える場

になることを期待しています。 
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学術集会に参加される方へのご案内 
【開催時間】 

8 月 21 日（日）9：00～16：30 
 
【参加者受付について】 
参加者受付は、12 階の「参加登録受付」にて下記の日程で行います。 
参加受付日時：8 月 21 日（日）8：30～16：00 
 

1. 参加登録について 
 ・当日参加登録受付で参加費をお支払いください。クレジットカードの使用はできません。 
  正会員：7,000 円  非会員：8,000 円  学生：1,500 円 
  ※大学院生および看護師資格を持っている研修学校生などは学生に含みません。 
  ※学生の方は、学生証を必ずご呈示ください。 
 ・参加受付で「参加証兼領収証」、「プログラム・抄録集」をお受け取りください。 
 
2. ご来場および会場でのご注意 
 ・ご来場の詳細は、大阪府立国際会議場ホームページの「会場アクセス」をご参照ください。 
  なお、駐車場のサービス券などの発行はいたしておりません。 
・会場内での写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします（学術集会側から許可された方 
は、この限りではございません）。 

 ・会場内では携帯電話の電源はお切りになるか、マナーモードにしてください。 
 ・ゴミは各自でお持ち帰りください。 
  
3. 携帯品のお預かりについて（クローク） 
 ・会場入り口にクロークを設置しております。 
 ・貴重品、パソコン、傘は各自でお持ちください。また、保管中の破損等の責任は当方では負

いかねますので予めご了承ください。 
  お預かり時間：8 月 21 日（日）8：30～17：00 
 
4. 会場での呼び出しについて 
 ・会場内での呼び出しは行っておりません。 
 
5. 「プログラム・抄録集」の販売について 
 ・本学術集会のプログラム・抄録集は、「総合受付」にて 1,500 円/冊で販売いたします。 
 ・現品がなくなり次第、販売を終了いたしますので、ご了承ください。 
 
6. 共催セミナー（ランチョンセミナー）整理券配布について 
 ・共催セミナーは、整理券制（第 1 部、第 2 部共通で 1 枚）となっております。 
 ・整理券は参加登録を済ませた後、総合受付で配布いたします。 
・整理券は先着順で、お一人様 1 枚の配布といたします。 

  整理券配布時間：8 月 21 日（日）8：30～（配布完了次第終了） 
  ※整理券の枚数には限りがあり、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。 
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7. 書籍販売および商業展示 
 ・書籍販売および商業展示は、12 階ホワイエで行っております。 
  書籍販売および商業展示時間：8 月 21 日（日）9：00～16：30 
 
8. 救護 
 ・ご気分が悪くなられた方は、「総合受付」またはスタッフまでお申し出ください。 
 
9. その他 
 ・ご不明な点やお困りのことがありましたら、「総合受付」にご相談していただくか、お近くの

スタッフにお尋ねください。 
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・整理券は先着順で、お一人様 1 枚の配布といたします。 

  整理券配布時間：8 月 21 日（日）8：30～（配布完了次第終了） 
  ※整理券の枚数には限りがあり、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。 
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発表者・座長の方へのご案内 
 

～発表者の方へ～ 

 

特別講演・共催セミナー・シンポジウム・教育セミナー1、教育セミナー2 の演者の方へ         

 ・特別講演・共催セミナー・シンポジウム・教育セミナー1、教育セミナー2 の演者の方は、開

始時間の 40 分前までに「講師・座長受付」ならびに「PC 受付」にお越しください。講師・

座長受付、PC 受付終了後、係の者が控室にご案内いたします。 
 ・講演の 30 分前に講師控室にて座長と打合せをしてください。 
 ・発表形式、スライドデータの作成・保存については、下記の一般演題（口演）発表者の方へ

の 1．発表形式概略、2．データ保存・作成、3．使用可能なメディア をご参照ください。

なお、作成されたファイル名は、「発表者氏名（カタカナ）」で保存してください。 
・PC 受付にて発表用データを複写した後は、その場で必ず動作確認を行ってください。ご持

参いただいた USB メモリーは、動作確認終了後、その場で返却いたします。 
 ・PC に保存した発表用データは、学術集会終了後に事務局の責任のもとで消去いたします。 
 ・講演中の PC 画像操作は、発表者ご自身による手元作業になります。 
 ・開始 10 分前には会場内の次演者席にご着席ください。 
 

一般演題（口演）発表者の方へ 

本学術集会の口演発表は、ノートパソコン（以下、PC）とプロジェクターによる発表とい

たします。下記事項にご留意いただき、ご準備をお願いいたします。 
 
1. 発表形式概略 
 ・各発表者の PC は、学術集会事務局（以下、事務局）で準備いたします。 
 ・発表用データを USB メモリーでご持参いただき、事務局で用意した PC に複写したものを

使用して発表していただきます。 
 
2. データの保存・作成 
 ・事務局で用意する PC の OS は Windows7○Ｒです。アプリケーションソフトは、 
  「Windows Power Point○R 、2007、2010」です。 
 ・電子データ作成にあたっては、Windows 標準ソフト（MS 明朝、MSP 明朝、MS ゴシック、

MSP ゴシック等）をご使用ください。 
 ・スライド枚数の制限はございませんが、発表時間内に終了するようにしてください。 
 ・作成されたファイル名は「演題番号＿発表者名（カタカナ）」で保存してください。 
  例：OⅠ-5＿オオサカ ナツ 
 ・音声および動画の使用はできません（Power Point のアニメーションは使用可能です）。 
 
3. メディアの持ち込み 
 ・使用可能なメディアは、USB メモリーのみです。念のため各自でバックアップをとっていた

だき、ご持参いただくことをお勧めいたします。 
 
4. 発表演者受付 
 ・参加登録受付後、「一般演題（口演・示説）」受付にて受付を済ませ、ブルーリボンを受け取

ってください。 
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5. 発表データの受付 
・受付場所：「PC 受付」 
・受付時間：午前にご発表の方は、10：00 までに PC 受付を終了してください。 

       午後にご発表の方は、13：00 までに PC 受付を終了してください。 
・事前打ち合わせがある場合、打合せ前に PC 受付をお済ませください。 
・発表用データを複写した後、その場で必ず動作確認を行ってください。 

 ・ご持参いただいた USB メモリーは、動作確認終了後、その場で返却いたします。 
 ・PC に保存した発表用データは、学術集会終了後に事務局の責任のもとで消去いたします。 
 
6. 発表方法 
 ・発表者は、発表開始 10 分前までに各会場の次演者席にご着席ください。 
 ・座長と氏名、演題名等の確認を済ませて、次演者席で待機してください。 
 ・口演時間は以下のとおりです。座長の指示に従って時間厳守でお願いいたします。 
  1 演題 10 分（発表 7 分、質疑 3 分） 
・演題上の時計ランプが、発表終了 1 分前に黄ランプ点灯、終了時に赤ランプ点灯でお知らせ

いたします。進行につきましては座長の指示に従ってください。 
・発表開始時の PC 画面にはスライドの 1 枚目が表示されています。その後は発表者ご自身で

演題上のキーボードとマウスを操作して画面をすすめてください。 
・会場における資料配付はご遠慮ください。 
・発表者の交代がある場合は、PC 受付時にお申し出いただき、発表の冒頭でその旨お話しく

ださい。 
・発表者の欠席が生じた場合は、群内の時間を繰り上げて発表していただきます。 

 
7. 発表取り消し 

・当日、発表時間に発表者が不在の場合、国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議

会第 6 回学術集会での発表は取り消しとなりますのでご注意ください。 
 

一般演題（示説）発表者の方へ                                 

1. ポスター作成要項 
 ・1 演題あたり、縦 210cm×横 90cm のパネルを準備いたします。 
 ・演題番号（20cm×20cm）は、事務局が準備し、パネル左上部に表示しておきます。 
 ・演題名、演者（筆頭発表者、共同発表者）、所属施設名（縦 20cm×横 70cm）は、演者ご自

身がご用意ください。 
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2. 発表者受付  
 ・参加登録受付後、「一般演題（口演・示説）受付」にて受付を済ませ、ブルーリボンを受け取

ってください。 
 
3. 発表方法 
 ・発表者は発表開始 5 分前までに発表ポスター前にお集まりください。 
 ・司会のアナウンス後、午前の部は、10：50～11：40、午後の部は 15：40～16：20 までポス

ター前で待機し、質疑応答に対応してください。 
 
4. ポスター設営および撤去 
 ・ポスターの貼付・撤去時間は以下の通りです。 
  貼付 8 月 21 日（日） 9：00～10：00 
  撤去 8 月 21 日（日）16：30～17：15 
 ・ポスターを貼るための画鋲は、パネル前に用意しております。 
 ・ポスター撤去時間を過ぎて掲示してあるポスターは、事務局で撤去処分させていただきます

のでご承知おきください。 
 
5. 発表取り消し 
 ・指定時間内にポスター掲示のない場合、国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議

会第 6 回学術集会での発表は取り消しとなりますのでご注意ください。 
 
～座長の方へ～ 

 
会長講演、特別講演、共催セミナー、シンポジウム、教育セミナー1、教育セミナー2 の座長

の方へ 

・会長講演、特別講演、共催セミナー、シンポジウム、教育セミナー1、教育セミナー2 の座長

の方は、開始時間の 40 分前までに「講師・座長受付」で受付をお済ませください。 
 ・講演の 30 分前に講師控室にて演者と打合せをしてください。 
 ・各セッションの進行は、座長の方にお任せいたします。詳細は必要に応じて演者と打合せの

上、時間内に終了するように進行をお願いいたします。 
 ・開始 10 分前には会場内の次座長席にご着席ください。 
 

一般演題（口演）座長の方へ 

 ・ご担当群の開始時間の 40 分前までに「講師・座長受付」で受付をお済ませください。 
 ・ご担当群の開始時間の 10 分前までに会場の次座長席にご着席ください。 
 ・発表者の氏名の読み方は、直接会場でご確認ください。 
 ・開始時間になりましたら、進行を開始してください。 
 ・1 演題 10 分（口演 7 分、質疑 3 分）です。いずれも時間厳守でお願いいたします。 
 ・発表者の遅刻・欠席が生じた場合は、群内の時間を繰り上げて進行してください。 
 ・設定された担当群の時間に、すべての発表が終了するように進行してください。 
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日程表 

 

12階特別会議場

講演・口演会場 示説会場 商業展示会場 書籍展示会場

9：00　開会宣言　　　　9：00～9：10 理事長挨拶

 9：40～10：40

特別講演

10：50～11：40 10：50～11：40

　　座長：豊嶋　三枝子

11：50～12：50　　　　　　共催セミナー

　　                         座長：西村　路子
　　　　　　　　　　　　　　　 　 増島　麻里子

13：00～14：20

 シンポジウム

14：30～15：00　　　　　   教育セミナー1

15：00～15：30　           教育セミナー2

15：40～16：20 15：40～16：20

　座長：村井　嘉子

16：20～16：25　次年度会長挨拶
16：25～16：30　閉会の挨拶

16：30　閉会宣言

　 【第1部】（11：50～12：10）
　　　講師：高橋　航一，三原　陽一郎（ニプロ株式会社）
　　　共催：ニプロ株式会社
　 【第2部】（12：10～12：50）
　　　講師：宮崎　悠（越屋メディカルケア株式会社)
　　　共催：越屋メディカルケア株式会社
　　　講師：薮中　美登里（ナック商会株式会社）
　　　共催：ナック商会株式会社

                            講師：南野　知惠子
                            座長：作田　裕美

                          座長：奥津　文子
　　　　　　　　　　　　　　　 　 村山　志津子

                            講師：真田　弘美
                            座長：吉沢　豊予子

                            講師：上田　亨
                            座長：坂口　桃子

　　　　　　　　シンポジスト：森　洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　 小林　範子
　　　　　　　　　　　　　　　　 森　みどり
　　　　　　　　　　　　　　　　 木村　恵美子

一般演題　口演　第Ⅰ群

書籍展示

15：00

16：00

13：00

12：00

　一般演題　口演　第Ⅱ群

2016年8月21日（日）

一般演題　示説　第Ⅰ群

一般演題　示説　第Ⅱ群

17：00

14：00

9：10～9：30　　　　       会長講演
　　　　　　　　　　　　　　会長：作田　裕美
　　　　　　　　　　　　　　座長：須釜　淳子

9：00

10：00

12階ホワイエ

商業展示

11：00

会場

8：00

受付：8：30～16：00
クローク：8：30～17：00
共催セミナー整理券配布：8：30～

WCWC

C B1

B3

B5

B2

B4

B6

A2 A1

D1D2

E1
E2

E3

クローク

講演・口演会場
〈特別会議場〉

本部・委員控室
〈主催者控室〉

講師控室
〈会議室 1203〉

受 付

書籍展示 商業展示

示
展
業
商

示
展
業
商

示説会場
〈ホワイエ〉
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一般演題・口演 

 

 

第Ⅰ群     10：50～11：40 会場：12 階特別会議場 

座長：豊嶋 三枝子（岩手保健医療大学設置準備室） 

 

OⅠ‐1 リンパ浮腫難渋症例への医学的アプローチ 
～保存療法とリンパ外科治療の組み合わせより～ 

三原 誠（済生会川口総合病院） 
OⅠ‐2 リンパ浮腫患者用自己管理スキル 

（Lymphedema self-management skill：LESMES）尺度における影響要因の検討 
新井 惠津子（香川県立保健医療大学） 

OⅠ‐3 療養病床および高齢者施設の寝たきり以外の高齢者の下腿浮腫の前向き研究 
    －浮腫の変化と活動性との関連の検討－ 

佐藤 文（福井県立大学看護福祉学部看護学科） 
OⅠ‐4 リンパ浮腫に伴うリンパ小胞の病理学的、免疫学的検討 

原 尚子（埼玉県済生会川口総合病院） 
OⅠ‐5 済生会リンパ浮腫研修会の開催目的と、活動報告 

～保存療法とリンパ外科治療の連携～ 
三原 誠（済生会川口総合病院） 

 
 
 
 
 
第Ⅱ群     15：40～16：20 会場：12 階特別会議場 

座長：村井 嘉子（石川県立看護大学 教授） 

 

OⅡ‐1 在宅生活における浮腫管理－ターミナル期の患者との関わり－ 
森野 良久（かみいち総合病院） 

OⅡ‐2 聖路加国際病院オンコロジーセンターがん専門看護外来 
（リンパ浮腫ケア）の取り組み 

大畑 美里（聖路加国際病院） 
OⅡ‐3 リンパ浮腫指導へのレディース病棟での取り組み～ケアルームの活用～ 

中川 久美（社会医療法人生長会ベルランド総合病院） 
OⅡ‐4 外来看護師とリンパドレナージセラピストの連携・早期介入による一症例 
        村田 つかさ（大阪警察病院） 
 
 
 
 
 
 
 
 

プログラム 

 
 

 

時　間 プログラム 会場

9：00 開会宣言 12階特別会議場

9：00～9：10 理事長挨拶 12階特別会議場

9：10～9：30 会長講演 12階特別会議場

「新たなる「場」の機能に期待して」

　　　会長：作田 裕美（大阪市立大学大学院看護学研究科 教授）

　　　座長：須釜 淳子（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター センター長）

9：40～10：40 特別講演 12階特別会議場

「看護の視点から、政策提言等について」

　　　講師：南野 知惠子（公益財団法人 全国篤志面接委員連盟 会長、元法務大臣）

　　　座長：作田 裕美（大阪市立大学大学院看護学研究科 教授）

10：50～11：40 一般演題  口演  第Ⅰ群 12階特別会議場

　　　座長：豊嶋 三枝子（岩手保健医療大学設置準備室）

10：50～11：40 一般演題  示説  第Ⅰ群 12階ホワイエ

11：50～12：50 共催セミナー 12階特別会議場

第1部「製品開発のヒントはナースの声」（11：50～12：10）
　　　共催：ニプロ株式会社

　　　講師：高橋 航一（ニプロ株式会社 医療器械開発営業部）

　　　　　　三原 陽一郎（ニプロ株式会社 西日本営業部 阪奈支店）

第2部「患者に適した弾性着衣」（12：10～12：50）
　　　共催： 越屋メディカルケア株式会社

　　　講師：宮崎 悠（越屋メディカルケア株式会社 東京オフィス）

　　　共催：ナック商会株式会社

　　　講師：薮中 美登里（ナック商会株式会社 マーケティング部 看護師）

　　　座長：西村 路子（滋賀医科大学医学部附属病院 副病院長・看護部長）

　　　　　　増島 麻里子（千葉大学大学院看護学研究科 准教授）

13：00～14：20 シンポジウム 12階特別会議場

「リンパ浮腫の現場から政策へ向かう力－それぞれの現場から問題を掘り起こそう－」

　シンポジスト：患者会から　　　森 洋子（リンパ浮腫患者グループ「あすなろ会」会長）

　　　　　　　　診断医から　　　小林 範子（北海道大学病院婦人科 助教）

　　　　　　　　臨床実践家から　森 みどり（滋賀医科大学医学部附属病院 看護師）

　　　　　　　　研究者から　　　木村 恵美子（青森県立保健大学 教授）

　座長：奥津 文子（関西看護医療大学看護学部 教授）

　　　　村山 志津子（青森中央学院大学 准教授）

14：30～15：00 教育セミナー1 12階特別会議場

「リンパ浮腫難渋事例ケアの実際」

　　　演者：上田 亨（リムズ徳島クリニック  リハビリテーション科 理学療法士）

　　　座長：坂口 桃子（常葉大学健康科学部看護学科 教授）

15：00～15：30 教育セミナー2 12階特別会議場

「現場力が政策を変える可能性」

　　　演者：真田 弘美 （東京大学大学院医学系研究科 老年看護学・創傷看護学 教授）

　　　座長：吉沢 豊予子（東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授）

15：40～16：20 一般演題  口演  第Ⅱ群 12階特別会議場

　　　座長：村井 嘉子（石川県立看護大学 教授）

15：40～16：20 一般演題  示説  第Ⅱ群 12階ホワイエ

16：20～16：25 次年度会長挨拶 12階特別会議場

16：25～16：30 閉会の挨拶 12階特別会議場

16：30 閉会宣言 12階特別会議場
　

2016年　8月21日（日）
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一般演題・口演 

 

 

第Ⅰ群     10：50～11：40 会場：12 階特別会議場 

座長：豊嶋 三枝子（岩手保健医療大学設置準備室） 

 

OⅠ‐1 リンパ浮腫難渋症例への医学的アプローチ 
～保存療法とリンパ外科治療の組み合わせより～ 

三原 誠（済生会川口総合病院） 
OⅠ‐2 リンパ浮腫患者用自己管理スキル 

（Lymphedema self-management skill：LESMES）尺度における影響要因の検討 
新井 惠津子（香川県立保健医療大学） 

OⅠ‐3 療養病床および高齢者施設の寝たきり以外の高齢者の下腿浮腫の前向き研究 
    －浮腫の変化と活動性との関連の検討－ 

佐藤 文（福井県立大学看護福祉学部看護学科） 
OⅠ‐4 リンパ浮腫に伴うリンパ小胞の病理学的、免疫学的検討 

原 尚子（埼玉県済生会川口総合病院） 
OⅠ‐5 済生会リンパ浮腫研修会の開催目的と、活動報告 

～保存療法とリンパ外科治療の連携～ 
三原 誠（済生会川口総合病院） 

 
 
 
 
 
第Ⅱ群     15：40～16：20 会場：12 階特別会議場 

座長：村井 嘉子（石川県立看護大学 教授） 

 

OⅡ‐1 在宅生活における浮腫管理－ターミナル期の患者との関わり－ 
森野 良久（かみいち総合病院） 

OⅡ‐2 聖路加国際病院オンコロジーセンターがん専門看護外来 
（リンパ浮腫ケア）の取り組み 

大畑 美里（聖路加国際病院） 
OⅡ‐3 リンパ浮腫指導へのレディース病棟での取り組み～ケアルームの活用～ 

中川 久美（社会医療法人生長会ベルランド総合病院） 
OⅡ‐4 外来看護師とリンパドレナージセラピストの連携・早期介入による一症例 
        村田 つかさ（大阪警察病院） 
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一般演題・示説 

 

 

第Ⅰ群     10：50～11：40 会場：12 階ホワイエ 示説会場 

 
PⅠ‐1 乳がん術後の上肢リンパ浮腫 Early-stage 評価に有用な超音波画像診断指標 

臺 美佐子（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 
PⅠ‐2 乳がん術後の退院指導状況とリンパ浮腫との関連 

木村 恵美子（青森県立保健大学） 
PⅠ‐3 セルフバンデージ技術の指導回数と習得プロセス 

－セルフバンデージ指導プログラムの開発に向けて－ 
間脇 彩奈（名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻） 

PⅠ‐4 がん術後リンパ浮腫ケア実施に関する看護要素 
新井 直子（帝京大学） 

PⅠ‐5 長時間座位保持高齢者の下肢慢性浮腫に対する振動による浮腫軽減効果 
土屋 紗由美（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻） 

PⅠ‐6 当院におけるがん術後下肢リンパ浮腫指導の取り組み 
髙橋 陽子（社会医療法人生長会ベルランド総合病院） 

PⅠ‐7 リンパ浮腫患者の体調管理セルフケアの特徴 
新井 龍（昭和大学） 

PⅠ‐8 リンパ浮腫に関する和文献の量的内容分析－学術研究と一般公開された情報の比較－ 
        新井 龍（昭和大学） 
PⅠ‐9 子宮がん・卵巣がん患者へのリンパ浮腫予防指導 

～チェックリストを用いたセルフケア行動の実態調査～ 
        冨 真理子（関西医科大学附属病院） 
PⅠ‐10 リンパ浮腫看護外来における浮腫を有する入院患者に対し病棟ラウンドを試みて 

高地 弥里（石川県済生会金沢病院） 
PⅠ‐11 女性の足関節底背屈運動が下肢血行動態に及ぼす影響 

吉沢 豊予子（東北大学大学院医学系研究科） 
PⅠ‐12 リンパ浮腫外来の現状紹介 

辻 淳子（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院） 
PⅠ‐13 看護師が行う「リンパ浮腫外来」の発展プロセスと看護師の役割 

～自費診療から保険診療化に向けて～ 
服部 聖子（滋賀医科大学医学部附属病院） 
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一般演題・示説 

 

 

第Ⅱ群     15：40～16：20 会場：12 階ホワイエ 示説会場 

 

PⅡ‐1 看護師が行うリンパ浮腫外来“滋賀医科大学医学部附属病院リンパ浮腫外来”紹介 
木村 由梨（滋賀医科大学医学部附属病院） 

PⅡ‐2 がん相談支援センターの取り組み 
－リンパ浮腫発症可能性のある疾患患者の相談内容総括－ 

三木 晃子（香川大学医学部附属病院） 
PⅡ‐3 乳腺外科外来看護師によるリンパ浮腫予防に関する患者教育の取り組み 

渡邊 美保（鳥取大学医学部附属病院） 
PⅡ‐4 リンパ浮腫ケアにおける人材育成 

中井 智子（滋賀医科大学医学部附属病院） 
PⅡ‐5 つがる西北五広域連合つがる総合病院リンパ浮腫外来 

成田 恵子（つがる西北五広域連合つがる総合病院） 
PⅡ‐6 患者状態適応型パス(Patient Condition Adaptive Path System) 

を用いたリンパ浮腫管理 
作田 裕美（大阪市立大学） 

PⅡ‐7 米子医療センターにおけるリンパ浮腫患者の継続看護について 
加藤 麻美（独立行政法人国立病院機構米子医療センター） 

PⅡ‐8 病棟・外来間の連携による乳がん術後のリンパ浮腫予防に対する取り組み 
森影 由美恵（大阪市立大学医学部附属病院） 

PⅡ‐9 リンパ浮腫トータルケアサロン【Her's(ハーズ)】とその取組みの紹介 
井ノ原 裕紀子（リンパ浮腫トータルケアサロン Her's） 

PⅡ‐10 滋賀医科大学医学部附属病院 A 病棟の取り組み 
        門脇 明日香（滋賀医科大学医学部附属病院） 
PⅡ‐11 「リンパ浮腫複合的治療料」の算定に向けた取り組み 

大前 敬子（大阪警察病院） 
PⅡ‐12  ILF Health Service Evaluation Dataset の紹介と現在の使用状況 

井内 映美（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 
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国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会
第6回学術集会

講演要旨
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【 会長講演 】

新たなる「場」の機能に期待して

【会長】

作田 裕美　大阪市立大学大学院看護学研究科　教授

【座長】

須釜 淳子　金沢大学医薬保健研究域

　　　　　　　　　　　　  附属健康増進科学センター   センター長

8月21日（日）9：10～9：30
12階特別会議場
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◆会長講演◆ 

 

新たなる「場」の機能に期待して 

 
作田 裕美 大阪市立大学大学院看護学研究科 教授 

 
 

 第 6 回学術集会のテーマは、『技を活かし、技を生かす－リンパ浮腫の研究・実践成果から政策

提言へ－』とした。リンパ浮腫を告知されて以降セルフケアをベースとした継続的な治療管理に

取り組んでおられる多くのリンパ浮腫患者（家族）と、患者（家族）を支援するリンパ浮腫ケア

の担い手の双方にとって、望ましい姿、より良い姿を理想像として描き、理想の実現に向けて学

会が果たすべき役割を模索したいと考えたからである。 

 そもそも学会は、専門分野の研究の進歩発展のために、発表とコミュニケーションの場を専門

家に提供する自発的で自律的な組織として、15 世紀後半から 16 世紀にかけてイタリアでスター

トした。しかし、21 世紀の今日、ソーシャルネットワークや検索エンジンの充実は目覚しく、学

会のもつ「場」の機能は見直されるべき時期に来ているのではないかと考えるものである。学会

は、専門家による専門家のための「場」の機能を超えて、成すべきは研究・実践成果の社会（患

者）への還流ではないだろうか。社会貢献は、研究・実践成果を技術情報として公開することで

終わるものではない。研究・実践成果が社会（患者）にどのように役立つものであるのかを伝え

ること、すなわち成果を社会（患者）に橋渡しすることがより重要である。欧米の主要国と比べ

日本の学会は、概して社会への発信力が強いとはいえないとの指摘もある。こうした、わが国の

学会の発信力の弱さの裏には、社会（患者）の側からの専門家に対する認識や期待がまだまだ低

いことの証左でもあろう。 

看護専門家に目を転じてみよう。少し古いが看護職 5,602 名を対象に、医療・看護政策に対す

る関心を問うた 2003 年の調査によると、回答者の 8 割は医療・看護政策に関心を持っており、年

齢が高いほど、管理職であるほど、看護基礎教育及び卒後の教育・研修で政策の受講経験がある

者ほど関心が高いことが分かった。ところが、医療・看護の政策決定過程への関心では 6割に減

少し、その理由は「情報が伝わってこない」ということであった。日本看護協会倫理綱領に「看

護者は専門職組織を通じて看護の質を高めるための制度の確立に参画し、より良い社会づくりに

貢献する」と定められているものの、政策決定過程に関する知識の獲得の不十分さが示唆されて

いるところである。知識もさることながら、重要なことは、政策提言に駆り立てられていく原動

力をどう醸成していくかではないだろうか。それこそが、学会の新たな「場」の機能といえるの

かもしれない。 

ここでは、学会の「場」の機能の転換を視野に入れつつ、リンパ浮腫の研究・実践の成果と政

策決定過程の関連を時系列に訊ね、今後の課題を整理してみたい。 
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【 特別講演 】

看護の視点から、政策提言等について

8月21日（日）9：40～10：40
12階特別会議場

【講師】

南野 知惠子  公益財団法人 全国篤志面接委員連盟　会長
　　　　　　 元法務大臣

【座長】
作田 裕美　  大阪市立大学大学院看護学研究科　教授

　

－ 19－



 

　
特
別
講
演



◆特別講演◆ 

 

看護の視点から、政策提言等について 

 
南野 知惠子 公益財団法人 全国篤志面接委員連盟 会長、元法務大臣 

 
 
 看護の対象、看護の視点には、人生の全て〝生老病死″が、包含されており、一人ひとりの

生涯が、そこに存在し、関与していると思います。（私の思う〝生″には、母体内の胎児も含

まれます。） 
「看護のあり方」は、一つの課題の様ですが、多様性で、問題解決についても、幅広い視野

での検討が必要となるのは、当然の事と思います。 
作田会長様はじめ、皆様方には、「リンパ浮腫の研究」を通し、貴重な政策提言へと、つ

ないでいかれる事は、大切な事であると思います。 
私は、皆様方から、いただきました「議員」としての18年から、想い出の「閣法」、や「議

員立法」の、いくつかを、とりあげてみたいと思います。 
この学会からの声が、癌のリハビリテーション研修を立ち上げ、リンパ浮腫研修の独立を

得て、厚生労働省の後援事業へと、役割を深め、高めてゆかれる、この研究協議会の、増々

のご発展を祈念申し上げます。 
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【講師】

高橋 航一     ニプロ株式会社 医療器械開発営業部

三原 陽一郎   ニプロ株式会社 西日本営業部 阪奈支店

【座長】

西村 路子　   滋賀医科大学医学部附属病院　副病院長・看護部長

増島 麻里子　 千葉大学大学院看護学研究科　准教授

 

8月21日（日）11：50～12：10
12階特別会議場

共催　ニプロ株式会社

【 共催セミナー第1部 】

製品開発のヒントはナースの声

－ 21－
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◆共催セミナー第 1 部◆ 
 

製品開発のヒントはナースの声 

  
高橋 航一  （左）ニプロ株式会社 医療器械開発営業部 
三原 陽一郎（右）ニプロ株式会社 西日本営業所 阪奈良支店 

 
 
【背景】製品開発のヒントは、常に現場に潜んでいる。医療現場において、輸液製剤の投与

による治療（輸液療法）は日常的に実施されている。滴下速度の調整や確認の際には、特定

時間当たりの滴下数を事前に計算した上で、時計を見ながら滴下数を目視でカウントし、目

標の値に調整・確認をする必要がある。現状このような手法を用いて輸液療法業務を実施し

ているが、作業が煩雑であり時計と滴下を目視で確認するため、作業者の技能や熟練度によ

る調整誤差も懸念される。特に夜間における滴下速度の調整・確認は、滴下や時計の秒針が

見えないため、懐中電灯で輸液セットの点滴筒や時計を照らしながら実施する。日常的に実

施されている業務でありながら、上記に記載の様な煩わしさや課題があり、実際に「滴下速

度の調整に手間がかかる」という声も聞こえてくる。このような現場の現状を見て、日々行

われる輸液療法業務をもっと簡便化する事ができないかという観点から今回紹介する製品を

開発した。 

 

【製品特長】今回紹介する製品は、自然滴下で輸液療法業務を行う際に滴下調整や確認を簡

便化・均一化する事を目的として開発した製品である。滴下速度を数値化する事で時計を使

用しない滴下調整・確認を行う事を可能とし、数値化されることで作業者が異なる場合でも

作業の均一化が期待される。またどのような場面で今回の製品があると業務の助けとなる聞

き取り調査をしたところ、調整よりも確認で使用したいという声が多かった。 

 

【まとめ】冒頭にも記載したとおり、輸液療法は日常的に実施されている。しかし日常的に

実施されている業務でありながら、現場のナースは作業に煩雑さを感じている場面がある。

このように現場のナースが当たり前のように行っている作業の中にも、煩雑さを感じる作業

や場面があるのではないだろうか。今回、ナースとの会話がきっかけで、製品開発が始まり

多くの意見を頂く中で現仕様の製品が誕生した。今回は製品開発のきっかけから、製品誕生

までの取り組みを紹介する。 
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8月21日（日）12：10～12：50
12階特別会議場

共催　越屋メディカルケア株式会社

ナック商会株式会社

  

【 共催セミナー第2部 】

患者に適した弾性着衣

【講師】

宮崎 悠         越屋メディカルケア株式会社　東京オフィス

薮中 美登里   ナック商会株式会社　マーケティング部　看護師

【座長】

西村 路子　   滋賀医科大学医学部附属病院　副病院長・看護部長

増島 麻里子　 千葉大学大学院看護学研究科　准教授
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8月21日（日）12：10～12：50
12階特別会議場

共催　越屋メディカルケア株式会社

ナック商会株式会社

  

【 共催セミナー第2部 】

患者に適した弾性着衣

【講師】

宮崎 悠         越屋メディカルケア株式会社　東京オフィス

薮中 美登里   ナック商会株式会社　マーケティング部　看護師

【座長】

西村 路子　   滋賀医科大学医学部附属病院　副病院長・看護部長

増島 麻里子　 千葉大学大学院看護学研究科　准教授

 

－ 23－



 

　
共
催
セ
ミ
ナ
ー



◆共催セミナー第2部◆ 

 

弾性着衣の選択肢 

 

 
宮崎 悠 越屋メディカルケア株式会社 東京オフィス 

 

 

 「患者に適した弾性着衣」が選択されるにあたっては、治療効果が非常に重要な要素であ

るが、治療効果以外にも患者の要望には「装着の容易さ」「日常生活への影響度」「快適性」

「価格」「ファッション性」等の様々なものがある。どれほど効果が高い着衣であっても装着

がその患者にとって困難であったり、また患者のライフスタイルに合わない形状は嫌厭され

る可能性がありそのような着衣は継続使用されずに終わってしまう可能性もある。 

 

これらの点も含めて「患者に適した弾性着衣」を選択するにあたって発生し得る課題と、

その解決の為に考えられる選択肢を提示したい。 
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◆共催セミナー第2部◆ 

 

 患者に適した弾性着衣  

 

 
薮中 美登里 ナック商会株式会社 マーケティング部 看護師 

 

 

この度の第６回国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会のメインテーマは「技

を活かし、技を生かす－リンパ浮腫の研究・実践成果から政策提言へ－」です。 

私たちメーカーも様々な「技」を使って弾性着衣を製造しております。弾性着衣のもつ「技」

とはもちろん圧迫の効果が適切であること。それに加え、見た目の美しさや着心地の良さも

「技」の一つだと考えます。 

 

そして、医療現場で様々な患者様に向き合っておられる皆様もたくさんの「技」を駆使し

て治療・ケアに在たっておられます。今回は、そんな「技」の中から看護の基本である「看

る(視診)」と「触る(触診)」に着目して、どの様にむくみを評価・アセスメントして、圧迫

療法を行うか考え方のヒントをお伝えしようと考えています。 

また弾性着衣・圧迫素材・圧迫療法を選ぶ時の考え方として、「むくみの硬さ」に着目し、

どの様な生地・方法が使いやすいのかをお話しします。その他、医療現場でよく目にされる

軟らかくて、破れやすい皮膚を優しく保護しながら、圧迫をする方法もご紹介しようと思い

ます。 

 

休憩時間などを利用して、圧迫療法や弾性着衣の選び方、着用・スキンケアの工夫など、皆

様が日ごろ疑問に思われている事や悩んでおられる事がございましたら、展示ブースまで聞

きにいらしてください。 
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リンパ浮腫の現場から政策へ向かう力
－それぞれの現場から問題を掘り起こそう－

【シンポジスト】

森 洋子　　   リンパ浮腫患者グループ「あすなろ会」　会長

小林 範子 　  北海道大学病院婦人科　助教

森 みどり 　 　滋賀医科大学医学部附属病院　看護師

木村 恵美子   青森県立保健大学　教授

【座 長】

奥津 文子   　関西看護医療大学看護学部　教授

村山 志津子　 青森中央学院大学　准教授

8月21日（日）13：00～14：20
12階特別会議場
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【 シンポジウム 】

リンパ浮腫の現場から政策へ向かう力
－それぞれの現場から問題を掘り起こそう－

【シンポジスト】

森 洋子　　   リンパ浮腫患者グループ「あすなろ会」　会長
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木村 恵美子   青森県立保健大学　教授

【座 長】

奥津 文子   　関西看護医療大学看護学部　教授
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8月21日（日）13：00～14：20
12階特別会議場
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◆シンポジウム◆ 
患者会から 

患者会からの要望 

 
森 洋子 リンパ浮腫患者グループ「あすなろ会」 会長 

 
 
 ＜患者会設立＞ 
 平成 12 年 9 月、わたしたちは複合的理学療法を推奨する患者会を設立しました。 
 設立当初、リンパ浮腫は一度発症したら完治はなく治療法もないというのが国内の一般的

な考え方でした。しかしドイツでは、複合的理学療法（保存療法）を実施することにより、

完治はなくとも良好な状態を維持出来る治療が行われていました。そこで私たちはこの治療

法を全国のメディカルスタッフに啓蒙するために、医師・マッサージ師と協力して活動を続

けながら、その保険適用の実現を各方面に働きかけてまいりました。 
＜平成 28 年度診療報酬改定＞ 
 平成 20 年度の診療報酬改定では、リンパ浮腫治療に必要不可欠な弾性着衣が療養費とし

て保険適用されました。それに続き今年度の診療報酬改定では、複合的治療が保険の適用と

なりました。これ自体は大変喜ばしいことではありますが、該当施設基準の厳しさ・算定額

の低さ等から、その基準をクリア出来る医療施設が極端に少ないことが大きな障害となって

います。 
＜最近多い問合せ＞ 
 数年前よりリンパ浮腫に対する外科的な治療が多く実施されるようになり、リンパ管静脈

吻合術・脂肪吸引等の治療についての問合せや療養費申請のための指示書が貰えない等、療

養費に関する問い合わせも多くなっています。 
＜アンケート調査の実施＞ 
 平成 28 年度診療報酬改定に伴い全国の医療施設がどの程度保険を適用させて治療を実施

しているのか、何かそれについて問題はないのか等を知るために、国指定のがん拠点病院を

対象としたメディカルスタッフ向けのアンケート調査を実施したいと考えました。加えて、

リンパ浮腫患者の抱えている悩みや現在困っていること等を知りたいとも思い、「あすなろ会」

の会員さんを対象にアンケート調査を実施することにしました。 
 今回は、このアンケートについて報告させていただきます。 
＜患者会からの要望＞ 
 平成 20 年度や 28 年度のリンパ浮腫患者への診療報酬改定では、どちらもがん治療後のリ

ンパ浮腫患者が対象となっています。リンパ浮腫という疾患は、がん治療後に限ったもので

はありません。原発性等、その他数多くのリンパ浮腫患者さんもいます。 
すべてのリンパ浮腫患者が平等に生活指導や治療を受けられる医療機関が全国に拡がるよ

う、行政にも患者の声を届けて行きたいと強く願っています。 
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◆シンポジウム◆ 
診断医から 

医師の立場から 

 
小林 範子 北海道大学病院婦人科 助教 

 
 
 婦人科医の立場でリンパ浮腫診療（保存的治療）を行う者として、現場での課題を診断、

治療の両面から挙げてみる。 
 リンパ浮腫の診断面では、「リンパ浮腫」と他の「浮腫」との鑑別、すなわち全身性疾患、

静脈疾患など浮腫の原因疾患との除外診断を目的に、一般検査を行う。リンパ浮腫の確定診

断には、「リンパ管シンチグラフィ」「リンパ管造影」、最近では「ICG 蛍光リンパ管造影」

といった画像検査が有用である。これらの画像検査によってリンパ管の状態・機能の評価、

浮腫の原因検索が可能であり、形成外科的手術を検討する際には必須である。しかし他検査

と比べると侵襲度が高く、全ての医療機関で簡便に行える検査ではないことから、リンパ浮

腫を疑う全患者を対象に施行されていない。検査が保険適応ではないということも、容易に

検査を推奨できない理由のひとつである。一方、超音波検査、CT、MRI 検査は低侵襲であ

り、浮腫の部位・範囲・状態の診断には有用であるが、この検査をもって「リンパ浮腫」の

確定診断に至るわけではない。早期診断・治療が求められるリンパ浮腫において、保険診療

で適切な診断を行うために、どこまで踏み込んだ検査を行うか、という課題がある。 
 リンパ浮腫の治療面では、2016 年の診療報酬改定でリンパ浮腫の複合的治療が保険収載と

なったものの、実際の治療現場との乖離がある。わが国ではがん術後の続発性リンパ浮腫患

者が多数を占めており、設定された施設基準はがん診療拠点施設を想定していると思われる

が、これまでの診療施設の実情には見合っておらず、施設基準をクリアできる施設が現時点

できわめて限定的である。特に医師においては、リンパ浮腫という疾患の医学的理解のもと

に診療に携わっていても、専門的に規定のリンパ浮腫研修実績を受けている者となると、マ

イナー疾患ゆえに厳しい現状である。また、今回の保険収載における複合的治療の内容は現

状よりも軽視されており、この内容に従って保険診療を行った場合、十分な治療効果が期待

できない。診療報酬点数も低く、患者数を多く診るほど徒労は多いが収益にならないという

現実は、治療者のモチベーション低下、経営面でのデメリットからリンパ浮腫診療拡大の歯

止めとなってしまう懸念がある。 
 今後、保険診療を充実化させていくためにも、診療現場の実情をお伝えし、リンパ浮腫治

療環境改善のための課題を整理したい。 
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◆シンポジウム◆ 
臨床実践家から 

リンパ浮腫ケアに関わる看護師として 

      

森 みどり 滋賀医科大学医学部附属病院 看護師 
 
 

 院は平成 19 年に国公立病院で一早く、自費診療によるリンパ浮腫外来を看護外来とし

て開設し、８年が経過した。開設当初はリンパ浮腫を発症した人へのケアに重きをおき、リ

ンパドレナージや圧迫療法などのケアを提供していた。しかし、昨今では浮腫の発生や重症

化を予防するためのセルフケア指導や全身状態管理などチーム医療の必要性が重要と言われ

るようになってきている。私見ではあるが、リンパ浮腫外来に携わる日々の中で、感じてい

る課題を述べさせていただきたい。 
まず１つ目の課題は、「リンパ浮腫ケア」を特殊な症状とみなし、多くの医療従事者に十分

理解されていないことである。例えば、多くの医師は、抗がん剤治療に関心は持つものの、

リンパ浮腫治療への関心はあまり高くなく、リンパ浮腫治療の知識や技術を高めようとする

者が少ない。また、リンパ浮腫ケアに関する看護師の知識や技術も十分とは言い難い。リン

パ浮腫指導管理料の保険点数が認められて以降、病棟看護師及び外来看護師が指導できるよ

う、研修会などを開催し教育の機会をもったが、部署による意識の違いから予防指導が十分

であるとは言えない現状がある。患者の QOL を左右する症状への看護でありながら、リン

パ浮腫ケア（患者指導含む）は限られた看護師だけの取り組みとなっており、残念ながら広

がりを見せていない。現在は看護師の基礎教育の教科書にもリンパ浮腫が取り上げられるよ

うになっている。リンパ浮腫ケアに関心を持つ後進が育ち、患者支援が当たり前に提供出来

るよう期待している。 
2 つ目の課題は、リンパ浮腫を発症した患者の様々な側面に関する負担の大きさである。

リンパ浮腫は永続的にケアを行う必要性のある症状であり、マネジメントのためには、患者

の自己管理やモチベーションの維持・向上が必須であるが、そのことへの心身の負担感は大

きい。また、重度の浮腫を生じていても入院できず、外来でセルフケアに必要な多くの情報

を聴き、実践せねばならない。さらに、外来時間が長時間になったり、外来通院の頻度が高

くなったりすると診療費もかさむため、経済的負担も大きい。 
3 つ目の課題としてはリンパ浮腫外来の組織としての発展がないことを挙げる。当院では

８年間リンパ浮腫外来を運営してきた。今年度からの診療報酬改定に伴い要件を満たせば複

合的治療に保険が適応されることになっている。当院では、要件を満たす研修を受けた医師

がおらず、看護師の個人努力に頼っている現状がある。今回の改定はリンパ浮腫外来の在り

方を見直す機会となっているように感じ、リンパ浮腫外来を発展させていくことは当院の組

織としての課題である。 
一施設である当院での状況ではあるが、日ごろ感じていることを今回お話しし、他施設で

の状況も伺いたい。 
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◆シンポジウム◆ 
研究者から 

研究者から  

 
木村 恵美子 青森県立保健大学 教授 

 
 

研究とは現場から政策へ向かうどのような力に成り得るのだろうか？ 
（私は研究を読むことから、患者に話す内容・実践方法・考えること(アセスメント力)は深まる・変わるのを実感する。国内

外でも同じような課題があるのを知り、ここまで明らかになっているのだと理解し、どのような研究手法なのか等を勉強する。

研究とは臨床で起っている現状を示し、読み手自身がそこにある状況を理解し課題に気づいていくものと考えている。） 

≪政策の動き≫ 
1.リンパ浮腫指導管理料(2008 年)、退院後の再指導(2010 年) 

…厚労省告示 69 号 
2.リンパ浮腫の複合的治療料(2016年2月)…重症の場合 1日/200点、重症以外の場合1日/100
点(算定要件、施設基準を参照) 
≪看護における 2011～2016 年の研究≫ 
医中誌 web でリンパ浮腫・原著・看護で検索すると 46 件が該当する。リンパ浮腫指導管理

料施行後、退院後のリンパ浮腫の予防やセルフケアに関するものをテーマから見ると 20 件

あるが、全国レベルでの退院時指導の実態調査は見当たらない。また対象は乳がん術後が大

半を占めているのに対し、婦人科がん患者は 5 件であった。加えて先天性リンパ浮腫は 1 件

で健康に関する QOL 調査を行っていた。 
≪政策と関連して、今後求められる研究とは？≫ 
1.リンパ浮腫指導管理料が施行された以降の指導効果：評価として指導後の発症の有無・悪

化の有無の縦断的調査が必要。 
2.全国レベルのリンパ浮腫ケア(退院時指導、退院後の外来での指導、むくみ軽減のためのケ

ア)の実態調査…木村ら(2006)、二渡ら(2009)以降の全国調査は見当たらない。 
3.下肢リンパ浮腫患者に関する研究…乳がん手術後の発症率は約 10％、子宮がんでは約 25％と

報告されているが(加藤逸夫，松尾汎，2003) 、メタ分析(Cormier et al，2010)によると、全体

15.5％、上肢 5.1％、下肢 19.9％とある。下肢は上肢の約 4 倍もの発症率が高い。が、看護にお

いては婦人科がんの患者を対象とした研究は少ない。 
4.先天性リンパ浮腫に関する研究…上記 1.2.の指導管理料や複合的治療の対象となっていな

いことから、ケアの実践状況を周知するためにも症例報告などが求められる。 
≪シンポジウムでは≫ 

これまでの貴重な研究の積み重ねが政策を動かしてきた。少しでも発症を抑え、悪化を防

ぐためにこれから必要な研究は何か。RCT 等の研究手法・疾患別・先天性・ケア方法の工夫

等、多様な意見を頂きたい。 
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【 教育セミナー1 】

リンパ浮腫難渋事例ケアの実際

8月21日（日）14：30～15：00
12階特別会議場

【講師】

上田 亨 　　リムズ徳島クリニック　リハビリテーション科　理学療法士

【座長】

坂口 桃子 　常葉大学健康科学部看護学科　教授
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◆教育セミナー1◆ 

リンパ浮腫難渋事例ケアの実際 

 
上田 亨 リムズ徳島クリニック リハビリテーション科 理学療法士 

 

 

リンパ浮腫は一度発症すれば完治しないことから難治性であるが、多くの症例ではリンパ

ドレナージ（以下ドレナージ）、圧迫、運動を中心とした複合的治療を行うことにより改善が

みられる。しかし時に基本的な対応だけでは効果が得られない、あるいは悪化する場合があ

る。このような症例を難渋例として考えてみると、その原因として患肢自体の問題と全身状

態からの影響による問題に大別できる。患肢の問題としては、容積増大による形状変化（く

びれや深いしわなど）、皮膚の強い張りや皮下組織の肥厚を含む患肢のかたさ、圧迫のない状

態ではすぐにむくむことなどがあり、全身状態からの問題としては蜂窩織炎を繰り返す場合、

肥満や高齢による不活動や廃用、その結果起こる関節拘縮や筋力低下などの機能障害がみら

れる場合、進行がんの緩和ケア期や終末期、内臓疾患による全身性浮腫を合併している場合

などがある。 

難渋例の多くは患肢が非常にかたくなっており、治療において特別な配慮が必要である。

ゆっくりやさしく手を動かす基本的なドレナージでは刺激が不十分で皮膚が動かないため体

幹部に重点を置き、かたい部分はほぐし手技を併用しやわらかくして流すようにする。ドレ

ナージに時間をかけてもその後圧迫しなければ元に戻るため、圧迫にはより重点が置かれる。

効果的な圧を考えると、どのような状態でも圧をかけることができ、強さを調整できる弾性

包帯が不可欠であり、包帯による圧迫の出来が効果を左右するといっても過言ではない。通

常よりも強い圧迫圧が必要となるが、くびれなどの変形があれば包帯を巻く前にスポンジな

どを使って形状を整える必要がある。また治療の進行とともに患肢がやわらかく変化してき

た時には同じ圧では締めつけがきつくなりリンパの流れを阻害してしまう場合もあり、患肢

の状態に合わせて圧迫圧を調整する必要がある。運動については動きにくい状態が続いてい

るため、ストレッチや関節運動により患肢を動かしやすくしておいてから有酸素運動を行う

ようにする。以上のように難渋例では時間経過毎に異なる反応や変化に対して個別に型には

まらない対応が必要となる。 

本セミナーでは難渋例の中でも臨床でよくみられる症状に対するドレナージ、弾性包帯を

用いた圧迫と運動についてコツや注意点などの具体的対応を概説する。 
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【 教育セミナー2】

現場力が政策を変える可能性

8月21日（日）15：00～15：30
12階特別会議場

【講師】

真田 弘美　 　 東京大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　　　　老年看護学・創傷看護学　教授

【座長】

吉沢 豊予子 　東北大学大学院医学系研究科保健学専攻　教授
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◆教育セミナー2◆ 

現場力が政策を変える可能性 

 
真田 弘美 東京大学大学院医学系研究科  

老年看護学・創傷看護学 教授  
 
 
 ドイツのブレーメンで開かれたヨーロッパ創傷管理学会に参加した。この学会は褥瘡のよ

うな慢性創傷に関する基礎的研究からチーム医療などの臨床業務の報告まで、幅広く最新の

知識を学べる非常に有意義な学術集会である。日本の慢性創傷は 80％以上褥瘡が占め、欧米

では下腿の創傷が約 80％を占めるといわれ、ケアの優先度に大きな違いがある。特に肥満患

者ではリンパ浮腫を合併することが多く、この学会でも Christin Moffatt 先生のセッション

は多くの看護師が集まっていた。Moffatt 先生は、英国のノッティンガム大学の看護学の教

授で、大学病院ではリンパ浮腫外来を主宰し、GP（かかりつけ医師）に指示書を送ることが

できる臨床看護学研究者として大変有名な教授である。また、この学会の Head Quarter で

ある世界リンパ浮腫協議会の代表である。彼女の講演の中で感銘を受けたのは、日本のリン

パ浮腫管理に関してのリスペクトであった。その内容は、「日本ではリンパ浮腫管理は、研修

を受けた看護師と医師との協働によって診療報酬として加算される」という、日本の医療並

びに看護のすばらしさを強調したことであった。他の国のリンパ浮腫の現状を知らない私の

とっては、今年度からの保険収載は遅すぎると思っていた。しかし、それは間違っており、

今さらながら日本の医療のすばらしさを再認識する貴重な機会となった。 
この出来事を考えてみると、Best Practice を導く戦略はいかに診療報酬に反映させるかがカ

ギとなる。しかし、この診療報酬獲得に最も必要なのは科学的根拠に基づくエビデンスであ

る。さらにはこの日本の超高齢化社会による医療費の増大を抑制するために医療経済的な視

点でのデーターも必要になる。平成 28 年度の本邦におけるリンパ浮腫複合的治療料の新設

は、学会や職能団体によるこれらのデーターの蓄積に他ならない。さらに重要な課題は、い

かに適切なチーム医療が提供できるか、である。日本の医療が他の国と比べて秀でているの

は、チーム医療を少ない費用で社会化したことに他ならない。 
このように、日本の医療を現場から変革するためには診療報酬の獲得は何物にも代えがたい。

しかし、今後日本の医療の中核を担う看護にそれ以上に必要なことは、看護行為の法制化で

あろう。その例に特定行為の実施があげられる。特定行為とその研修制度は来る団塊の世代

の高齢者数がピークを迎えるという 2025 年に向けて、地域包括ケアシステムを成功に導く

試金石となる。 
ここでは、2006 年の褥瘡ハイリスク加算や平成 28 年度の排尿自立指導料の新設といった保

険収載に向けて、現場からのエビデンスがどのように奏功したか、また特定行為の法制化に

向けて起爆剤となった現場と研究の連携について解説する。さらに、今後の看護行為に必須

といえる画像看護学にも触れたい。 
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一般演題［口演］
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OⅠ‐1  
リンパ浮腫難渋症例への医学的アプローチ 

～保存療法とリンパ外科治療の組み合わせより～ 

 

キーワード：リンパ外科，保存療法，リンパ浮腫 

 
○三原 誠 1)，原 尚子 1)，長谷川 京子 2) 

1) 済生会川口総合病院 リンパ外科・再建外科，2) 済生会川口総合病院 リハビリテーション科 
 

【目的】癌術後の合併症として四肢リンパ浮腫が生じることがあり、長期化するに従い治療抵抗

性の重度リンパ浮腫状態（象皮病）となる。複合的理学療法や外科治療法で治療が行われている

が、確立した診断法・治療法は現在のところない。今回われわれはインドシアニングリーン（ICG）

リンパ管造影法、リンパシンチを用いた早期診断と、リンパ管静脈吻合術（LVA）の効果に関し

て検討した。 
 
【方法】筆頭演者が初回 LVA を行った患者 124 人について検討を行った。除外基準は、術後フ

ォロー1 年未満、過去にリンパ浮腫の手術を行った既往、術後の新たな圧迫療法追加とした。 
 
【倫理的配慮】院内倫理委員会にて承認を得、対象と成る患者さんにはインフォームドコンセン

トを行い、了承を得た。 
 
【結果】95 人が調査対象となり、内訳は男性 6 人、女性 89 人で、平均年齢は 57.8 歳（31～90
歳）であった。下肢リンパ浮腫 84 人、上肢リンパ浮腫 11 人であった。浮腫改善度に関しては、

残存する症例毎のリンパ機能に相関した。蜂窩織炎発生頻度抑制に関する効果は 1 年間の平均蜂

窩織炎回数は 1.6 回（0～12 回）であったが、LVA 後は 0.18 回（0～3 回）に減少した。LVA に

効果を認めなかった症例に対しては、リンパ節移植術、脂肪吸引術を実施した。 
 
【考察】 
浮腫の進行抑制に加え、抗生剤投与や理学療法を行っても蜂窩織炎発生が抑制できない症例に対

し、LVA による予防が有用であることが示された。当院では現在、婦人科癌術後にリンパ浮腫が

疑われる症例に対し、リンパ機能の評価を行い、症例毎の有するリンパ機能に合わせた治療の提

案を行っている。これまで画一的に診断・治療されてきたリンパ浮腫に関して再考する必要があ

ると思われる。当院では治療開始前にリンパシンチや ICG リンパ管造影検査でリンパ機能を評価

し、その後、残存するリンパ機能に元に保存治療（標準治療）を実施し、必要症例に対しては外

科治療（補助治療）を組み合わせて治療を行っている。 
 
【結論】今回は保存療法（CPD）にて治療難渋した蜂窩織炎治療頻発例に加えて、リンパ外科医

とリンパセラピストの対話の上で治療を行い、良好な経過を経た乳房切除後疼痛症候群の経験、

保存療法・ホノルルマラソンに挑戦した下肢リンパ浮腫症例も併せて報告する。新しい治療法を

提案するためには、医学的なエビデンスに基づいた治療選択が重要である。 
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OⅠ‐2  
 リンパ浮腫患者用自己管理スキル（Lymphedema self-management skill：LESMES） 

尺度における影響要因の検討 
 

キーワード：リンパ浮腫患者，LESMS尺度，影響要因 
○新井 惠津子 1) 

1）香川県立保健医療大学 
 

【目的】リンパ浮腫は一度発症すると完治は難しく治療を一生継続しなければならないため，患者が病状
をコントロールできる自己管理スキルの程度を患者自身や患者をサポートする医療者が知る意義は大きい。
そこで，先行研究においてリンパ浮腫患者の自己管理スキルの程度を測定するLESMS尺度を開発した。
本研究では，患者の属性からLESMS尺度の影響要因を検討することを目的とする。 
【方法】リンパ浮腫患者の自己管理スキルの影響要因を検討するために， LESMS尺度と対象者属性を調
査し，数量化Ⅰ類分析を実施した。分析には株式会社社会情報サービスのエクセル統計2010を使用した。 
【倫理的配慮】本研究は，香川大学医学部倫理委員会の規定に基づき承認を得た。なお，2013年日本看護
研究学会雑誌とはLESMS尺度構成が異なっている点で，二重投稿ではない。研究対象者へは説明書を用
い，研究協力は対象者の自由意思で研究協
力への不同意が不利益にならないこと，個
人が特定されない方法でデータ分析・研究
発表すること，質問紙の回収をもって研究
協力の同意確認とすることを説明した。 
【結果】LESMS尺度に回答が得られた対
象者は，医師からリンパ浮腫と診断された
20歳以上の患者284名，平均年齢は60.4
±12.5 歳であった。データ収集期間は
2012年8月～10月である。LESMS尺度
と属性に欠損値がなかった277名（97.5％）
のデータを本研究の対象とした。目的変数
をLESMS尺度得点，説明変数を対象者の
属性とした数量化Ⅰ類分析の結果を示す
（表1）。レンジの大きな属性項目は“年
代”“外来受診頻度”“リンパ浮腫外来で
の治療頻度”“職業”であった。カテゴリ
数量から，大きな負のカテゴリウエイト（自
己管理スキル低下の要因）は＜20歳代＞＜
30歳代＞＜40歳代＞であり，正のカテゴ
リウエイト（自己管理スキル向上の要因）
は＜70歳代＞であった。次に，“外来受診
頻度”の負のカテゴリウエイトは＜定期的な受診はしていない＞であった。“リンパ浮腫外来での治療頻
度”負のカテゴリウエイトは＜定期的な治療はしていない＞であった。“職業”の負のカテゴリウエイト
は＜公務員＞であった。 
【考察】数量化Ⅰ類分析の結果から，LESMS尺度において“年齢”はもっとも大きな自己管理スキル低
下の要因であると考える。20～40歳代は成人前期から中年期初期である。20歳代では職業生活に慣れ， 30
歳代では家庭を持ち，仕事で充実した時期を迎えること，40歳代では社会的役割は大きくなるが身体に老
化現象が現れる世代である。20～40歳代は他年齢層と比較し，仕事や家庭の両立など自由な時間が少ない
ため，セルフケア行動遂行が困難であると考えられ，リンパ浮腫の自己管理スキルを低下させていたと考
える。一方，70歳代は老年期である。社会活動全般から身を引き安楽椅子的な生活に満足を覚える。仕事
や子育ては一段落し，自分のために時間を使うことができる年代である。しかし，老年期は身体の老化に
伴いむくみやすく，リンパ浮腫が悪化しやすい。セルフケアを指導しても実施が困難であるため，症状が
悪化する可能性がある。老年期は悪化リスクにより，自己管理スキル低下の要因であると推測していたが，
本研究結果とは異なったため，今後の研究が必要である。また，定期的な受診・治療をしていない患者は
自己管理スキル低下の要因であった。専門家である医師・看護師・セラピストからの支援の減少によると
考える。“職業”における自己管理スキル低下の要因は公務員であった。国，市町村などの組織に属し就
業する患者は，時間的拘束によりセルフケアに費やす時間が限られるためであると考える。 

表1　LESMS尺度全体得点と数量化Ⅰ類の結果　　 N=277

人数 カテゴリ数量 レンジ 単相関 偏相関

年代 22.4465 0.2696 0.2902

20歳代 5 -16.8225
30歳代 10 -4.6339
40歳代 40 -4.4748
50歳代 69 -2.1620
60歳代 88 1.8327
70歳代 54 5.6239
80歳代 11 -0.5774

職業 7.4540 0.0436 0.1067
無職 47 -0.8491
農業・漁業 4 2.0488
公務員 11 -4.9469
会社員 29 -0.3060
自営業 16 0.1082
専業主婦 126 -0.1353
その他 44 2.5071

外来受診の頻度 9.0656 0.2903 0.2249
1～2週間に1回程度 14 4.5878
3週間～1か月に1回程度 85 1.6252
2か月～半年に1回程度 32 0.5963
それ以上の間隔で 39 5.1271
定期的な受診はしていない 107 -3.9384

リンパ浮腫外来での治療頻度 8.5740 0.2271 0.1647
1～2週間に1回程度 19 -1.4264
3週間～1か月に1回程度 86 1.5515
2か月～半年に1回程度 21 6.4371
それ以上の間隔で 28 0.7619
定期的な治療はしていない 123 -2.1369

重相関係数 0.4263
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OⅠ‐3  
療養病床および高齢者施設の寝たきり以外の高齢者の下腿浮腫の前向き研究 

浮腫の変化と活動性との関連の検討 
キーワード：高齢者，下腿浮腫，活動性 

○佐藤 文 1)，臺 美佐子 2)，井内 映美 2)，土屋 紗由美 3)，須釜 淳子 2) 4) 
1) 福井県立大学看護福祉学部看護学科，2) 金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域臨床実践看護学講座 

3) 聖路加国際病院，4) 金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター 
 
【目的】療養病床および施設入所中の高齢者の浮腫保有率は高い。従来、高齢者の下腿浮腫に対して浮腫

軽減のための介入研究はなされているが、臨床現場においてケアは積極的に提供されていない。そこで我々

は、高齢者の浮腫を前向き調査し、浮腫は下肢で重症化すること、また、下腿―足部の浮腫部位数が有意

に増加することを明らかにした。この結果から浮腫の持続と重症化の活動性への影響を明らかにすること

で、浮腫に対する積極的なケア介入の必要性を検討できると考えた。そこで、本研究の目的は、終日臥床

状態以外の高齢者における下腿の浮腫の変化と活動性の変化の関連を明らかにすることである。 
【方法】研究デザインは、前向き観察研究である。調査期間は、2014年1月―2015年3月であった。対

象は、石川県内の500床の長期療養型病院と100床の特別養護老人ホームの２施設の65歳以上の高齢者

とした。除外基準は、終日臥床状態の者、対象者またはその家族が研究参加に同意しない者、医師・看護

師が調査不可能と判断した者とした。調査項目は、基本属性(年齢、性別、疾患、BMI、ブレーデンスケー

ル)と、下腿－足部を8区分し浮腫の程度を研究者らが検証したAFTD-Pitting テスト(Dai M, Sugama J, 
Tsuchiya A, et al. 2015)を用い評価者の母指で 10 秒圧迫した際の圧痕を深沢変法(Sato A, Dai M, 
Fujimoto Y, et al. 2015)で評価した。深沢変法は、浮腫の程度をgrade 0－3と非圧痕性浮腫(NPE)の5段

階で評価するものである。〔浮腫あり〕とは、1区分以上にgrade 2、3、NPEを有する者とした。調査は、

初回と3―5カ月後(第2回)に実施し、評価者は同一の研究者とした。分析は、対象を次の4群に分類した。

初回／第2回に浮腫なし〔浮腫なし群〕、初回浮腫なし／第2回浮腫あり〔浮腫発生群〕、初回浮腫あり／

第2回浮腫なし〔浮腫消失群〕、初回／第2回に浮腫あり〔浮腫継続群〕。各群において初回と第2回調査

時のBMI、ブレーデンスケールの得点をWilcoxon符号付き順位検定にて比較検討した。 
【倫理的配慮】 本研究は、金沢大学大学院医薬保健学総合研究科博士後期課程での課題研究の一部であ

り、金沢大学医学倫理審査委員会の承認(承認No.481)および調査施設の承認を得て実施した。 
【結果】入所者579名のうち包含基準適合82名に初回調査を実施し、追跡時脱落は47名にて第2回調査

は35名に実施した。各群の対象は 〔浮腫なし群〕8名、年齢(中央値(四分位範囲(IQR))86歳 (84.3-92.3)；
〔浮腫発生群〕5名、83歳 (82.0-95.0) ；〔浮腫消失群〕4名、89歳 (88.0-92.3)；〔浮腫継続群〕18名、

85.5歳 (77.8-89.3)であった。各群の初回／第2回調査の結果(中央値(IQR))は、〔浮腫なし群〕 BMI 20.8 
(18.4-23.7)／21.0 (19.5-24.1)、ブレーデンスケール合計点 21 点(14.3-22.0)／21 点(14.8-22.0)、活動性 3
点(2.3-4.0)／3点( 2.3-4.0)；〔浮腫発生群〕BMI 16.7(15.9-22.9)／16.8(16.0-23.6)、ブレーデンスケール合

計点 15 点(15.0-16.0)／15 点(14.0-16.0)、活動性 2 点(2.0-2.0)／2 点(2.0-2.0)；〔浮腫消失群〕 BMI 
16.7(12.1-27.3)／15.8 (12.1-27.3)、ブレーデンスケール合計点18点(17.3-20.3)／17.5点(16.3-20.3)、活動

性2点(2.0-2.0)／2.3点(2.0-3.0)；〔浮腫継続群〕、BMI 22.4(19.8-26.4)／22.3 (19.7-26.5)、ブレーデンスケ

ール合計点 17.5 点(16.8-21.0)／17.5(15.8-21.0)、活動性3 点 (2.8-3.0)／3 点(2.0-3.0)であった。各群の調

査項目の変化を統計学的に分析した結果、〔浮腫継続群〕の活動性の点数のみ有意に低下した( p=0.046)。 
【考察】療養病床・施設入所中の高齢者を前向きに観察し、浮腫と活動性の関連について今回はじめて明

らかにできたことは大変意義深い。この結果から下腿浮腫の長期間持続により活動性が低下すると考える。

これは、下腿浮腫持続が関節可動域に影響、あるいは骨格筋筋力の低下につながると考える。高齢者施設

で寝たきり防止目的にて日中座りきりの者は少なくない。しかし、この取り組みで下腿浮腫が持続し、活

動性低下するならば本来の目標達成にならない。高齢者の日常生活行動を可能な限り自立支援するために

下腿浮腫が持続しない、あるいは少しでも軽減するケアの積極的介入が必要である。今後、浮腫軽減ケア

を提供した症例検討、下腿浮腫の程度と足関節・膝関節の可動域との関連など検討が必要である。 
【結論】療養病床および施設入所中の高齢者の下腿浮腫と活動性の変化について前向き調査を実施し、下

腿に浮腫が継続している場合、対象の活動性が有意に低下したことが明らかになった。以上から、高齢者

の下腿浮腫に対して継続実践可能な浮腫軽減ケアの必要性が示唆された。 
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OⅠ‐4 
リンパ浮腫に伴うリンパ小胞の病理学的、免疫学的検討 

 
キーワード：リンパ小胞，リンパ球，蜂窩織炎 

 

○原 尚子 1) 2)，三原 誠 1) 
1）埼玉県済生会川口総合病院 リンパ外科・再建外科 

2）東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科 
 

【目的】リンパ浮腫にはリンパ小胞、蜂窩織炎などの病変が伴うが、それらの病態や発生機序は

明らかではない。今回病理学的、免疫学的な視点から検討を行った。 
 
【方法】 
切除されたリンパ小胞や皮膚をホルマリン固定し、HE 染色、podoplanin 染色、LYVE-1 染色、

CD4 染色、CD8 染色、CD20 染色、CD31 染色などを行った。また、リンパ小胞数件については

インドシアニングリーン（ICG）リンパ管造影検査、リンパシンチグラフィを行った。 
 
【倫理的配慮】 
施設の倫理委員会の承認のもと、本研究を行った。 
 
【結果】 
蜂窩織炎 3 件、リンパ小胞 10 件 16 検体について検討を行った。また、比較のため、リンパ小胞

以外のリンパ浮腫患肢の皮膚、リンパ浮腫でない皮膚についても病理学的検討を行った。リンパ

小胞患者では全例で蜂窩織炎の既往があった。特に陰部リンパ小胞患者のほとんどで 10 回以上

の蜂窩織炎の既往があった。リンパ小胞の部位では、真皮浅層のみまたは真皮全層でリンパ管の

拡張を認めた。病変周囲には臨床的に炎症所見を認めなかったが、病理所見では真皮、表皮への

リンパ球の浸潤を認め、CD4+ Tcell が最も数が多かった。CD8 染色を行った 6 件のうち 5 件で、

CD8+ T cell の表皮浸潤を認めた。CD4+ T cell、CD8+ T cell は真皮浅層にびまん性に分布して

いたが、CD20+ B cell はびらん部などに比較的限局性に分布し、リンパ濾胞を形成していること

もあった。ICG 検査では、リンパ小胞のポイントで皮膚の深層から浅層にリンパ液が逆流する所

見が観察され、深部リンパネットワークとの交通が示唆された。リンパシンチグラフィでも、下

肢リンパ管から陰部リンパ小胞への交通路が示された。リンパ浮腫に伴う蜂窩織炎の病理所見で

は、真皮リンパ管の拡張、著明なリンパ球浸潤を認め、リンパ小胞周囲の病理所見と類似してい

た。 
 
【考察・結論】 
リンパ浮腫に伴うリンパ小胞、蜂窩織炎の病理ではリンパ管拡張が認められ、リンパ管内圧の上

昇によるものと考えられた。LVA やリンパ節移植など、リンパ管内圧を低下させうるリンパ路の

再建術を行うことが必要と考えられる。リンパ小胞周囲にはリンパ球浸潤が全例で認められ、

CD4+ Tcell が最も数が多かった。数例では CD8+ T cell の表皮浸潤を認めた。これは固定薬疹の

所見と類似しており、リンパ浮腫の患部には常駐する CD8+ Tcell が存在し、何らかの刺激でた

びたび活性化されて蜂窩織炎が起こるという仮説が考えられる。リンパ浮腫に伴う蜂窩織炎の病

理所見においても真皮のリンパ管拡張、著明なリンパ球浸潤を認めており、これらが頻発する蜂

窩織炎の原因となる可能性が考えられた。 
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OⅠ‐5  
済生会リンパ浮腫研修会の開催目的と、活動報告 

～保存療法とリンパ外科治療の連携～ 
 

キーワード：リンパ外科，保存療法，リンパ浮腫 
 

○三原 誠 1)，原 尚子 1)，長谷川 京子 2) 
1）済生会川口総合病院 リンパ外科・再建外科，2）済生会川口総合病院 リハビリテーション科 

 
【目的】我々は以下３点を目的に「済生会リンパ浮腫研修会」を立ち上げた。①全国の済生会病

院全体のリンパ浮腫診療レベルの向上、②重症例に対する病院間の診療連携の強化、③当院リン

パ浮腫診療チームの診療レベル向上・シンクタンク化。医師の診療をサポートする立場であるリ

ハビリ科（理学療法士）の視点から、研修会の具体的な活動及び、その効果を報告する。 
【方法】 2015 年 4 月よりリンパ浮腫治療担当医と共に研修プログラムを作成し、下記内容にて

院内承認を得た。研修プログラム（毎週木曜日／約 8 時間）は、午前中にリンパ外科手術見学、

昼間に栄養指導見学、午後にリンパ浮腫外来見学、リンパシンチ・ ICG リンパ管蛍光造影検査読

影、夕方より講義及び、質疑応答、症例検討とした。 1 日の受入研修者は上限 2 名とし、参加者

の経済的負担を減らすため参加費は無料とした。本研修プログラムをリンパ浮腫療法士機構の更

新用講習会に申請し、リンパ浮腫療法士の更新 4 単位（1 回まで）として認定を得た。参加対象

者は、全国の済生会病院スタッフを中心に、他院治療担当者も受入可能とした。 
 
【倫理的配慮】 研修会にご協力頂く、患者様には事前にインフォームドコンセントを実施し、

書面にて同意書を得た。 
【結果】 2015 年 6 月より研修プログラムを開始。 2016 年 3 月末の時点で、研修会開催件数は 20 、
回（参加施設 40 施設）で、現時点で 6 ヶ月程度の待ち期間となる。参加職種は、医師 4 名、看

護師 6 名、リハ職 20 名、あん摩マッサージ師 11 名。参加者勤務所在地は、山形・岩手・栃木・

埼玉・千葉・茨城・東京・静岡・石川・福岡等となった。 
 
【考察】 
保存療法実施するリンパセラピストと、近年普及してきたリンパ外科治療（リンパ管静脈吻合術、

リンパ節移植術、脂肪吸引術等）の治療担当医師が連携できる場をつくる重要性を認識した。 
 

【結論】当院は、リンパ外科を中心としたリンパ浮腫治療を行っている全国でも稀な医療施設で

ある。同一術者によるリンパ外科手術実施数（年間 252 件）は国内最多であり、全国のリンパセ

ラピストが当院での研修会参加を希望していることがわかった。 
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OⅡ‐1 
在宅生活における浮腫管理－ターミナル期の患者との関わり－ 

 
キーワード：在宅生活，浮腫管理，終末期 

 

○森野 良久 1)，大野 知代子 1)，佐藤 幸浩 1)，戸島 雅宏 1) 
1）かみいち総合病院 

 
【当院における浮腫管理体制の経過】 

当院でリンパ浮腫患者の受け入れを開始してから約１０年が経過した。開始当初は外来治療を

中心に取り組み、その後入院治療の体制を確立していった。また平成２０年度の診療報酬改訂で

は、弾性着衣などに係わる療養費が支給されるようになり、リンパ浮腫患者の支援をより積極的

に行うためにリンパ浮腫専門外来を開設した。現在では、患者のニーズに合わせて外来治療と入

院治療を選択し、柔軟に対応している。その経過の中で、近年在宅生活における浮腫管理の依頼

が増えてきている。 
 
【在宅生活における浮腫管理】 

当院は地域の中核を担う総合病院として、患者とその家族が住みなれた地域で診療、ケアを受

けながら安心して生活できることを目標としている。そのため、終末期の患者の在宅生活支援を

積極的に行っている。 
今まで在宅での浮腫管理の依頼が１０件あった。依頼患者の内訳は、癌の終末期８件、体動困

難による廃用性浮腫１件、低栄養による全身性浮腫１件であった。理学療法士として訪問リハビ

リの中で浮腫管理をさせて頂いているが、患者の状態として終末期が多く、患者本人の意志、ニ

ーズ、ＱＯＬをより尊重する必要があり、単純に浮腫を緩和し管理を行うというわけにはいかな

い。外来治療、入院治療でも患者のニーズを検討することはもちろんであるが、在宅における終

末期では、家族状況や余命、全身状態、精神状態が複雑に絡み合うため、患者本人と家族に寄り

添った支援がより望まれる。 
それを提供するためには、治療による負担よりも本人や家族に有益性が確実に得られる予測が必

要である。また、迅速な支援体制や多職種での連携強化が求められる。 
 
【報告にあたって】 
 今回「在宅生活における浮腫管理」と題して、終末期の患者との関わりについて報告させて頂

きます。治療体制や技術、考え方などを経験上から検討いたしました。参加される方々のご意見、

ご指導を頂き、浮腫管理に携わる医療従事者の皆様の一助となるような報告ができればと考えて

います。 
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OⅡ‐2  
聖路加国際病院オンコロジーセンター 

がん専門看護外来（リンパ浮腫ケア）の取り組み 
 

キーワード：リンパ浮腫，専門看護外来 

 
○大畑 美里 1) 

1）聖路加国際病院オンコロジーセンター 
 
【目的】当院は地域がん診療拠点病院であり、2015 年よりオンコロジーセンター内において専門

看護外来を設け、がんの治療や症状に関する相談を実施している。リンパ浮腫に関する相談はセ

ンターに所属する医療リンパドレナージセラピストの資格を有する専門看護師が行っており、当

外来での看護について紹介する。 
 
【看護概要】 

がん専門看護外来には院内の主にがん診療外来部門より相談が寄せられている。2015 年 4 月

～2016 年 5 月の相談件数はのべ 55 件である。相談の内容は、通院治療中でリンパ浮腫の症状を

呈する患者へのケアや専門治療施設への紹介、術後でリンパ浮腫は未発症患者であるがリンパ浮

腫予防法についてより詳しく専門的な相談指導の希望がある患者に関するものなどである。また

専門看護外来がオンコロジーセンター内に設置されていることより、がん化学療法中におこる薬

剤性浮腫や、がんの再発進行による悪性リンパ浮腫をもつ患者の相談も多い。このように様々な

病期にある患者に対し、単にリンパ浮腫症状へのケアにだけでなく、リンパ浮腫を抱えながら慢

性的な経過を辿る中で起こってくる支障や課題を解決し、よりよい療養生活のサポート目指し活

動している。 
 
【アピールポイント】 
 センターにおいてがん専門看護外来に専門看護師や認定看護師は数名所属しており、通常はほ

かのスタッフと同様に、がん診療補助や外来化学療法中の患者へのケアにも携わっている。その

ためほかのスタッフにとっては専門・認定看護師に相談をしやすく、またリンパ浮腫相談を受け

る専門看護師にとっては、患者の抱える難渋な課題をほかの専門・認定看護師とディスカッショ

ンをしやすい環境である。これはスタッフが臨床場面で行う患者への直接ケアや、認定・専門看

護師が担う教育・指導的役割を担いやすい組織となっていると考えられ、当センターにおけるア

ピールポイントだといえる。 
 
【課題】 

今後の課題としては、ケアに関わるスタッフのアセスメントやケアに関する知識や技術のさら

なる向上をめざし、がんの診療やケアを提供する当センターを中心に、がん患者をサポートする

ための専門的役割を拡充していくことが必要であると考えている。部署でのケーススタディや学

習会を定期的に開催し各スタッフのより深いアセスメントと実践力につなげること、また各診療

部門や緩和ケアチーム、地域の専門治療施設とのさらなる協働を図り、継続的なサポート体制の

構築をめざす。 
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OⅡ‐3  
リンパ浮腫指導へのレディース病棟での取り組み 

～ケアルームの活用～ 
 

キーワード：リンパ浮腫ケア，がん，女性病棟 
 

○中川 久美 1)，島田 美香 1)，松岡 晃子 1) 
1）社会医療法人生長会 べルランド総合病院 

 
【目的】 
 当院では 2014 年レディース病棟を立ち上げた。女性特有の疾患で入院される患者に疾患を持ちな

がらも、女性らしく前向きに生きていけるように、細やかな心遣いとケアの提供を目標に掲げている。

ライフイベントである結婚・妊娠・出産・子育てなど、妻として母として役割を継続しながら、入院

中に少しでも不安なく落ち着いた環境で療養して頂けるように癒しの空間づくりに取り組んでいる。   
2015 年度当院では、乳腺外科手術は 120 件行われ、うちリンパ節郭清術施行は 25 件あった。リン

パ節郭清後のリンパ浮腫発生率は 25～30％と言われており、またセンチネルリンパ節生検のみの場合

でも 3％発症すると言われている。小川は、がん治療後の続発性リンパ浮腫は、全リンパ浮腫患者の

80％以上を占めている 1）と述べている。原因となる疾患は主に乳がんや婦人科がんなど女性特有のが

ん治療後に起こる事が多い。リンパ浮腫は、重症化すると日常生活への影響のみではなく、精神的、

社会的にも影響を及ぼして QOL が低下する。増島らは、リンパ浮腫によって家事を遂行できる自分

や乳房のある自分を自分らしさと価値付けるいわゆる女性らしさを揺るがすことにも繋がることは特

徴的であると考える 2）と述べられている。リンパ浮腫は発症させないことが重要であり、長期的にセ

ルフケアを行えるように指導を行うことが必要であると考える。またオレムのセルフケア理論では、

セルフケアニードがある事を実感し、様々な方法を試み、方策が明らかになれば人はセルフケアを習

慣化する 3）と述べられている。当院ではリンパ節郭清術後の患者のみだけではなく、センチネルリン

パ節生検のみの患者に対してもリンパ浮腫指導を実践している。また退院後も継続したセルフケアが

できるように外来とも連携を行っている。パンフレットを用いて、どのスタッフも同様の指導を行え

るようにしているが、患者の様々な側面を考え、長期的にセルフケアを継続させる指導が出来ている

とは言い難い現状であった。個別性を考え、長期的にセルフケアを継続できるリンパ浮腫指導の実践

が出来る事を目的に活動を行ったのでここに報告する。 
【概要】 
1. ケアルームをリンパ浮腫指導室として活用 

1)リクライニングソファを配置 2)アロマを使用 3)季節を取り入れた装飾の工夫 
2. スタッフへの勉強会の実施 

1) リンパ浮腫が患者にもたらす影響 2)女性の発達課題 
【アピールポイント】 
 患者の様々な側面を理解した指導を実践するには、患者の私生活の状況を知る必要がある。リンパ

浮腫指導室を活用することでプライバシーの保護にも繋がり、患者・看護師共にリンパ浮腫指導に集

中できる環境作りができた。病院は非日常的な空間であるため、落ち着いた癒される環境を提供する

ことで患者自身もリラックスでき、自分の今までの生活状況から自分に合ったセルフケア方法を考え

る事が出来る様になったと考える。また今まで一般的な指導を行っていたスタッフも、概要 2-1).2)
を理解したことで患者がセルフケアを確立する為に必要な情報を得ながら、指導の実践が出来るよう

になった。乳癌術後のリンパ浮腫の発症時期は大半が 2～3 年以内と示唆されているが、治療後 10 年

以上経過した後にリンパ浮腫を発症することもある 4）。今後は、今回の活動を評価しリンパ浮腫指導

の課題を明確化し、指導の質向上に努めていきたい。 
 
引用・参考文献 

1）小川佳宏:リンパ浮腫の疫学および診断.リン浮腫 診療の実際-現状と展望松尾汎(編).文光

堂,2003;pp31-35 
2）増島麻里他:乳癌治療後のリンパ浮腫が患者にもたらす苦悩 千葉看会誌 VOL.13No.1 2007.6 
3）佐藤栄子:事例を通してやさしく学ぶ中範囲看護理論入門第 2 版,日総研,2015:p109 
4）阿部恭子他:乳がん患者ケア 学研,2013;p233 
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OⅡ‐4  
外来看護師とリンパドレナージセラピストの連携・早期介入による一症例 

キーワード：リンパ浮腫，外来看護師，連携 
○村田 つかさ 1)，大前 敬子 1)，蟹江 仁美 1) 

1）大阪警察病院 
 

【はじめに】当院では、2005年にリンパ浮腫看護ケア外来(以下ケア外来)を開設し、専門的な介入が必要と判

断されたリンパ浮腫患者に対し、医療徒手リンパドレナージセラピスト(以下セラピスト)が、医師や看護師から

依頼を受けてケアを行っている。セラピスト7名は、週1-2回のケア外来を担当する以外は、関連の病棟・外来

に配属され、通常業務や各専門チーム活動を行っている。 
今回、外来看護師の気付きにより早期介入した事例を振り、外来でタイムリーに看護師とセラピストが連携で

きることの重要性について、示唆を得たため報告する。 
【事例紹介】A氏、50歳代、男性、膵頭部がん術後(stageⅢ)、術後補助療法(TS-1)内服中。脳梗塞による左半

身不全麻痺があり、左下腿に装具を装着して杖を使用することで、歩行可能な状態である。 
事務職で、職場はエレベーターが無い階段を3階まで上らなくてはならず、装具の装着が必要である。独居で同

じマンションに姉夫婦が住んでいる。 
【倫理的配慮】院内の包括同意書(検査・治療に関し診療情報と余剰検体を医学・医療の発展目的の研究、教育

に使用させていただくことについてのお願い)をもって事前に患者に同意を得た上で、院内倫理委員会の承認を

得た。 

【入院までの経過】定期受診のため来院された。通常は杖歩行だが、両下肢浮腫と両下腿部の痛みにより装具の

装着が困難なため、車椅子を使用していた。医師による診察では、腹部の触診と再発・転移がない説明が行われ、

Ａ氏は、浮腫と痛みを訴えながらも、「でも大丈夫」と診察室を出た。 
 診察介助の看護師は、車椅子を使用していることが気になり、後を追ってＡ氏に声をかけた。浮腫を確認する

ためにズボンを上げると、リンパ漏による靴下の汚染があり、外来師長に報告した。外来師長は、外来業務中の

セラピストがＡ氏に介入できるよう業務調整を行った。 

下肢静脈エコー、血清アルブミン値を追加で検査した結果、低アルブミン血症による両下肢浮腫、左下腿リン

パ漏と診断された。TS-1内服による好中球減少もあり、リンパ漏の処置を行い感染予防が必要な状態であった。

栄養改善とリンパ浮腫ケアを行い、装具の装着が可能となる程度に浮腫が改善することを目標に入院となった。 
入院時：WBC1800/μL Neut61.4％ Hb10.2g/dl Alb2.7g/dl PRAL9mg/dl TP5.7g/dl  
AST 51U/L ALT 39U/L 推定GFR130 CRP 0.10mg/dl  
【入院後の経過】入院後、アルブミン製剤、利尿剤の投与を行いながら、1日2回下肢の洗浄・保湿、リンパ漏

部位にモイスキンパッド®をあて、Tgソフト®＋エラスコット®を用いた圧迫療法を行った。リンパ浮腫ケアは、

セラピストと受け持ち看護師が毎日ペアで実施できるよう、セラピスト間で業務調整を行った。また、NSTチ

ームと緩和ケアチームも介入し、栄養改善、疼痛コントロールを行った。入院7日目、リンパ漏は消失し、浮腫

の軽減を認めたが、Tgソフト®の厚みにより装具が装着できないため、自宅でケアが継続できるよう弾性スト

ッキングを使用することにした。左半身不全麻痺があるため、着脱が比較的容易な丸編みクラス１のハイソック

ス(つま先なし)を選択し、装着補助具を使用した装着方法を姉に指導した。入院10日目、弾性ストッキングを

装着した状態で装具の装着が可能となり、歩行練習を行った。入院12日目、退院となった。退院後は、朝、姉

が弾性ストッキングを装着し、夜間は自己にてTgソフト®を装着し、セルフケアを継続しながら復職した。 
退院後：WBC2300/μL Neut50.2％ Hb10.9g/dl Alb3.6g/dl PRAL13mg/dl TP7.7g/dl  
AST25U/L ALT22U/L 推定GFR108 CRP 0.05mg/dl  
【考察】Ａ氏は、装具が装着できないために仕事を休んでおり、日常生活に支障をきたしている状況にもかかわ

らず、外来受診の際、「でも大丈夫」と診察室を出て帰宅しようとしていた。１)片岡は、外来看護師について「繁

雑な業務の中ですべての患者・家族に同様に看護を行うことは不可能である。特にケアの必要な患者、苦痛な症

状や不安を抱えている患者をピックアップし、外来受診という短時間のなかでタイムリーに介入することが必要

である。それには、外来看護師こそ高いアセスメント能力とケア技術力が求められる」と述べている。 

 外来看護師が帰宅しようとするＡ氏を追いかけ、浮腫の状態を確認したことが、早期対応につながった。また、

セラピストが臨時対応できるよう、外来師長が外来スタッフの業務調整を行う応援体制ができていることで、ケ

ア外来日以外の対応が可能となっている。 

入院中は、医師、看護師、セラピスト、他職種との連携において、Ａ氏の浮腫軽減のためにチームで関わった

ことで、患者の苦痛の軽減や社会復帰へつながった。 

【結論】外来看護師の役割の一つとして、専門的な介入が必要な患者に気付き、直ちにどのリソースを活用する

ことが患者にとって最良であるか判断し、調整することが求められる。タイムリーにリソースを活用して連携で

きる風土、システムづくりが重要である。 

【引用文献】片岡純：外来がん看護 エンパワメント支援の理論と実際．pp.55-62，すぴか書房，2013． 
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OⅡ‐4  
外来看護師とリンパドレナージセラピストの連携・早期介入による一症例 

キーワード：リンパ浮腫，外来看護師，連携 
○村田 つかさ 1)，大前 敬子 1)，蟹江 仁美 1) 

1）大阪警察病院 
 

【はじめに】当院では、2005年にリンパ浮腫看護ケア外来(以下ケア外来)を開設し、専門的な介入が必要と判

断されたリンパ浮腫患者に対し、医療徒手リンパドレナージセラピスト(以下セラピスト)が、医師や看護師から

依頼を受けてケアを行っている。セラピスト7名は、週1-2回のケア外来を担当する以外は、関連の病棟・外来

に配属され、通常業務や各専門チーム活動を行っている。 
今回、外来看護師の気付きにより早期介入した事例を振り、外来でタイムリーに看護師とセラピストが連携で

きることの重要性について、示唆を得たため報告する。 
【事例紹介】A氏、50歳代、男性、膵頭部がん術後(stageⅢ)、術後補助療法(TS-1)内服中。脳梗塞による左半

身不全麻痺があり、左下腿に装具を装着して杖を使用することで、歩行可能な状態である。 
事務職で、職場はエレベーターが無い階段を3階まで上らなくてはならず、装具の装着が必要である。独居で同

じマンションに姉夫婦が住んでいる。 
【倫理的配慮】院内の包括同意書(検査・治療に関し診療情報と余剰検体を医学・医療の発展目的の研究、教育

に使用させていただくことについてのお願い)をもって事前に患者に同意を得た上で、院内倫理委員会の承認を

得た。 

【入院までの経過】定期受診のため来院された。通常は杖歩行だが、両下肢浮腫と両下腿部の痛みにより装具の

装着が困難なため、車椅子を使用していた。医師による診察では、腹部の触診と再発・転移がない説明が行われ、

Ａ氏は、浮腫と痛みを訴えながらも、「でも大丈夫」と診察室を出た。 
 診察介助の看護師は、車椅子を使用していることが気になり、後を追ってＡ氏に声をかけた。浮腫を確認する

ためにズボンを上げると、リンパ漏による靴下の汚染があり、外来師長に報告した。外来師長は、外来業務中の

セラピストがＡ氏に介入できるよう業務調整を行った。 

下肢静脈エコー、血清アルブミン値を追加で検査した結果、低アルブミン血症による両下肢浮腫、左下腿リン

パ漏と診断された。TS-1内服による好中球減少もあり、リンパ漏の処置を行い感染予防が必要な状態であった。

栄養改善とリンパ浮腫ケアを行い、装具の装着が可能となる程度に浮腫が改善することを目標に入院となった。 
入院時：WBC1800/μL Neut61.4％ Hb10.2g/dl Alb2.7g/dl PRAL9mg/dl TP5.7g/dl  
AST 51U/L ALT 39U/L 推定GFR130 CRP 0.10mg/dl  
【入院後の経過】入院後、アルブミン製剤、利尿剤の投与を行いながら、1日2回下肢の洗浄・保湿、リンパ漏

部位にモイスキンパッド®をあて、Tgソフト®＋エラスコット®を用いた圧迫療法を行った。リンパ浮腫ケアは、

セラピストと受け持ち看護師が毎日ペアで実施できるよう、セラピスト間で業務調整を行った。また、NSTチ

ームと緩和ケアチームも介入し、栄養改善、疼痛コントロールを行った。入院7日目、リンパ漏は消失し、浮腫

の軽減を認めたが、Tgソフト®の厚みにより装具が装着できないため、自宅でケアが継続できるよう弾性スト

ッキングを使用することにした。左半身不全麻痺があるため、着脱が比較的容易な丸編みクラス１のハイソック

ス(つま先なし)を選択し、装着補助具を使用した装着方法を姉に指導した。入院10日目、弾性ストッキングを

装着した状態で装具の装着が可能となり、歩行練習を行った。入院12日目、退院となった。退院後は、朝、姉

が弾性ストッキングを装着し、夜間は自己にてTgソフト®を装着し、セルフケアを継続しながら復職した。 
退院後：WBC2300/μL Neut50.2％ Hb10.9g/dl Alb3.6g/dl PRAL13mg/dl TP7.7g/dl  
AST25U/L ALT22U/L 推定GFR108 CRP 0.05mg/dl  
【考察】Ａ氏は、装具が装着できないために仕事を休んでおり、日常生活に支障をきたしている状況にもかかわ

らず、外来受診の際、「でも大丈夫」と診察室を出て帰宅しようとしていた。１)片岡は、外来看護師について「繁

雑な業務の中ですべての患者・家族に同様に看護を行うことは不可能である。特にケアの必要な患者、苦痛な症

状や不安を抱えている患者をピックアップし、外来受診という短時間のなかでタイムリーに介入することが必要

である。それには、外来看護師こそ高いアセスメント能力とケア技術力が求められる」と述べている。 

 外来看護師が帰宅しようとするＡ氏を追いかけ、浮腫の状態を確認したことが、早期対応につながった。また、

セラピストが臨時対応できるよう、外来師長が外来スタッフの業務調整を行う応援体制ができていることで、ケ

ア外来日以外の対応が可能となっている。 

入院中は、医師、看護師、セラピスト、他職種との連携において、Ａ氏の浮腫軽減のためにチームで関わった

ことで、患者の苦痛の軽減や社会復帰へつながった。 

【結論】外来看護師の役割の一つとして、専門的な介入が必要な患者に気付き、直ちにどのリソースを活用する

ことが患者にとって最良であるか判断し、調整することが求められる。タイムリーにリソースを活用して連携で

きる風土、システムづくりが重要である。 

【引用文献】片岡純：外来がん看護 エンパワメント支援の理論と実際．pp.55-62，すぴか書房，2013． 
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PⅠ‐1  
乳がん術後の上肢リンパ浮腫 Early-stage 評価に有用な 

超音波画像診断指標 
 

キーワード：早期リンパ浮腫，超音波画像診断，皮下組織厚 

 

○臺 美佐子 1)，須釜 淳子 1) 2)，横山 浩一 3)，佐藤 文 4)，井内 映美 1) 
前馬 宏子 5)，大桑麻由美 1) 

1) 金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域 
2) 金沢大学医薬保健研究域保健学系附属健康増進科学センター 

3) 金沢メディカルステーションヴィーク乳腺外科，          
4) 福井県立大学看護福祉学部看護学科，5) 金沢大学男女共同参画ラボラトリー 

 
【目的】 

リンパ浮腫 Early-stage は、乳がんに対する腋窩リンパ節郭清後の全患者が対象である。しか

し、周囲径変化や主観的症状の出現がない Early-stage に対してリンパ浮腫予防の必要性の有無

や管理方法は曖昧な状況である。これまでリンパ浮腫病態が真皮・皮下組織への組織間液貯留で

あると明らかにされてきた一方で、Early-stage の真皮・皮下組織構造の実態は不明である。本

研究では、非侵襲的な超音波画像診断装置で真皮・皮下組織のエコー画像を観察し、Early-stage
に特徴的なエコー画像指標を明らかとすることを目的とした。 
【方法】 

横断観察研究で、リンパ浮腫評価・管理を行う病院 3 施設で 2012 年 6 月から 2014 年 3 月に

実施した。リンパ浮腫 Early-stage 群を国際リンパ学会（ISL）分類 I 期の者とし、浮腫症状が明

確な ISL 分類 II 期群、浮腫を有さない健康成人群との真皮・皮下組織構造を比較した。測定部

位は肘窩下 10 ㎝内側部に統一し、真皮観察は周波数 20MHz、皮下組織は 10MHz のエコーで画

像を獲得した。指標はリンパ浮腫評価方法で代表的な真皮厚・真皮低輝度所見割合（LEP）・皮

下組織厚とし、エコー画像を画像解析ソフトで算出した。画像撮影から解析まで、トレーニング

を受けた研究者が実施した。分析では、Early-stage 群と ISLII 期群は健肢、健康成人群は非利

き手を基準とし左右肢の比を算出後、Kruskal-Wallis 検定及び Steel-Dwass 検定で 3 群比較を

行なった。 
【倫理的配慮】 

金沢大学医学倫理審査委員会の承認（#572, #587-1）及び、各施設内の倫理承認承諾を得た。 
【結果】 

対象は、乳がんに対し腋窩リンパ節郭清術を受けた患者 27 名のうち、Early-stage 群 12 名 24
肢、ISLII 期群 15 名 30 肢、健康成人群 16 名 32 肢であった。エコー画像から得られた真皮厚・

真皮 LEP・皮下組織厚の左右比のうち、皮下組織厚比は、Early-stage 群が健康成人群より有意

に大きく(p=0.001)、ISLII 期には有意差がなかった（p=0.367）。真皮厚及び真皮 LEP は、

Early-stage 群と健康成人群とに差がなく、ISLII 期群より有意に小さかった（p=0.036）。 
【考察・結論】 

Early-stage 群では、皮下組織厚の左右比が健康成人群より有意に大きかったことから、周囲

径や主観的症状の出現前に皮下組織構造に変化を及ぼすことが示唆された。さらに、Early-stage
群と ISLII 期群とに有意差が見られなかったことは、早期の段階で皮下組織厚が ISLII 期群と同

様の厚さに至っている可能性を示す。皮下組織厚変化は組織間液貯留と考えられ、今後はエコー

内部性状の解析も実施し、皮下組織変化について検証を進める必要がある。本研究結果より、リ

ンパ浮腫 Early-stage にリンパ浮腫症状出現予防のための介入が必要である可能性が示唆された。 
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PⅠ‐2  
乳がん術後の退院指導状況とリンパ浮腫との関連 

 
キーワード：乳がん，退院指導，リンパ浮腫 

 
○木村恵美子 1) 

1）青森県立保健大学 
 
【目的】乳がん術後患者への退院時のリンパ浮腫(以下LEとする)に関する指導状況とリンパ浮腫との 

関連を明らかにする。 

【方法】北海道・東北 3 県に居住する乳がん術後患者 472 人(6 施設、9 つの患者会)を対象に、2013

年 10月～2014年 6月の期間で、留め置き法の無記名自記式質問紙 (属性、治療内容、LEに関する指

導状況；退院時指導と外来での指導は、それぞれ[はい・いいえ]の二肢選択とし、説明の実施者と説

明方法、使用物品等については多重選択とした)を手交配布した。分析は記述統計後、単変量解析(χ
2 test, Fisher’s exact test)を行った(検出力;0.80,effect size;0.40, p<0.05 SPSS for windows 

ver.22使用)。 

【倫理的配慮】対象者に研究の倫理に関して紙面と口頭で説明し質問紙の投函をもって同意とした。

また各施設の倫理委員会と聖路加国際大学研究倫理審査委員会の承認を得た。 
【結果】318 人(67.4％)の回答を得た。病期は 0期 225 人(70.8％) 、Ⅰ期 36 人(11.3％)、Ⅱa期 47

人(14.8％)、Ⅱb期 9人(2.8％)、Ⅲ期1人(0.3％) で、術後LE発症は平均3年9ヶ月だった。 

1）LE の有無との比較…退院指導を受けていたのは、LE 有が 66 人(71.0％)、LE 無 159 人(70.7％)で

有意差はなかった(p=.634)。退院時指導の実施者(複数回答)は、LE有において看護師22人、医師11

人、理学療法士5人、他(他職種混合)8人であった。LE無では看護師50人、医師28人、理学療法士

10 人、他(他職種混合)14 人であった。退院指導の内容(複数回答)は、LE 有においてリンパ浮腫の成

り立ち 15 人、リンパ浮腫の症状 26 人、リンパ浮腫の治療方法、17 人、セルフケアの必要性 18 人、

予防もしくは改善方法28人、生活の注意事項35人、感染時の対処方法8人、他4人だった。LE無で

はリンパ浮腫の成り立ち30人、リンパ浮腫の症状53人、リンパ浮腫の治療方法25人、セルフケアの

必要性34人、予防もしくは改善方法54人、生活の注意事項63人、感染時の対処方法10人、他0人

で、生活の注意事項がLE有無において最も多かった。「他」の内容は、<傷をつけないこと>、<リンパ

ドレナージ方法>などがあった。退院指導の方法および物品は、LE有において口頭27人、パンフレッ

ト34人、ビデオ6人、他 2人、であった。LE無では口頭57人、パンフレット54人、ビデオ11人、

他3人であった。「他」の内容は、<実技指導>、<看護師にサンプルをもらいトレーニングした>、<看

護師がもっていた専門書籍>などがあった。これらの指導時の実施者・内容・使用物品等について有意

差はなかった。退院後外来でのリンパ浮腫に関する指導では、指導が有ったものは LE 有が 27 人

(29.0％)、LE無24人で、退院後外来で指導がなかったものはLE有が57人(61.3％)、LE無97人(43.1％)

で有意差があった(p=.045 χ2値＝4.019)。 

2）LEに関するリンパ浮腫指導管理料施行の前後での比較 

リンパ浮腫指導管理料が施行された2008年 3月以前と4月以降に分け、LEの有無と比較すると、2008

年 4月以降に退院しLE有りの患者は29人(24.4％)、LE無 90人(75.6％)、2008年 3月以前に退院し

LE有りの患者は53人(40.8％)、LE無 77人(59.2％)で有意差があった(p=.006 χ2値＝7.565)。 

また、退院後外来指導時の実施者・内容・使用物品等についてもリンパ浮腫指導管理料の施行前後で

比較すると有意差はなかった。 

【考察・結論】 
 術後退院指導は、指導がないとLEが発症しやすいのではないかと推測されたがLEの有無両方にお

いて 70％と同程度の実施率であった。退院後外来での指導状況は LE の有無の比較で有意差があった

が、LE 有群への実施率が高いのは感染予防やセルフドレナージ指導が実施されていたことが伺えた。

2008 年のリンパ浮腫指導管理料の施行前後とLEの有無を比較すると有意差が出たが、研究期間が施

行後5年しか経っていないことから。施行前LEの患者数が多いことによるものと考えられた。指導状

況では、実施者・内容・使用物品等に有意差はなかったが、これらの退院指導状況が LE 発症等につ

ながっているのかについてはさらなる研究が必要と考える。 
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PⅠ‐3  
セルフバンデージ技術の指導回数と習得プロセス 

－セルフバンデージ指導プログラムの開発に向けて－ 
 

キーワード：圧迫療法，セルフバンデージ 

 

○間脇 彩奈 1)，中西 啓介 1)，大島 千佳 1)，黒野 史椰 1)，竹野 ゆかり 1) 
永谷 幸子 1)，藤本 悦子 1) 

1）名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 

 
【目的】リンパ浮腫の複合的治療において、「圧迫療法」は推奨度の高い治療であり、個々のライ

フスタイルに合わせて、圧迫療法、すなわち弾性着衣とバンデージを取り入れることが、QOL
を高める手段として求められている。しかし実際には、圧迫療法は、弾性着衣の紹介や装着方法

の指導などに留まり、バンデージについては施行技術や管理が難しいとされ、その指導に関して

は敬遠されがちである。 
 我々は、これまでの研究活動の中で患者へのセルフバンデージを指導してきた。今回は患者へ

の指導回数と技術の習得状況の関係を調べ、ケアとして適切な方法を検討する。 
【対象の概要】乳がん手術後、化学療法、放射線治療等の治療が終了してから 6 か月以上経過し

ている者で上肢に片側性の浮腫を発症している 40-60 歳代の女性 9 名を対象とした。全員が浮腫

の程度はⅡ期、利き腕に浮腫を発症した者は 5 名であり、ADL に問題なく日常生活を送っている

者であった。 
【指導方法】 

対象者には、2 週間のうち 3-4 日を練習日として設定し、リンパ浮腫セラピストの資格を持つ

看護師が個別に指導を行った。1 回の練習時間は約 1 時間とした。指導したバンデージの方法は、

一般的に用いられている指包帯、筒状包帯、綿包帯、スポンジ包帯、ショートストレッチ包帯を

用いた、患肢の巻き方であった。1 回目の練習日には、指導者がバンデージを巻き、被験者にバ

ンデージを装着した感覚を確認させた。2 回目の練習日から、セルフバンデージの指導を行った。

3 回目と 4 回目には前腕遠位 1/3 の部位で、圧迫圧を測定しながら行った。圧迫圧の基準として

は、国際リンパ浮腫学会での最大許容範囲が 60mmHg であることや、弾性着衣の療養費支給の

対象が 30mmHg 以上であること、夜間にもバンデージを巻くこと等を考慮して、全員に 20–
30mmHg 前後を目標とするように指示した。なお、安全を確保するため、練習日に、指導下で

のみ練習を行うよう指示した。 
【倫理的配慮】名古屋大学医学部生命倫理審査委員会の審査、承認を得て実施した。 
【指導の結果】1 回目のバンデージ体験後には「大変そう」「全然覚えられない」との発言が聞か

れたが、2 回目の練習で実際に巻くことにより「思ったより簡単」などの発言が聞かれ、その後、

練習を重ねるにつれて、発言の中に、バンデージのポイントとなる点への質問が増えた。 
圧迫圧は 3 回目の練習時には 14-29mmHg であり、指示した目標の値に到達した者もいたが、

バンデージの完成形には、緩みが見られた者が多く、包帯の重なり幅にも統一感が無かった。4
回目の練習時の圧迫圧は 18-35mmHg であり、練習回数を重ねることで、バンデージの緩みも無

くなり、見た目にもしっかりと巻けるようになっていった。練習 3 回目、4 回目で指示した圧迫

圧に到達できなかった者はいなかった。また、指導期間を通して、バンデージの難しさを理由に

研究の参加を中断する者はいなかった。 
【まとめ】セルフバンデージを患者に 4 回指導した。3 回目までは各患者の技術習得状況にバラ

ツキがあったが、4 回目では、全員がセルフバンデージを習得し、自らの生活に取り入れること

が出来た。これらのことから、少なくとも 4 回の指導が必要であることが示唆された。 

PⅠ‐4  
がん術後リンパ浮腫ケア実施に関する看護要素 

 
キーワード：リンパ浮腫，セルフケア支援，リンパ浮腫外来 

 

○新井 直子 1)，新井 龍 2)，作田 裕美 3)，坂口 桃子 4)，村川 由加理 3) 
1) 帝京大学，2）昭和大学，3）大阪市立大学，4）常葉大学 

 
【目的】 

リンパ浮腫看護モデル構築の基礎資料として、リンパ浮腫外来でリンパ浮腫ケアに従事する経

験を持つ看護師の体験から、がん術後リンパ浮腫患者に特有な長期にわたるセルフケアによる症

状コントロールを支える看護要素を明らかにすることとした。 
【方法】 

リンパ浮腫外来でリンパ浮腫ケアに従事する看護師で同意の得られた 8 名を対象とした。デー

タ収集期間は平成 27 年 7 月から 12 月であった。半構造化インタビューにより、具体的に実施し

ているケアの内容、リンパ浮腫ケアの提供システム（外来配置形態、開設回数、従事人数等）に

ついて、担当制度、印象に残る困難事例の体験等について問いかけ、対象者の自由な語りからデ

ータを収集した。インタビューは個室にて約 90 分を 1 回実施し、対象者の許可を得て録音した。

性別・年齢・経験年数等の基本属性はインタビューに先立ち回答を得た。 
収集したデータから対象者ごとに逐語禄を作成し、ケアの内容、リンパ浮腫ケアの提供システ

ム（外来配置形態、開設回数、従事人数等）、担当制度、印象に残る困難事例に関連するデータを

取り出し、整理後、比較検討しながら質的に分析を行った。 
【倫理的配慮】 

研究に先立ち、研究者が所属する機関の研究倫理審査委員会の承認を得た。調査対象施設には、

施設長に研究計画書を示して承諾を得、対象者を紹介いただいた。対象者に書面を用いて研究内

容を説明し、自由意思による参加、対象者の権利擁護について説明し、同意を得た。インタビュ

ーは、身体的・精神的負担について確認しながら実施した。 
【結果】 

がん術後リンパ浮腫患者への看護要素として、1．「急性期症状の改善」2．「合併症の予防を図

る」3．「セルフケアの継続を支える」4．「生活パターンの健全化を方向付ける」5．「社会資源の

情報提供を行う」の 5 項目を見出すことができた。1．「急性期症状の改善」には 3 項目、2．「合

併症の予防を図る」には 2 項目、3．「セルフケアの継続を支える」には 3 項目、4．「生活パター

ンの健全化を方向付ける」には 3 項目、5．「社会資源の情報提供を行う」には 4 項目の、計 15
の下位項目を有していた。 
【考察】 

見出されたがん術後リンパ浮腫患者への看護要素 5 項目は、ベナーの 7 つの看護ケアの構成要

素に符合する項目もあるが、疾患と看護の場の特性から、「急速に変化する状況における効果的な

管理」に符合する特徴はなかった。 
リンパ浮腫ケアは、教育入院の看護は別として、外来では 1 回 60 分～90 分の複合的治療で完

結する。したがって、その時間の繰り返しの中で患者－看護師関係を構築し、個々の患者に必要

な看護を編み出していく特性を有していると考えられた。 
【結論】 
 がん術後リンパ浮腫患者への看護要素は、5 項目であることが明らかとなった。 
 

 

　
一
般
演
題
・
示
説

－ 48－



PⅠ‐4  
がん術後リンパ浮腫ケア実施に関する看護要素 

 
キーワード：リンパ浮腫，セルフケア支援，リンパ浮腫外来 

 

○新井 直子 1)，新井 龍 2)，作田 裕美 3)，坂口 桃子 4)，村川 由加理 3) 
1) 帝京大学，2）昭和大学，3）大阪市立大学，4）常葉大学 

 
【目的】 

リンパ浮腫看護モデル構築の基礎資料として、リンパ浮腫外来でリンパ浮腫ケアに従事する経

験を持つ看護師の体験から、がん術後リンパ浮腫患者に特有な長期にわたるセルフケアによる症

状コントロールを支える看護要素を明らかにすることとした。 
【方法】 

リンパ浮腫外来でリンパ浮腫ケアに従事する看護師で同意の得られた 8 名を対象とした。デー

タ収集期間は平成 27 年 7 月から 12 月であった。半構造化インタビューにより、具体的に実施し

ているケアの内容、リンパ浮腫ケアの提供システム（外来配置形態、開設回数、従事人数等）に

ついて、担当制度、印象に残る困難事例の体験等について問いかけ、対象者の自由な語りからデ

ータを収集した。インタビューは個室にて約 90 分を 1 回実施し、対象者の許可を得て録音した。

性別・年齢・経験年数等の基本属性はインタビューに先立ち回答を得た。 
収集したデータから対象者ごとに逐語禄を作成し、ケアの内容、リンパ浮腫ケアの提供システ

ム（外来配置形態、開設回数、従事人数等）、担当制度、印象に残る困難事例に関連するデータを

取り出し、整理後、比較検討しながら質的に分析を行った。 
【倫理的配慮】 

研究に先立ち、研究者が所属する機関の研究倫理審査委員会の承認を得た。調査対象施設には、

施設長に研究計画書を示して承諾を得、対象者を紹介いただいた。対象者に書面を用いて研究内

容を説明し、自由意思による参加、対象者の権利擁護について説明し、同意を得た。インタビュ

ーは、身体的・精神的負担について確認しながら実施した。 
【結果】 

がん術後リンパ浮腫患者への看護要素として、1．「急性期症状の改善」2．「合併症の予防を図

る」3．「セルフケアの継続を支える」4．「生活パターンの健全化を方向付ける」5．「社会資源の

情報提供を行う」の 5 項目を見出すことができた。1．「急性期症状の改善」には 3 項目、2．「合

併症の予防を図る」には 2 項目、3．「セルフケアの継続を支える」には 3 項目、4．「生活パター

ンの健全化を方向付ける」には 3 項目、5．「社会資源の情報提供を行う」には 4 項目の、計 15
の下位項目を有していた。 
【考察】 

見出されたがん術後リンパ浮腫患者への看護要素 5 項目は、ベナーの 7 つの看護ケアの構成要

素に符合する項目もあるが、疾患と看護の場の特性から、「急速に変化する状況における効果的な

管理」に符合する特徴はなかった。 
リンパ浮腫ケアは、教育入院の看護は別として、外来では 1 回 60 分～90 分の複合的治療で完

結する。したがって、その時間の繰り返しの中で患者－看護師関係を構築し、個々の患者に必要

な看護を編み出していく特性を有していると考えられた。 
【結論】 
 がん術後リンパ浮腫患者への看護要素は、5 項目であることが明らかとなった。 
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PⅠ‐5  
長時間座位保持高齢者の下肢慢性浮腫に対する振動による浮腫軽減効果 

 
キーワード：下肢慢性浮腫，高齢者，振動 

○土屋 紗由美 1)，佐藤文 1)，井内映美 1)，臺美佐子 2)，大桑麻由美 2)，須釜淳子 2) 
1) 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻，2) 金沢大学医薬保健研究域保健学系 

 
【背景】 

身体への加振の効果に関しては、上肢リンパ浮腫患者での簡易的リンパドレナージの補助的療

法としての有効性や、血液透析中における下肢皮膚末梢循環促進効果、健康成人における下肢浮

腫軽減効果等が示されている。しかし、下肢慢性浮腫を有する高齢者の下肢に振動を加えること

による浮腫軽減効果は検討されておらず不明である。 
【目的】 

長時間座位保持高齢者にみられる下肢慢性浮腫に対して、振動を加えることによる浮腫軽減効

果を検証する。 
【方法】 

特別養護老人ホーム入居中の 65 歳以上の高齢者を対象とした。介入群には振動周波数 47Hz、
水平振動加速度 1.78m/s2、15 分／回の加振を 1 日 3 回 2 週間継続した。介入開始前（Baseline）、
介入終了後（2w）、介入終了 2 週間後（4w）に浮腫の観察を行い、主要アウトカムは下肢周囲径、

下腿体積、圧痕の程度から導いた浮腫軽減効果の group 分類、副次的アウトカムは皮下組織の組

織間液貯留状態、QOL とした。浮腫軽減効果の group 分類では、介入群の対象者を対照群と比

較して浮腫が軽減した群（lower group）、不変だった群（equal group）、増悪した群（higher 
group）に分類した。皮下組織の間質液貯留状態は SEF により評価し、QOL 評価は A quality 
of life measure for limb lymphoedema（LYMQOL）の聴取と対象者，施設職員への活動性，

心理的効果等に関するインタビューにより行った。 
【倫理的配慮】 
 金沢大学医学倫理審査委員会の承認を得た（審査番号：599-1） 
【結果】 

振動による浮腫軽減効果に関して、介入群（7 名）において浮腫の程度が対照群（7 名）と比

較して軽減した者は 2 名、不変の者は 4 名、増悪した者は 1 名であった。軽減した 2 名では他の

5 名と比べて Baseline の浮腫の重症度が高いという特徴がみられた。SEF の変化から、組織間

液の貯留の軽減がみられたのは lower group に分類された 2 名であった。LYMQOL に関し

ては、介入前後で明確な変化はみられなかったが、介入による活動性向上，睡眠改善等の報

告がみられた。 
【考察】 

振動により浮腫が軽減された 2 名では介入前の浮腫の程度が重度であり、効果が測定値に現れ

やすかったと考える。5 名において浮腫が軽減されなかった要因としては、振動の効果よりも日々

の身体状態変化による浮腫の変動が上回っていたと考える。加振により、浮腫軽減のみでなく

日常生活に対しても何らかの効果が得られる可能性が示唆され、より詳細な検討が必要であ

る。 
【結論】 

下腿から足部にかけて皮下組織に組織間液の貯留がみられる圧痕性の明らかな浮腫がある対象

において、振動による浮腫軽減効果が得られやすい可能性がある。 
加振により活動性の向上や睡眠の改善の報告がみられたことから、浮腫軽減に伴う QOL 改善

効果や加振による QOL 改善効果が得られる可能性がある。 
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PⅠ‐6  
当院におけるがん術後下肢リンパ浮腫指導の取り組み 

 
キーワード：婦人科癌，前立腺，部署間連携 

 
○髙橋 陽子 1)，中川 久美 1)，島田 美香 1)，佐藤 郁子 1) 

1）社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 
 
【目的】リンパ浮腫はがんの手術を受けた全ての患者に発症するわけではない。 
しかし、ある日突然上肢や下肢の浮腫が発症し、そのことにより患者の ADL や QOL が著しく低

下してしまうことも考えられる。一度リンパ浮腫を発症すると元の状態に戻ることは難しい。し

かし、患者自身がリンパ浮腫に対する知識を持ち毎日の観察や、セルフケアによる早期発見で重

症化を防ぐことができるといわれている。 
当院では乳癌腋窩リンパ節郭清を行った患者に対し病棟・外来でリンパ浮腫指導を実施している

が、子宮癌・卵巣癌・前立腺癌術後の患者には実施できていなかった。 
リンパ浮腫指導技能者に対して下肢リンパ浮腫患者へのケア、指導依頼も増加したため、今回、

子宮癌・卵巣癌・前立腺癌術後の患者に対して下肢リンパ浮腫指導の取り組みを開始した。今回

の取り組みによって病棟・外来看護師の下肢リンパ浮腫に対する知識・意識の向上と、子宮癌・

卵巣癌・前立腺癌患者の下肢リンパ浮腫発症の早期発見と早期治療介入につながったと考えたの

で、その内容を報告する。 
【方法】子宮癌・卵巣癌・前立腺癌術後の患者に対しリンパ浮腫指導を実施するために、既存の

「乳癌術後リンパ浮腫指導パンフレット」を見直し、「上下肢リンパ浮腫指導用パンフレット」

として改訂する。 
病棟・外来看護師に対してリンパ浮腫に関する勉強会の実施、リンパ浮腫指導の方法、カルテ記

載とリンパ浮腫指導管理料の算定方法について情報共有を行う。 
婦人科と泌尿器科医師に対して、リンパ浮腫指導対象となる患者を選定し、指導依頼を指示して

もらうよう周知徹底する。 
婦人科と泌尿器科の病棟・外来看護師の中から選出したコアメンバーでリンパ浮腫ケアチームを

結成し、病棟・外来の連携が強化できる環境を構築する。 
【倫理的配慮】２００８年４月よりリンパ浮腫指導が保険適応となり、倫理的に何ら問題はない

と考え、また、この取り組みをまとめるにあたり患者個人の特定ができないよう配慮した。 
【結果】・【考察】乳癌腋窩リンパ節郭清後の患者に対し、リンパ浮腫指導が病棟・外来でもれ

なく実施できており、患者のリンパ浮腫に対する意識付けとして効果が得られていると考える。

子宮癌・卵巣癌・前立腺癌術後の患者に対しても、病棟・外来でリンパ浮腫指導を実施すること

で、同様の効果が得られると考える。 
病棟・外来看護師が、リンパ浮腫についての勉強会に参加することで知識・意識が向上し、リン

パ浮腫指導を通してより深く患者を観察し、リンパ浮腫を発症する恐れのある患者に対して病

棟・外来看護師の連携と患者に対する継続看護が実施できたと考える。 
【結論】子宮癌・卵巣癌・前立腺癌術後患者は、術後の合併症としてリンパ浮腫を発症する可能

性があることを知り、セルフケアを行うことで発症を抑制できる。 
症状が現れたとき主治医に相談することで早期に治療ができ重症化を予防できる。 
病棟・外来看護師のリンパ浮腫に対する知識を向上させることで、患者指導が確実に実施でき、

早期発見・早期治療介入・重症化予防につながり、患者の QOL 改善に寄与する。 
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PⅠ‐7  
リンパ浮腫患者の体調管理セルフケアの特徴 

 
キーワード：リンパ浮腫，症状管理，セルフケア 

○新井 龍 1)，新井 直子 2)，作田 裕美 3)，坂口 桃子 4)，村川 由加理 3) 
1）昭和大学，2）帝京大学，3）大阪市立大学，4）常葉大学 

【目的】 
がん術後リンパ浮腫患者に特有な長期にわたるセルフケアの過程で、患者が体験する症状と日

常生活における症状コントロールをベースとした体調管理の特徴を明らかにすることとした。 
【方法】 

がん術後リンパ浮腫と診断され、リンパ浮腫治療中の患者 16 名を対象とした。データ収集期

間は平成 27 年 7 月から 12 月であった。半構造化インタビューにより、リンパ浮腫発症後、どの

ような身体症状や気持ちの変化を体験したのか、日常生活の中でどのような体調管理をしている

のか、家族・地域・職場でのリンパ浮腫との付き合い方等について問いかけ、対象者の自由な語

りからデータ収集した。インタビューは個室にて約 60 分を 1 回実施し、対象者の許可を得て録

音した。属性・原疾患と原疾患治療法、リンパ浮腫治療についてはカルテより情報を得た。 
収集したデータから対象者ごとに逐語禄を作成し、日常生活のなかの体調管理セルフケアに関

連するデータを取り出し、それぞれの意味と類似性、差異を比較検討しながら質的に分析を行っ

た。 
【倫理的配慮】 

研究に先立ち、研究者が所属する機関の研究倫理審査委員会の承認を得た。調査対象施設には、

施設長に研究計画書を示して承諾を得、対象患者を紹介いただいた。対象患者に書面を用いて研

究内容を説明し、自由意思による参加、対象者の権利擁護について説明し、同意を得た。インタ

ビュー時は、身体的・精神的負担について確認しながら実施した。 
【結果】 

がん術後リンパ浮腫患者の体調管理セルフケアの特徴として、1．「発症前の身体を取り戻すこ

とはできないことを引き受け、悪化を防ぐ意思を持つ」2．「改善しない浮腫・繰り返す蜂窩織炎

にいらだちを覚えるが自分次第だということを納得する」3．「浮腫症状を軽減させるために自分

に合った方法を編み出す」4．「浮腫症状を軽減させるために編み出した方法を生活の中に取り入

れる」5．「家族・地域・社会の中で役割を果たす」6．「自分のリンパ浮腫の成り行きを見通す」

の 6 項目を見出すことができた。がん術後リンパ浮腫患者の体調管理セルフケアの特徴の下位項

目として、行為 27 カテゴリー、構え 12 カテゴリーを有していた。 
【考察】 

Strause らは、慢性疾患患者やその家族は疾患とその管理のために社会的接触が減少すると述

べているが、本調査におけるリンパ浮腫患者の場合は、リンパ浮腫をコントロールする生活と家

族や地域や会社などの社会的役割関係が無理なく溶け合い孤立していなかったことから、家族・

会社・同病者との交流に積極的に参加する等「社会とつながろうとする」構えをもっていると考

えられた。リンパ浮腫を病む自己を周囲に認知させることで、自己を孤立させず、安全な場を用

意することに成功していることが特徴であった。また、長期にわたりリンパ浮腫を抱えつつ生き

抜くことは、いかに良好に症状コントロールを継続するかにかかっており、外観の変化や治療に

費やした体験と時間が紡ぎ出した 6 項目の前向きな特徴が体調管理セルフケアの特徴であると考

えられた。 
【結論】 
 がん術後患者が体験する症状と日常生活のなかでの体調管理セルフケアの特徴は、行為と構え

という下位項目を有する 6 項目であることが明らかとなった。 
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　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日

1)、長距離の歩行は控える 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
　　長距離歩行する場合は合間に休憩を入れて下肢に負担をかけないようにしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
2)、長時間の立ち作業は合間に休憩を入れている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
3)、バランスのとれた食事を心がけ、標準体重の維持に努めている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
4)、熱い温度のお風呂につかる、長風呂・サウナ・岩盤浴は控えている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
5)、皮膚の清潔保持・保温をしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
6)、日焼けの予防をしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
7) 、窮屈な靴やヒールの高い靴は履かないようにしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
8)、下着やズボン・スカートは、締め付けのないものを選んでいる 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
9)、肌に合わない湿布薬の使用を控えるなど皮膚に負担をかけないようにしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
10)、傷をつくらないように注意している 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
11)、傷をつくった場合には、水洗いをし消毒をしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
12)、下肢への鍼灸・指圧マッサージはしないように気をつけている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
13)、虫に刺されないように、長ズボンや虫除けスプレーの使用など工夫をしている 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1
14)、剃毛はせず、除毛クリームや電気カミソリを使用している 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1 5・4・3・2・1

できなかった項目の理由

看護師より一言

1：全くできていない　2：あまりできていない　3：どちらともいえない　4：ややできている　5：できている

PⅠ-9  
子宮がん・卵巣がん患者へのリンパ浮腫予防指導 

～チェックリストを用いたセルフケア行動の実態調査～ 
 

キーワード：リンパ浮腫，子宮がん，卵巣がん 
 

○冨 真理子 1)，寺西 智子 1)，立石 瑞穂 1) 
1）関西医科大学附属病院 

 
【目的】 
リンパ浮腫予防指導後、定期的にチェックリストを用いて指導内容を確認することで、患者のセルフ

ケア行動の現状と、セルフケアを阻害する要因を把握する。 
【方法】 
研究方法は、実態調査研究。対象者は、平成 27 年 7 月 1 日～27 年 10 月 31 日に子宮がん・卵巣がん

にてリンパ節廓清術を施行し、研究に同意を得た認知障害のない患者 15 名。データ収集期間は平成

27 年 7 月 1 日～11 月 31 日。 
①術後４日目にリンパ浮腫指導を実施する。②指導時にチェックリストを配布する。術後４日目から

退院後の初回外来受診日まで毎日チェックリストをつけ、理由を記入してもらう。③初回外来受診日

にチェックリストを回収する。各設問の有効回答を、単純集計し、指導実施後におけるチェックリス

トの設問を集計する。また理由で書かれた自由記述内容をその意味に沿って類似性と差異性を検討し

てサブカテゴリー化する。 
【倫理的配慮】 
倫理審査委員会に提出し、倫理所属長の許可を得て実施した。 
【結果】 
チェックリストの回収率は 90％（11 名中 10 名）であった。設問 14 項目のうち「1.できていない」

と答えた設問は 3 項目であり、全患者が「5.できている」と答えた設問は 7 項目であった。「1.でき

ていない」と答えた 3 項目の回答に関しては、「1.できていない」と答えた翌日には全患者が「5.で
きている」と評価していた。 
【考察】 
（1）、（2）の設問は、退院後すぐは自宅安静にする患者が多いが、初回外来受診日にどうしても病

院までの長距離を歩行し、下肢に過度の負担をかけるため、できなかったと評価した患者が多かった

と考える。（3）の設問に関しては、術後すぐは麻酔の影響からか食欲不振があり、食事摂取不良の

患者も少なくない。その為、食べやすい果物やプリン等に偏ることがある為、栄養補助食品をつけて

摂取カロリーを補う等の考慮が必要となる。 
【結論】 
セルフケア行動を阻害する要因は、患者の生活にとって必要なことであり、できなかった理由は社会

生活の中で回避できないものもある。要因を回避するための課題は、退院すると活動が拡大するため、

個々の状況に応じた指導をしていく必要がある。今後の課題として、患者の生活背景を捉えた指導内

容の充実を図り、外来と連携した継続看護が必要である。患者自身の指導内容の振り返り、再評価の

機会となり、評価が上がったのではないかと考える。 
図 1、チェックリスト 
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PⅠ‐10  
リンパ浮腫看護外来における浮腫を有する入院患者に対し 

病棟ラウンドを試みて 
 

キーワード：浮腫，リンパ浮腫看護外来，病棟ラウンド 
 

○高地 弥里 1)，山岸 愛 1) 

1）石川県済生会金沢病院 
 
【目的】 

平成 26 年 5 月から当病院はリンパ浮腫看護外来を開設した。リンパ浮腫外来への相談は、医

師や外来看護師が多く、病棟看護師の相談はなかった。そのため、入院患者の浮腫に対するケア

の質を向上することを目的に病棟ラウンドを行った。実施した活動内容を報告する。 
【方法】 

平成 27 年 1 月から平成 27 年 6 月の期間で、毎月 1 回リンパ浮腫看護外来日に病棟ラウンドを

行った。対象者は、病棟看護師が浮腫に対するケアでの困り事がある入院患者とした。病棟ラウ

ンドで患者訪問をし、患者 1 名 10 分程度で病棟看護師へ浮腫に対するケアを実践しながら指導

した。 
【倫理的配慮】 
 患者に訪問した目的を説明し同意を得てケアを実践した。データ集計は個人が特定されないよ

う配慮した。 
【結果】 
１． リンパ浮腫看護ラウンド件数 

病棟看護師からの患者相談は 28 件だった。病棟ラウンド後にリンパ浮腫看護外来受診と

なった患者は 2 名だった。2 回目に病棟ラウンドを行った患者は 2 名だった。 
２． 対象者の浮腫に関する情報 

 疾患は、がん 8 名、腎不全 4 名、脳梗塞 3 名、骨折 3 名、心不全 2 名などだった。皮膚の

状態は、乾燥 19 名、皮薄 15 名、落屑 13 名、脆弱 6 名、良好 4 名などだった。浮腫の状態

は、やわらかい浮腫が 18 名でかたい浮腫が 8 名だった。浮腫の部位は、両下肢が 16 名、全

身が 3 名などだった。 
３． 病棟看護師への指導内容 

各病棟の看護師と共に浮腫の観察とケアを実施し、継続して欲しいケアを実践しながら指

導した。指導内容は、スキンケア、弾性包帯の巻き方、クッションの使用方法、圧迫着衣の

検討、蜂窩織炎の疑いにより皮膚科受診の指導だった。スキンケア 24 件、弾性包帯巻き直

し 5 件の順に多かった。ケアの介入に「全身に保湿剤を塗布」を 1 日 1～2 回追加した。 
【考察】 

浮腫部位の皮膚状態は乾燥や皮薄・落屑が多かった。看護師は身体の清潔を保つようケアの介

入を立案しているが、皮膚の保湿などの実施は少ないことが看護記録からわかり、スキンケアに

対する意識が低かったと考える。 
月に 1 回の病棟ラウンドを行い、浮腫に対する相談を毎月受けた。2 回目に病棟ラウンドを行

った患者の皮膚の状態は良好に保たれており、指導したケアを継続できていたと考える。病棟看

護師が浮腫に対するケアを通して、患者の浮腫や皮膚の状態を毎日観察していくことは、浮腫の

悪化や合併症の予防につながると考える。浮腫を有する入院患者の皮膚の状態を良好に保つこと

の大切さを、病棟看護師が理解し実践可能となるために、リンパ浮腫看護外来が行う病棟ラウン

ドは有効だと考える。 
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PⅠ‐11  
女性の足関節底背屈運動が下肢血行動態に及ぼす影響 

キーワード：足関節運動,筋ポンプ,Deoxy-Hb 

 

○吉沢 豊予子 1)，由利 静香 2)，武石 陽子 1)，中村 康香 1)，跡上 富美 1) 
1）東北大学大学院医学系研究科，2）東北大学病院看護部 

 

【目的】女性は、妊娠,出産,産後に至る過程で下肢の浮腫が生じやすくなる。そのことが女性の

QOL 低下に繋がることもあり、これらの浮腫に対する対策として、弾性ストッキングや間欠的空

気圧迫法が行われているが、経済的な面を考慮すると低コストで簡便でかつ効果的方法を探る必

要がある。 
そこで、足関節底背屈運動に注目した。しかし、これらは筋ポンプ力と背屈運動の角度にその効

果は影響する可能性があることから、本研究の目的を成人女性の足関節底背屈運動による血行動

態の変化を筋肉量の違いによる底背屈運動の効果的角度を探ることとした。 
【方法】20 歳以上の健康な成人女性を研究参加者としてリクルートした。血行動態の測定には、

レーザー組織血液酸素モニター（オメガモニターBON-L1 TRW）を使用した。足関節底背屈運

動は足関節の底屈、背屈運動を交互に１秒間１回のリズムで 10 往復、休憩を加え、３セット実

施した。これを角度 20 度と角度 30 度の底背屈運動でそれぞれ実施した。評価項目は Oxy-Hb 値

と Deoxy-Hb 値とし、その動態を観察し、安静時と運動後の変化を統計的に分析した。筋肉量は、

Inbody720 で測定をした。 
【倫理的配慮】本研究は東北大学大学院医学系研究科倫理委員会（受付番号：2015-1-41）の承

認を得て実施した。 
【結果】研究参加者は 20-23 歳の成人女性 17 名であった。Inbody の全身の筋肉量を中央値で２

分し、高筋肉群 8 名と低筋肉群 8 名に分けることができた。中高校のみならず現在も運動歴のあ

るものが高筋肉群に分類された。17 名全員による足関節底背屈運動では、角度 20 度および角度

30 度の底背屈運動で開始時（基準値）から Oxy-Hb 値は増加傾向、Deoxy-Hb では減少傾向を示

した。角度 30 度の足関節運動 1 回目の介入での血行動態の変化量は運動開始前（基準値）から

の変化量は有意に大きいが、3 回目は基準値からの有意差はなくなる。しかし、角度 20 度の場合

1 回目の変化量は 30 度に比べて小さいが、有意な変化があった。その後 2 回目、3 回目の介入で

も開始の基準値より有意に減少していた。高筋肉量群と低筋肉量群で変化量を経時的に比較して

みると、高筋肉量群では、基準値からの変化量は角度 20 度および角度 30 度でも変化量が大きい

のに対し、低筋肉量群ではその変化量は、角度 20 度および角度 30 度でも小さかった。また高・

低の筋肉量にかかわらず、角度 20 度での足関節運動で、Oxy-Hb の増加傾向と、Deoxy-Hb の減

少傾向を維持していた。 
【考察】足関節運動の角度の違いによる効果を検討してみると、腓腹筋の筋ポンプが作用し、酸

素消費され,酸素供給が必要になったため,血行動態に変化が生じたと考えられる。角度 30 度とい

う負荷をかけた運動では、1 回の介入では、筋ポンプ機能が十分に働くが、回数を重ねることで

腓腹筋の疲労が生じ、血行動態の変化量が 2 回目以降小さくなったと考えられる。一方、角度 20
度の足関節運動では筋肉の疲労が生じにくく筋ポンプ作用が 3 回目の介入まで十分に働いていた

と考えられる。また、筋肉量の違いにおいては、高筋肉量群では、角度 20 度及び角度 30 度での

変化量が共に低筋肉量群より大きいことがわかった、これは、腓腹筋の筋量が多いため腓腹筋周

囲の毛細血管の圧迫がしやすいため筋ポンプ作用が働きやすいことによると考える。 
【結論】女性の浮腫軽減の対策の一つとして、足関節底背屈運動を提案し、その効果を女性の筋

肉量と、足関節底背屈運動の適正角度の検討を試みた。その結果角度 20 度の足関節底背屈運動

が、1 回介入では血行動態の変化量は小さいが、回数を重ねることで、血行動態が変化し、持続

的効果が期待できること、低筋肉量の女性の場合は、毛細血管が圧迫されやすい状況を加えるこ

とで、より効果が認められる傾向が示された。 
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PⅠ‐12  
リンパ浮腫外来の現状紹介 

 
キーワード：リンパ浮腫外来，リンパ浮腫，看護外来 

 

○辻淳子 1)，坪倉和子 1)，長谷川美里 2) 
1）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 リンパ浮腫外来 

2）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護管理室 
 

【目的】 
当院のリンパ浮腫外来について紹介する 

 
【沿革・概要】 
 2008 年 4 月 リンパ浮腫外来を週 3 回、1 日 4 枠で開設（保険外診療） 
 2012 年 2 月 リンパ浮腫外来を週 3 回、1 日 8 枠へ増設し現在に至る 
 開設当初、年間延べ患者数は 370 名程度であったが、年々増加 

2015 年度では年間延べ 879 名の患者が受診している状況 
 

【外来場所】 
北野病院 3 階 看護師外来 

 
【外来曜日・時間】 
 毎週火曜・木曜・土曜の 9：00～12：00／13：00～16：00 
 1 回 90 分、1 日最大 8 名外来枠で対応 
 
【担当者】 
 医療リンパドレナージセラピストの資格を持つ看護師 4 名が在籍 

1 患者に対し 1 名のセラピストが、各日 2 名体制で外来を担当。 
 
【外来アピールポイント】 
・当院かかりつけ以外の患者の対応も可能（その際は、初診時形成外科外来受診が必須） 
・外来待機期間が 1 ヶ月前後と、他施設での待機期間と比較すると短い 
・患者対象のリンパ浮腫セルフケア教室を毎月 1 回（第 4 木曜日 11：00～12：00）無料で開催 
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PⅠ‐13  
看護師が行う「リンパ浮腫外来」の発展プロセスと看護師の役割 

～自費診療から保険診療化に向けて～ 
 

キーワード：リンパ浮腫外来，看護師，発展プロセス 
 

○服部 聖子 1)，木村 由梨 1)，森 みどり 1)，薗田 知美 1)，北村 綾子 1) 
1）滋賀医科大学医学部附属病院 

 
【目的】看護師が行う「リンパ浮腫外来(以後、外来とする)」の発展プロセスを振り返り、その発展

の契機となる要所での看護師の活動を明らかにすることにより、組織変革のための看護師の役割を考

察する。それにより、リンパ浮腫患者のケアを通して社会貢献に寄与する看護師の存在意義が可視化

できるとともに、今後の組織発展のための看護師のあり方に示唆を得る。 
【方法】2007 年に自費診療による「外来」を開設してからの 9 年間と 10 年目の現在の看護師の活動

について、外来の活動実績、看護師が外来の活動を発展させるために作成した趣意書及び外来関係者

で行った会議の議事録からデータを得た。外来の活動プロセスを時系列に記述し、新たな取り組みを

行った際の看護師の役割について意味内容を解釈して分析を行った。 
【倫理的配慮】外来の看護師に研究の趣旨を説明し、同意を得た。また、外来に通院する患者からは、

実績を公表することへの可否について同意を得ている。その同意は任意であり、同意の有無や辞退に

関わらずケアに不利益は生じないこと、個人が特定できない方法で結果を公表することを保証した。

研究に関わる資料や記録は、追跡可能性を保証するために鍵のかかる場所で10年間厳重に保管する。 
【結果】〔活動プロセス〕2007 年自費診療で行う「外来」を開設。2008 年「手術後・入院中に行う

リンパ浮腫予防指導」を開始、2010 年「退院後・初回外来時にも同予防指導」を始めた。いずれも診

療報酬の新設・一部改定に伴い、「リンパ浮腫指導管理料」の算定を行っている。2011 年「リンパ浮

腫患者交流会(年 1 回)」を開いて毎年継続している。2016 年には、外来を自費から保険診療にするた

めに、新設された「リンパ浮腫複合的治療料」の施設基準を満たす活動を行っている。〔実績数〕外

来の年間延べ患者数は、143～300 人(平均 255.9 人)、依頼元診療科の内訳(2015 年度)は、乳腺一般外

科 136 人(48.4％)、女性診療科 122 人 43.4％)、泌尿器科 10 人(3.6％)、その他 13 人(4.6％)であった。

リンパ浮腫指導管理料の算定件数(2015 年度)は、年間 59 件、リンパ浮腫患者交流会の参加人数は、1
回 15～31 人(平均 25.3 人)であった。〔看護師の活動〕外来を担当する看護師は、複合的理学療法を

習得してケアの質の保証をし、患者の病態・生活やセルフケア力に合った適切なケア方法を考案して

きた。常に自分自身のスキルアップをしながら、リンパ浮腫の予防と発症後のケアの両面で院内の看

護師教育（研修の開催やコンサルテーションなど）を行ってきた。また、院内のリンパ浮腫ケアが体

系的に行えるよう、診療科医師・看護師やリハビリテーション部・事務部門などと協働して多職種連

携のためのシステムづくりやツールの作成(役割毎のマニュアル、記録用紙、患者指導用のパンフレッ

トの作成など)においてリーダーシップを発揮してきた。さらに、日々の外来から患者のニーズを捉え

てリンパ浮腫患者交流会の開催にも尽力した。そして現在、これまでの外来の実績を示すと共に、患

者にとっての利点を病院管理者に提示することで外来の保険診療化に向けて動き出している。 
【考察】看護師は、リンパ浮腫をもつ患者と関わる中で、リンパ浮腫に伴う全人的苦痛や生活への支

障を患者の目線で捉え、共感し、そのニーズを具体的なケアや多角的な支援方法に結びつけられるよ

う役割を創造・開発し続けている。患者への支援を個人の取り組みに留まるのではなく、病院全体の

取り組みとしてより多くの患者の利益になるよう、看護師が捉えた現象を他の医療スタッフや管理者

に発信し、組織内の問題意識やモチベーションを高めて調整する役割も担っている。これらは常に、

病院内のリソースを十分に活用しようという広い視点と経営参画の視点とも連動させ、患者と組織の

メリットを重ね合わせながら実現させていくことで実績の維持・向上に貢献していると考えられる。 
【結論】自費診療による看護師が行う「外来」開設という先駆的な取り組みきっかけに、看護師がリ

ーダーシップを発揮して院内のリンパ浮腫ケア提供体制の整備と充実を推進してきた。これらが患者

のニーズに合ったものであるからこそ長期的な実績保持に繋がっているといえる。これまでに培った

組織を変革・発展させるためのスキルを基盤として、外来の保険診療化を目指して取り組んでいきた

い。それにより、より多くのリンパ浮腫をもつ患者にケアを提供できる環境が整うと考えられる。 
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PⅡ‐1  
看護師が行うリンパ浮腫外来 

“滋賀医科大学医学部附属病院リンパ浮腫外来”紹介 
キーワード：大学病院，リンパ浮腫外来，看護外来 

○木村由梨 1)，服部聖子 1)，森みどり 1)，薗田知美 1)，北村綾子 1)，西村路子 1) 
1）滋賀医科大学医学部附属病院 

 

【目的】がん治療に伴い生じるリンパ浮腫は、多くのがんサバイバーの生活に影響を与える症状

の１つであるが、複合的理学療法を基本とする適切なケアを行うことにより良い状態を保つこと

ができる。これまで多くの患者・医療関係者の努力により、弾性着衣の保険適応、術後指導への

保険点数算定が認められるようになり、今後さらに外来保険診療への道が開けようとしている。

リンパ浮腫への社会的関心が高まる中、リンパ浮腫の研修修了者が対応しているリンパ浮腫外来

のある医療機関も年々増加傾向にある。今回、大学病院内で看護外来としていち早く取り組んだ

“滋賀医科大学医学部附属病院リンパ浮腫外来”の部署紹介を行う。 
【沿革】2006 年 6 月より「リンパ浮腫外来新設検討会」を発足し、外来新設の必要性や意義を

明確化しながら検討を開始した。同年 9 月には「リンパ浮腫外来新設プロジェクト」として名称

変更し、外来開設実現に向け、関連部署の多職種メンバーにも参加を呼びかけ検討を重ねた。2007
年 5 月より、自費診療による「リンパ浮腫外来」を開設、診療を開始した。当初は週 1 回の診療

から開始し、実績増加に伴い 2008 年 12 月より週 2 回に外来枠を増設した。また 2011 年からは

リンパ浮腫外来セラピストが主催する「リンパ浮腫患者交流会」を年 1 回、毎年開催している。 
外来診療の継続的・円滑な運営と院内の看護師の教育を目的に、セラピストの増員、開設日の

増加、セラピストを支援する看護師（アシスタント）の導入及びアシスタント担当病棟の拡大な

ど、院内各部署と連携しながら外来診療体制を整えていった。 
現在、自費から保険診療に移行するべく、看護部・腫瘍センター・リハビリテーション部・事

務部門などが協働して「リンパ浮腫複合的治療料」の施設基準を満たすための取り組みを行って

いる。 
【実施状況】〔開催場所〕病院 2 階特殊外来。〔開催日時〕毎週火・木曜日 9 時～16 時 完全

予約制。〔外来体制〕院内の人材として、リンパ浮腫の複合的治療について適切な研修を修了し

たセラピストが 5 名おり、アシスタント担当病棟は 4 病棟ある。これらの中からローテーション

を組み、外来日にはセラピスト 1 名とアシスタント 1 名の計 2 名が診療にあたっている。 
【当外来の特徴】当院のリンパ浮腫外来は、看護師が医師の指示により看護を提供する専門看護

外来として腫瘍センター内に位置づけられている。対象患者は、悪性腫瘍の治療に伴うリンパ浮

腫、整形外科的手術に伴うリンパ浮腫を持つ患者としており、原疾患の診療科医師がリンパ浮腫

の診断および複合的理学療法の適応を判断し、リンパ浮腫外来に依頼する。前記の疾患であれば

院内外の患者を受け入れている。当外来の目的は、リンパ浮腫を持つ患者が複合的理学療法を学

び、浮腫の軽減と悪化の予防を目的としたセルフケアを獲得できるよう支援することであり、セ

ルフケア支援外来としてケアを提供している。看護師が行う外来である強みは、リンパ浮腫に対

する技術保障ができるだけではなく、セラピスト、アシスタントともに、全人的に患者を捉えア

セスメントする視点を持ち、がん患者の心理や多様な苦痛、生活上の問題へも理解を示しながら、

セルフケア獲得を促進させるための高い指導技術や培った看護スキルをもって診療に当たれるこ

とだと考える。当外来では、運営において診療科医師との連携は欠かせないが、一方で外来での

ケア処方に関しては、セラピスト看護師に一任されており幅広い裁量がある。これは、当外来で

ケアを提供している看護師が技術を研鑽し、看護の視点を持ち患者のニーズに応じた個別的なケ

アを提供してきたからこそであり、今後も引き続きケアの質を保障しつつ、外来保険診療に向け

て取り組む中で、多くの患者にケアを提供していける環境を整えていく必要があると考える。 
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PⅡ‐2  
がん相談支援センターの取り組み 

－リンパ浮腫発症可能性のある疾患患者の相談内容総括－ 
 

キーワード：がん相談，症状緩和，セルフケア，対処方法，リンパ浮腫 

 

○三木 晃子 1)，三野 満子 1)，小田 優子 1)，筒井 茂子 2) 
1）香川大学医学部附属病院 がん相談支援センター，2）香川大学医学部附属病院 看護部 

 
【目的】 

全国のがん診療連携拠点病院には、がん相談支援センターが設置されている。香川大学医学部

附属病院 がん相談支援センターによせられる相談内容(相談記入シート)から、特にリンパ浮腫発

症可能性のある疾患患者の相談内容について振り返り、がん罹患やがん治療に伴い生じる症状に

対する悩みや不安を明らかにし、それらへの対応とセルフケア指導・対処方法等を報告する。 
 
【部署】 

香川大学医学部附属病院 がん相談支援センター 
 
【がん相談支援センター】 

院内外のがん患者および家族ならびに一般、医療従事者等ががんに関する様々な悩みや不安を

相談する窓口である。 
 
【倫理的配慮】 
 院内倫理委員会へ申請し、承認を得た。 
 
【内容】 

リンパ浮腫発症の可能性がある疾患(乳がん、子宮がん、前立腺がん、腎･膀胱がん、大腸がん)
の過去の相談記入シートをふり返り総括する。蓄積したデータ分析を行うことで、患者や患者の

家族が抱えやすい問題を知り、対処策を検討する資料としたい。 
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PⅡ‐3  
乳腺外科外来看護師によるリンパ浮腫予防に関する患者教育の取り組み 

 
キーワード：患者教育，リンパ浮腫予防 

○渡邊美保 1)，立花麻美 2)，奥野梨沙 1)，松岡里美 1)，加納友香 1)，伊澤るみ子 1) 
村田陽子 2)，細谷恵子 2)，廣岡由美 2)，中村真由美 1)，粟納由記子 3) 

1）鳥取大学医学部附属病院 看護部，2）鳥取大学医学部附属病院 乳腺外科 
3）鳥取大学医学部保健学科基礎看護学講座 

 
【目的】 

当院では術後リンパ浮腫予防の指導として入院後の手術前後に病棟看護師や理学療法士による

指導を行っている。しかし、入院期間が短期であるため退院までに指導内容を十分理解できる患

者は少ない。中には必要以上にリンパ浮腫発症を恐れ間違った解釈をする患者もいる。そこで、

まずは患者自身が自身に生じる可能性があるリンパ浮腫を正しく理解し、早期発見、早期対処す

る能力を高めること、患者が相談できる環境づくりをする必要があった。当院乳腺外科外来看護

師で行っているリンパ浮腫予防に関する患者教育の取り組みを紹介する。 
【部署】 

乳腺外科外来 
【看護概要】 

乳がん手術後の患者に対する上肢の可動域訓練、リンパ浮腫予防指導を病棟にて入院期間中に

行い、外来看護師が入院期間中の患者の心身状況ならびにリンパ浮腫に関する理解度を把握して

スムーズな継続看護を実施している。退院後初の外来受診時に、上肢挙上状況、痛みの有無、恐

怖心の程度や内容、退院後の生活状況、家族背景、リンパ浮腫予防に関する理解度などを再確認

する。患者の生活環境を十分に情報収集し全体像を把握、身体的・精神的・社会的問題、患者の

精神状態や性格などから総合的にアセスメントし、恐怖心を煽らないように配慮した個別的なリ

ンパ浮腫予防指導の内容を検討し、外来看護師間で情報共有し統一した指導を実施している。リ

ンパ浮腫予防として重要な生活指導、セルフケア、早期発見、早期対応に向けたセルフモニタリ

ングを指導することで、患者が自ら適切な対処行動をとり、早期に医療者へ相談ができるような

環境づくりに努め、患者や家族からリンパ浮腫早期の兆候などの相談を受けている。リンパ浮腫

兆候が認められた場合は迅速に医師へ報告しミニカンファレンスを行って情報・方針の共有を行

い、リンパ浮腫専門外来へ繋いでいる。 
【アピールポイント】 

当外来では乳がん看護認定看護師２名、がん専門看護師 1 名、外来看護師５名を配置している

。病棟外来看護師一元化であることから、乳腺外科外来看護師は乳がん周術期、リンパ浮腫予防

指導を理解している。外来看護師 5 名の内２名、乳がん看護認定看護師の内１名の計３名が医療

リンパドレナージセラピストの有資格者であり、外来にリンパ浮腫予防指導に長けた看護師が複

数配置され患者指導が行えることが強みである。また、３名の医療リンパドレナージセラピスト

はリンパ浮腫専門外来でも活動しており、病棟看護・乳腺外科外来看護・リンパ浮腫専門外来の

連携と協働、且つ入院中に患者との信頼関係を築いた状況でケアを継続的に行えるため、患者教

育実施・継続看護環境は充実している。 
【課題】 

患者はリンパ浮腫の発症を恐れるが余り自ら日常生活動作に制限をかけてしまう事がある。長

期に渡る治療期間のモチベーションの維持、QOL の観点からもリンパ浮腫予防指導は重要である

。今以上の看護充実をはかるための病棟看護師、理学療法士との連携強化を検討し、リンパ浮腫

予防指導を更に充実していきたい。 
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PⅡ‐4  
リンパ浮腫ケアにおける人材育成 

 
キーワード：リンパ浮腫，人材育成，看護管理 

 

○中井 智子 1)，西村 路子 1)，金城 真一 1)，島本 行雄 1)，山本 珠緒 1)，薗田 知美 1) 
1）滋賀医科大学医学部附属病院 看護部 

 
【目的】 

リンパ浮腫ケアを必要とする患者は、様々な領域にわたる。また、リンパ浮腫ケアの有用性も

認められ、診療報酬で算定されるようになった。そこで、適切にリンパ浮腫ケアを行う看護師の

育成をどのように進めているのか知見を得るため文献検討を行った。 
 
【方法】 
 「リンパ浮腫」and 「人材育成」に関する文献を医学中央雑誌データベースにて検索し、14
件が抽出された。抽出した文献を人材育成について分析した。 
 
【倫理的配慮】 
 抽出された文献を精読し、正確な理解に努めた。 
 
【結果】 
 2008 年から 2014 年までに 14 件の文献が抽出され、そのうち原著論文１件、解説 10 件、会議

録 3 件であった。原著論文は、リンパ浮腫ケア研修会の評価に関するものであった（木村,2008）。 
他は、リンパ浮腫外来の実践に関するものであった。 
 
【考察】 

リンパ浮腫で苦しむ患者は多く、適切なリンパ浮腫ケアの実践とこの技術の開発やこの看護領

域の発展に寄与する看護師の教育、人材育成は非常に重要である。しかしながらリンパ浮腫ケア

の人材育成について着目した看護研究はほぼ皆無であった。看護管理者は、これに着目してリン

パ浮腫ケアを行う看護師教育とキーマンとなる看護師のコンピテンシーについて明らかにしてい

く必要がある。 
 
【結論】 
 リンパ浮腫ケアに関する人材育成について、ほとんど明らかになっていない。 
 
【文献】 
木村 恵美子,リンパ浮腫ケア研修会に関する課題 3 年間にわたる開催の実践から,日本赤十字看

護学会誌 8（1）,p110-116,2008 
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PⅡ‐5    
つがる西北五広域連合 つがる総合病院 リンパ浮腫外来 

 
キーワード：リンパ浮腫外来，退院指導  

○成田 恵子 1)，長峰 正人 1)，松橋 マユミ 1)，木村 恵美子 2) 
1）つがる西北五広域連合つがる総合病院，2）青森県立保健大学 

 
【目的】 

当院は、青森県の西北地域の医療を担う中核的な地域密着型の施設です。リンパ浮腫外来で

は、乳がん・婦人科がん・前立腺がんの術後などにより、リンパ浮腫と診断された患者さんの

苦痛緩和のために治療と指導を行っております。以前は、当地域の患者さんは、リンパ浮腫で

の苦痛を抱えたまま、青森県内の遠方のリンパ浮腫外来へ通院されたり、通院も治療も出来な

い患者さんもいました。また、院内においては、予想されるリンパ浮腫についての退院時指導

が十分に行われていない状況でありました。 
そこで、術後、早期に、リンパ浮腫についての知識を理解して頂き、発症予防に努めること、

早期発見、早期治療開始を目的に開設いたしました。 
日常生活についてのアドバイス、リンパドレナージやスキンケア、弾性着衣を用いた圧迫療

法を行い、最終的にはリンパ浮腫と上手に付き合っていけるように支援することを目指してい

ます。 
当院もしくは当院以外で手術された患者さん、原発性リンパ浮腫の患者さん、当地域のリン

パ浮腫の患者さんがどなたでも利用出来るように治療を行っております。 
【沿革】 
 2014 年  4 月 1 日  つがる西北五広域連合への西北五圏域自治体病院の経営統合に基づき、

「つがる総合病院」開院 
2014 年 10 月    外科、乳癌術後の患者に対し、リンパ浮腫セルフケア指導を開始 

 2015 年  6 月     婦人科、子宮癌・卵巣癌術後患者に対し、リンパ浮腫セルフケア指導を 
開始 

 2015 年 12 月 1 日 「リンパ浮腫外来」を開設 
2016 年  2 月    泌尿器科、前立腺癌術後患者に対し、リンパ浮腫セルフケア指導を開始 

【外来場所】 
2 階 外来ブロック 19 化学療法室内診察室 

 ＊受診の手続き：つがる総合病院(0173 ｰ 35 ｰ 3111) 
①乳がん術後→一般外科乳腺外科外来（内線 4291）②婦人科がん術後→産科婦人科外来（内線

4301） 
③前立腺術後→泌尿器科外来（内線 4321） 
各科医師の診断後、リンパ浮腫外来への予約となります。 

【外来曜日・時間】 
 毎週金曜日 13 時～ 1 名  15 時～ 1 名（完全予約制）90 分 
【担当者】 
 リンパ浮腫療法士：成田 恵子 
【外来アピールポイント】 
 1.完全予約制 1 名、90 分での治療を行います。治療内容（複合的治療）は、浮腫の状態やお悩

みに合わせて、十分に患者さんに説明し理解して頂いた上で、日常生活、家庭環境、仕事内容を

考慮し、無理のないように一緒に進めていきます。 
2.大きな廊下に直接面していない、静かなケア室になっております。関係者の出入りもなく、

こじんまりとしたケア室のためプライバシーは保護され、気軽に何でも話せる雰囲気作りに努め

ております。治療により、浮腫の苦痛の軽減と合わせて、精神的苦痛も軽減できるよう支えてい

きます。ドレナージを施行中には、相談、悩みごと、何でもゆっくり話せる時間があります。患

者さんが利用しやすい外来を目指しております。 
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PⅡ‐6  
患者状態適応型パス(Patient Condition Adaptive Path System)を用いた 

リンパ浮腫管理 
 

キーワード：リンパ浮腫管理，医療の質改善，パス 
 

○作田 裕美 1)，北村 薫 2)，小口 秀紀 3)，吉原 雅人 4)，廣田 彰男 5) 
下野 僚子 6)，水流聡子 7) 

1）大阪市立大学大学院看護学研究科，2）医療法人貝塚病院，3）トヨタ記念病院 
4）名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学教室，5）広田内科クリニック 

6）東京大学「プラチナ社会」総括寄付講座，7）東京大学大学院工学系研究科 
 

【目的】 
患者状態適応型パス(Patient Condition Adaptive Path System：PCAPS)を用いたリンパ浮腫

管理の紹介を行う。 
 
【患者状態適応型パス】 

医療活動は、患者の状態を正確に認識・判断することに始まり、その患者状態に適応した方法

を選択し、安全に介入し、その効果を患者状態の変化から想定するというダイナミックな活動を

繰り返し行っている。また、その活動は、質安全を保証し、同時に高レベルの効率性で適切に管

理することが求められている。これらの要求に応えようと開発されたのが PCAPS である。

PCAPS は、医療社会システム工学の理論に基づき開発されたクリニカルパスの 1 つである。特

徴は、従来のクリニカルパスとは異なり、「時間」を軸とするのではなく、「患者状態」を軸とし

ていることである。すなわち、「患者状態」を基軸に、治療のプロセスをいくつかのユニットに分

ける。各ユニットには「目標となる状態」とその判断基準を設定し、項目化された医療業務によ

って医師・看護師・コメディカルが、「目標となる状態」に向けて取り組むべき課題が示されてい

る。患者がユニットの目標状態に達することでそのユニットは終了し、終了時点の患者の状態を

医療者が検討、判断して次のユニットに進むことになる。 
  
【リンパ浮腫を PCAPS コンテンツの一つとして】 
 PCAPS コンテンツとしてリンパ浮腫の臨床プロセスチャートとユニットシートを 2009 年に

作成し、検証調査を継続実施してリンパ浮腫患者への介入の現状を把握した。また、作成した臨

床プロセスチャートとユニットシートの有効性と有用性を検証し、その結果を反映させて、より

効果的なものに改編してきた。 
2015 年は上肢リンパ浮腫患者 720 名、下肢リンパ浮腫患者 1364 名のデータを収集し、2016

年治療予後因子や治療効果予測等を試みている。 
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PⅡ‐7  
米子医療センターにおけるリンパ浮腫患者の継続看護について 

 
キーワード：リンパ浮腫外来，セラピスト，継続看護 

 

○加藤 麻美 1)，長本 奈美 1)，藤川 彩香 1)，田尻 幸子 1)，安岡 優季 1) 
遠藤 萌 1)，大塚 有梨江 1)，村川 紀雄 1)，門永 太一 1)，鈴木 喜雅 1) 

1）独立行政法人国立病院機構 米子医療センター 
 
【目的】 

近年、リンパ浮腫症状について悩んでいる患者が多く存在するため、平成 23 年に開設した米

子医療センターのリンパ浮腫看護を紹介する。 
 
【リンパ浮腫外来開設】 
 平成 23 年に本センターにリンパ浮腫外来を開設した。 
 
【取り組み】 

リンパ浮腫臨床分類Ⅱ期～Ⅲ期、複合的治療法導入時の患者は入院していただき、集中的に治

療（主に圧迫療法・リンパドレナージ）を行っている。 
スタッフが統一したケアを行えるよう、リンパ浮腫療法士を中心にリンパ浮腫の病態、複合的

治療について勉強会を行い、質の担保を行っている。また、弾性包帯についてはスタッフが施術

できるよう手技の練習を実施している。それにより、セラピスト不在時でも継続したケアが行え

る結果を導き出した。 
また、パンフレットを用いて家族へ指導し、在宅でも継続した治療が行えるよう関わっており、

退院後はリンパ浮腫外来で弾性包帯の手技・圧勾配の確認を行い、患者のリンパ浮腫セルフケア

を支える看護実践を試みている。 
リンパ浮腫は完全に治ることが難しく、一生付き合わなければならないため家族を含めた継続

したケアが必要である。そのため私たち看護師はリンパ浮腫患者の症状が緩和し日常生活が送れ

るよう関わっていく必要がある。 
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PⅡ‐8  
病棟・外来間の連携による乳がん術後のリンパ浮腫予防に対する取り組み  

キーワード：乳がん，退院指導，病棟・外来連携 
 

○森影 由美恵 1)，倉野 友加里 1)，増田 淳志 1)，米原 佐紀子 1)，風 美緒 1) 
林 純代 1)，中 麻里子 1)，野田 諭 1) 

1）大阪市立大学医学部附属病院 15 階西病棟  
【目的】 
 乳がん罹患患者は年々増加の一途をたどっている。近年乳がん患者の医療の進歩は著しく、外

来を中心とした集学的治療がおこなわれるようになり、入院期間の短縮化が図られている。A 病

院は急性期医療を担う施設であり、手術目的の乳がん患者の平均在院日数は 8､04 日と短く、病

棟看護師が患者と関わることができる期間は限られている。手術の際に腋窩リンパ節郭清を伴っ

た場合は上肢の浮腫が生じやすく完治が困難であると言われているため、予防することが必須で

ある。しかし短い入院期間の中で術後のリンパ浮腫に対する生活指導が十分でなく、外来との連

携も不十分で統一された指導が行えていない現状があった。 
 そこでリンパ浮腫に対して術前から指導的関わりを持ち、リンパ浮腫の早期発見と予防のため

に、病棟・外来間で連携し、取り組みを実施したので報告する。 
【方法】 
１、患者パンフレットの改定 

①治療方法についてのフロー図を掲載（医師に作成を依頼）、②術後補助療法の紹介、③リン

パ浮腫の原因と病態、 発症した場合の治療の概要、日常生活上の注意点、肥満・感染（蜂窩

織炎）予防の追加・修正、④患肢計測値の記載欄を追加。 
２、対象患者の選定 

術前は腋窩リンパ節郭清予定患者のみではなく、術中の組織検査によりに術式変更の可能性が

あるため、乳がん手術患者全症例を対象とした。ただし、術後に外来で継続して患肢を計測す

る患者はリンパ節郭清患者のみとした。 
３、計測方法 

術前に患肢の測定を看護師が実施し、電子カルテ内の「リンパ浮腫予防シート」に患肢の測定

値と体重を入力。また患者パンフレットにも同様の内容を記入する。術後は外来受診時に測定

結果を確認し、計測できていない患者には外来で計測を実施し、同シートに記載を行う。 
４、患者指導 

腋窩リンパ節郭清患者には患肢計測を継続することを説明し、次回外来受診時に自己計測値を

記入しパンフレットを持参するよう指導する。またパンフレットに沿ってリンパ浮腫の概要・

症状・治療方法・日常生活の注意点について指導する。 
【倫理的配慮】 
 本研究において個人特定を避けることに関する配慮、個人データの管理を行い、倫理審査委員

の了承を得た。 
【結果】 
 病棟および外来看護師に対するアンケート調査より、経時的に測定値の比較が可能となり、異

常時の早期発見につながると感じている看護師が多くみられた。 
【考察・結論】 
 退院後の生活を想定して病棟・外来間で同じツールを使用し、患者指導を実施することでリン

パ浮腫の早期発見と予防につながることができると考えている看護師が多いことから、今回の取

り組みに関しては有効であることが示唆された。しかし、今回の研究では実施後の患者理解度や

満足度に関する評価が行えていないため、今後はそれらに関する調査を実施し、継続した患者指

導が円滑に行えているか病棟・外来間が連携し評価していくことが必要である。 
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PⅡ‐9  
リンパ浮腫トータルケアサロン【Her's(ハーズ)】とその取組みの紹介 

 
キーワード：リンパ浮腫トータルケア，自費対応，理学療法士 

 

○井ノ原 裕紀子 1) 
1）Her's（代表者），EPoch アカデミック事業部・部長 

 
【目的】 
理学療法士として起業し、自費対応にてリンパ浮腫のトータルケアを行う Her's とその取組みの

紹介を行う。 
【沿革】 
2005 年 11 月「乳癌術後ケア用品取扱い業 Her's」創業、2006 年 8 月及び 2007 年 1 月 NPO
法人日本医療リンパドレナージ協会主催 医療リンパドレナージセラピスト養成講習受講・修了、

2007 年 3 月よりケア部門設立・対応開始、2013 年 1 月 リンパ浮腫療法士認定機構主催 リン

パ浮腫療法士認定、現在に至る。 
医療リンパドレナージの施術を中心に、カウンセリング(生活指導)、セルフケア指導、各種弾性

装具の相談と販売・装着指導など、リンパ浮腫のトータルケアを行っている。 
【場所】 
兵庫県神戸市東灘区住吉本町 1-7-2 石橋ビル(医療モール)3F 
JR 神戸線「住吉駅」下車、北へ約 1 分 
【ケアをご希望の方は】 
電話またはメールにて問合せの上、隣接する外科クリニック(協力医)を受診・処方箋の発行を受

け、来室(完全予約制)。主治医の紹介状の発行及び診療情報提供書のフォーム提供など、応相談。 
【担当者紹介】 
井ノ原裕紀子(代表)・理学療法士。Her's を起業後、ケア部門を設立以来リンパ浮腫ケアに専従。 
2014 年度「がんプロ(文部科学省採択 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン)・がんリハ

ビリテーションインテンシブコース」修了、リンパ浮腫の主な背景となる「がん」そのものにも

着目し、リスク管理をはじめ多角的な対応が可能となるよう日々研鑽を重ねている。 
【アピールポイント】 
独立体制ではあるが、隣接する協力医の指導や患者の主治医からの情報提供を得ながら、適切な

連携に重きを置き、患者にとって最善の選択が行えるように注力している。保険下ではまだまだ

対応の難しいリンパ浮腫ケアについて、自費という枠で患者の十分な納得と満足を得られること

を最優先に取り組んでいる。 
【今後の課題】 
リンパ浮腫ケアに携わる医療職は看護師が圧倒的に多い印象があるが、社会復帰も含めた「治療」

という観点では理学療法士などのリハビリテーション関連職種は非常に適していると感じられる

ため、もっと知って関わって欲しいと考える。その一方で、リハビリテーション関連職種はとも

すれば「人」よりも「患部」に注目しがちな傾向が見受けられるところもあり、対象の捉え方の

意識に懸念が残る。 
また、昨今、理学療法士の中では独立起業が増えてきているが、リスク管理の面から考えても医

師との連携は不可欠であることを注意喚起しなくてはならない。 
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PⅡ‐10  
滋賀医科大学医学部附属病院 A 病棟の取り組み 

 
キーワード：腎性浮腫看護，血行性浮腫看護，看護師 

 

○門脇 明日香 1)，山﨑 香織 1)，木村 由美 1) 
1）滋賀医科大学医学部附属病院 看護部 

 
【目的】A 病院内科病棟が取り組んでいる腎性浮腫への取り組みについて紹介する。 
 
【部署】滋賀医科大学医学部附属病院 A 病棟 
 

倫理的配慮：この報告は、個人を対象としないため、個人データ類を一切使用せず、 
公表することはございません。特定者に不利益を被ることはありません。 

 
【看護概要】 

 腎臓内科病棟は、腎臓疾患に伴い低アルブミン血症を招き、浮腫があることが多く、特に足

浮腫を著明に認める患者さんが入院されている。入院されてきた全ての患者に対して、足観察シ

ートを用いて、足の状態を評価している。そして、下肢浮腫のある患者さんに対しては、自己で

観察や、自身でできるケアについて説明し、実行できるよう指導している。 
又、院内ガイドラインと腎臓内科医師と作成した静脈血栓塞栓症（以下 VTE）アセスメントス

コアを用いて、予防レベルを選択後、必要時弾性ストッキングを着用している。看護師は、足観

察を毎日するとともに、弾性ストッキングを着用している患者に対しては、定期的にカンファレ

ンスを行っている。カンファレンスでは、現在の状態の評価や、弾性ストッキング着用に伴う皮

膚トラブル等の合併症を招いていないかをスタッフ間で確認し、情報共有する場を設け、ケアの

継続などを検討している。 
 
【アピールポイント】 
 ・退院後も見据えて、患者の自己管理力が向上できるような関わり  
 ・入院時、全ての患者さんに足観察の実施 

・弾性ストッキング着用に対して、定期評価 
   
【課題】 
  ・腎性浮腫に対しての予防、ケアの見直しを検討していくこと 

・患者さんへの指導の充実 
・スタッフへの弾性ストッキングへの知識・技術の向上していくこと 
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PⅡ‐11  
「リンパ浮腫複合的治療料」の算定に向けた取り組み 

 
キーワード：リンパ浮腫複合的治療料，がん患者指導管理料 2，リンパ浮腫 

 

○大前 敬子 1)，島田 真由美 1)，有働 みどり 1)，蟹江 仁美 1) 
1）大阪警察病院 

 

【目的】平成 28 年度診療報酬改定において新設された「リンパ浮腫複合的治療料」の算定と、患

者のセルフケア確立を目的とした、リンパ浮腫看護ケア外来での取り組みについて報告する。 

 

【倫理的配慮】院内の包括同意書(検査・治療に関し診療情報と余剰検体を医学・医療の発展目的

の研究、教育に使用させていただくことについてのお願い)をもって事前に患者に同意を得た上で、

院内倫理委員会の承認を得た。 
 
【結果】①診療報酬：リンパ浮腫看護ケア外来は、昨年度まで自費診療で運用していたが、診療

報酬が算定されたことを受け、自費診療を廃止した。しかし、厚生労働省が定めた『リンパ浮腫

の複合的治療についての適切な研修』を修了した医師がおらず、算定要件を満たしていなかった。

そこで、医務部・事務部・看護部で協議した結果、6 月から 8 月にかけて乳腺外科・婦人科の医

師 3 名が研修を受講することになった。また、医師の研修が修了するまでの期間は、暫定的な対

応として、がん関連の認定看護師が面談を行い、「がん患者指導管理料２」を算定することにな

った。②リンパ浮腫看護ケア外来の運用：初診から通院 5-6 回までにセルフケアの確立が行える

よう、病期別にスタンダードケアプランと患者用指導計画書を作成した。ケア方法や記録内容も

再検討し、リンパドレナージセラピスト間での標準化をはかった。③リンパ浮腫看護ケア外来に

通院中の患者対応：自費診療から保険診療への移行について文書を用いて説明し、理解を得た。

また、1 期から 2 期前期の患者は、通院間隔が半年に 1 回という制限があるため、症状の増悪や

不安がある場合などは、臨時で対応することを伝えた。 

 
【考察】①医師が研修に参加することでリンパ浮腫への認識が高まり、セラピストとの連携強化、

チーム医療の充実がはかれるのではないかと考える。②当院のリンパドレナージセラピストは、

6 名中 3 名が、がん関連の認定看護師(緩和ケア・乳がん・化学療法)であるため、暫定措置とし

て「がん患者指導管理料２」をスムーズに算定することができた。患者を全人的な視点で捉え、

浮腫以外の症状や不安へのアセスメントとサポートが早期より行えるようになった。③病期別に

スタンダードケアプランを作成したことで、観察項目やアセスメントの視点、記録が統一され、

リンパドレナージセラピストの経験値によるアセスメントやケアの偏りが緩和されると考える。 

  
【結論】これまでリンパ浮腫看護ケア外来を自費診療で運用していたため、セルフケアが確立し

ていても、患者の希望を優先し、定期的に通院している場合があった。今回の診療報酬改定に伴

い、ケア外来の目的を『浮腫が改善するためのセルフケアの確立』と改めて認識し、運用方針を

見直すことができた。今後は、医師が研修を修了した 9 月頃より「リンパ浮腫複合的治療料」を

算定する予定であり、運用後の評価を行っていきたい。 
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PⅡ‐12  
ILF Health Service Evaluation Dataset の紹介と現在の使用状況 

 
キーワード：リンパ浮腫，データセット，国際共同事業 

 
○井内映美 1)，須釜淳子 1,2)，臺美佐子 1)，真田弘美 3)，Christine J. Moffatt4) 

1）金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域 
2）金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター 
3）東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 

4）Department of Clinical Nursing Research, Faculty of Medicine & Health Sciences, 
The University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom 

 
【目的】 

2009 年 Christine. J. Moffatt が、リンパ浮腫に苦しむ世界中の患者のサポートをする取り組

みを行うため、International Lymphoedema Framework （ILF）を創始した。この活動に賛同

し 2009 年 7 月に日本でも国際リンパ浮腫フレームワークジャパン研究協議会（ILF ジャパン）

が設立された。ILF の主要な目的の 1 つとして、「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」ことが掲げられており、2010 年より ILF と ILF ジャパ

ンが合同でデータベース開発に取り組んだ。データベースの名称は Health Service Evaluation 
Dataset（HSED）として、web 上で操作、閲覧ができるシステムとした。はじめに英語版を作

成し、その後日本語の逆翻訳を行い、日本語版を作成した。HSED は様々な地域と臨床の場にお

いてリンパ浮腫管理のコンセンサスを得る手段として使用することを目的としており、ユーザー

は ID とパスワードにより自由に閲覧できるシステムである。現在までに高い内容妥当性、操作

の容易性について評価されている。 
 今回は、HSED の項目紹介と現在までに入力されたデータの概要を紹介する。 
 
【データベースの概要】 
 HSED のデザインは、「基本属性」、「ヘルスサービス」、「客観的評価」、「主観的評価」

の 4 つの柱で構成され、web 上では基本属性、リンパ浮腫の程度・治療情報、症状・QOL 情報

の 3 つの画面に分けて入力する。データベースを使用する場合、HSED の管理者が施設登録を実

施し、ID とパスワードを発行する。施設登録されたユーザーは、その ID とパスワードを使用し

て、患者データを入力する仕組みとなっている。 
  
【現在までに入力されたデータの概要】 
 現在 5 か国・10 拠点、883 名のデータが、HSED 内で管理されている。全患者データのうち、

国ごとのデータ数をみると、日本 232 名（26.3％）、イギリス 211 名（25.0％）、カナダ 192 名

（21.7％）、ドイツ 162 名（18.3％）、フランス 86 名（9.7％）であった。 
 
【アピールポイント】 

HSED を使用することによって、1）患者の経時的な治療効果をモニタリングできる、2）リン

パ浮腫管理に対する施設の評価ができる、3）施設間のリンパ浮腫管理の比較ができる、3）国ご

とのリンパ浮腫管理の比較ができる、といった利点がある。 
 
【課題】 
 HSED を用いたリンパ浮腫管理の国際比較、リンパ浮腫管理のアウトカムを示し、日本や世界

のリンパ浮腫管理の均霑化を目指していく予定である。 
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協賛・寄付企業一覧（ 年 月 日現在）

 共催セミナー

・越屋メディカルケア株式会社

・ナック商会株式会社

・ニプロ株式会社

 商業展示

・株式会社 工房

・越屋メディカルケア株式会社

・グローバル電子株式会社

・三優メディカル

・ソルブ株式会社

・テルモ・ビーエスエヌ株式会社

・東洋羽毛関西販売株式会社

・株式会社トップ

・ナック商会株式会社

・日東工器株式会社

・ニプロ株式会社

 書籍展示

・株式会社紀伊國屋書店梅田本店

 広告掲載

・株式会社アイシステムオフィス

・アストラゼネカ株式会社

・アルケア株式会社

・株式会社医学書院

・石黒メディカルシステム株式会社滋賀支店

・鴻池メディカル株式会社

・コニカミノルタジャパン株式会社

・小西医療器株式会社

・株式会社サイバーネット

・株式会社照林社

・田辺三菱製薬株式会社

・中外製薬株式会社

・テルモ・ビーエスエヌ株式会社

・株式会社 七彩

・株式会社南江堂

・ニプロ株式会社

・ヌーヴェルヒロカワ

・ハクゾウメディカル株式会社

・パラマウントベッド株式会社

・株式会社バリアンメディカルシステムズ

・株式会社増田医科器械

・ミドリ安全株式会社

・宮野医療器株式会社

・株式会社ムトウ

・株式会社メディカ出版

・ワタキューセイモア株式会社

 寄付

・株式会社アイシステムオフィス

・大原印刷株式会社

・サノフィ株式会社

・株式会社ダテ・メディカルサービス

・株式会社ツムラ

・株式会社浜田秀英堂

・株式会社パースジャパン

・株式会社フクヤ

 ドリンク協賛

・東洋羽毛関西販売株式会社

（敬称略、 音順）
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国際リンパ浮腫ワーク・ジャパン研究協議会第 6 回学術集会 

企画・実行委員 

会長 
作田 裕美 （大阪市立大学大学院看護学研究科 教授） 
 
統括委員 
坂口 桃子 （常葉大学健康科学部看護学科 教授） 
村川 由加理（大阪市立大学大学院看護学研究科 講師） 
 
企画・実行委員 
大脇 和子 （大阪市立大学医学部附属病院 副病院長・看護部長） 
坂口 桃子 （常葉大学健康科学部看護学科 教授） 
作田 裕美 （大阪市立大学大学院看護学研究科 教授） 
杉元 佐知子（北野病院 看護統括部長） 
寺島 美紀子（山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 准教授） 
豊嶋 三枝子（岩手保健医療大学設置準備室） 
中井 智子 （滋賀医科大学医学部附属病院 看護師長） 
西村 路子 （滋賀医科大学医学部附属病院 副病院長・看護部長） 
前原 陽子 （悠人会サンガーデン府中 援護長） 
三木 晃子 （香川大学医学部附属病院 がん看護専門看護師） 
村井 嘉子 （石川県立看護大学 教授） 
村川 由加理（大阪市立大学大学院看護学研究科 講師） 
 
学術集会事務局 

〒545-0051 
大阪市阿倍野区旭町 1 丁目 5 番 17 号 
大阪市立大学大学院看護学研究科内 
TEL：06-6645-3593  FAX：06-6645-3593 
E-Mail：ilfj6@nurs.osaka.-cu.ac.jp 

   
担当：事務局長    村川 由加理（大阪市立大学大学院看護学研究科 講師） 

会計      村川 由加理（同上） 
庶務      坂口 桃子 （常葉大学健康科学部看護学科 教授） 

     会長庶務    野城 久美子（前 大阪市立大学医学部看護学科 非常勤教員） 
             萩原 桂子 （大阪市立大学医学部看護学科 非常勤教員） 
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国際リンパ浮腫ワーク・ジャパン研究協議会第 6 回学術集会 

抄録選考委員 

 
坂口 桃子 （常葉大学健康科学部看護学科 教授） 
作田 裕美 （大阪市立大学大学院看護学研究科 教授） 
豊嶋 三枝子（岩手保健医療大学設置準備室） 
中井 智子 （滋賀医科大学医学部附属病院 看護師長） 
村井 嘉子 （石川県立看護大学 教授） 
村川 由加理（大阪市立大学大学院看護学研究科 講師） 
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 国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会会則 

 
第 1 章 総則 
 
第 1 条 
本会は、国際リンパ浮腫フレームワーク，ジ

ャパン研究協議会（ILF-Japan 研究協議会）

と称する。 
 
第 2 条 
本会は、International Lymphoedema 
Framework (ILF)の日本部門として、リンパ

浮腫の予防と治療の研究の向上に貢献するこ

とを目的とする。 
 
第 3 条 
本会は、前条の目的を達成するために次の事

業を行う。 
1）定期的な学術集会、講演会および講習会

などの開催 
2）ILF の他国部門や内外の関連学術団体と

の連絡および連携 
3）学術関連出版物などの刊行 
4）その他 
 
 
第 2 章 会員 
 
第 4 条 
本会の会員は、本会の目的に賛同し所定の申

込手続きを経て理事会で承認され会費を納入

するものとする。なお、詳細は施行細則によ

る。 
1）正会員：教育機関または医療機関でリン

パ浮腫の予防、治療の研究に携わる者 
2）賛助会員：本会の目的、事業を賛助する

上記以外の個人、および企業の代表者 
 
 
第 3 章 役員 
 
第 5 条 
本会の役員は、理事、監事、幹事を若干名置

く。 

 
第 4 章 会議 
 
第 6 条 
本会の会議は次の通りとする。 
1）学術集会、講演会や講習会などの研究協

議会 
2）理事会 
 
第 7 条 
研究協議会は、毎年 1 回以上開催する。 
 
第 8 条 
本会の理事会は、代表が招集し議長となり、

学術集会会期中に行い、次期学術集会長の選

出並びに研究協議会の主題などについて審議

を行う。  
 
 
第 5 章 会計 
 
第 9 条 
本会の会計は、年会費と研究協議会参加費な

らびに協賛金をもって行う。 
なお、会費は施行細則による。 
 
第 10 条 
会計は、毎年 1 回、理事会の承認を得る。 
 
第 11 条 
本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり 3 月 31
日に終わる。 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年 12 月 25 日 
（平成 23 年 11 月 10 日一部改定） 
（平成 24 年 12 月 21 日一部改定） 
 
本回会則は 2012年 12月 21日より実施する。

国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会役員名簿 

 

理事長   ：真田 弘美  （東京大学大学院医学系研究科  

老年看護学・創傷看護学 教授） 

 

庶務担当理事：須釜 淳子  （金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター  

センター長） 

 

会計担当理事：奥津 文子  （関西看護医療大学看護学部 教授） 

 

学術担当理事：吉沢 豊予子 （東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授） 

 

広報担当理事：木村 恵美子 （青森県立保健大学 教授） 

 

理事    ：小林 範子  （北海道大学病院婦人科 助教） 

 

作田 裕美  （大阪市立大学大学院看護学研究科 教授） 

 

星野 明子  （京都府立医科大学大学院保健看護研究科 教授） 

 

増島 麻里子 （千葉大学大学院看護学研究科 准教授） 

 

幹事    ：仲上 豪二朗 （東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 講師） 

 

監事    ：荒井 よう子 （富士重工業保険組合 太田記念病院  

看護部 リンパ浮腫外来 看護師・認定 ML セラピスト） 

 

村山 志津子 （青森中央学院大学 准教授） 

 

事務局   ：臺 美佐子  （金沢大学医薬保健研究域保健学系 助教） 

 

       井内 映美  （金沢大学医薬保健研究域保健学系 研究協力員） 

 

事務局補佐 ：加藤 静子  （淑徳大学看護学部看護学科 成人看護学 助教） 

 

International Advisor： C. Moffatt CBE, Chair of ILF 
 

 

 

 

（2016 年 6 月時点） 
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国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会役員名簿 

 

理事長   ：真田 弘美  （東京大学大学院医学系研究科  

老年看護学・創傷看護学 教授） 

 

庶務担当理事：須釜 淳子  （金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター  

センター長） 

 

会計担当理事：奥津 文子  （関西看護医療大学看護学部 教授） 

 

学術担当理事：吉沢 豊予子 （東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授） 

 

広報担当理事：木村 恵美子 （青森県立保健大学 教授） 

 

理事    ：小林 範子  （北海道大学病院婦人科 助教） 

 

作田 裕美  （大阪市立大学大学院看護学研究科 教授） 

 

星野 明子  （京都府立医科大学大学院保健看護研究科 教授） 

 

増島 麻里子 （千葉大学大学院看護学研究科 准教授） 

 

幹事    ：仲上 豪二朗 （東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 講師） 

 

監事    ：荒井 よう子 （富士重工業保険組合 太田記念病院  

看護部 リンパ浮腫外来 看護師・認定 ML セラピスト） 

 

村山 志津子 （青森中央学院大学 准教授） 

 

事務局   ：臺 美佐子  （金沢大学医薬保健研究域保健学系 助教） 

 

       井内 映美  （金沢大学医薬保健研究域保健学系 研究協力員） 

 

事務局補佐 ：加藤 静子  （淑徳大学看護学部看護学科 成人看護学 助教） 

 

International Advisor： C. Moffatt CBE, Chair of ILF 
 

 

 

 

（2016 年 6 月時点） 
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国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会投稿規定 

 

学会誌「リンパ浮腫管理の研究と実践」 
 
投稿規定 
 
1．投稿資格ならびに条件 
1） 投稿者の筆頭者は国際リンパ浮腫フレー

ムワーク，ジャパン研究協議会正会員で

あることを要し、 共著者はできる限り会

員であることが望ましい。ただし、国際

リンパ浮腫フレームワーク，ジャパン 研
究協議会から依頼した原稿についてはこ

の限りではない。  
2） 論文は他誌に未発表のもので、かつ著作

権を侵害しないに限る。  
 
2. 論文の採否、修正 
1） 投稿論文の採否は編集委員会の審査によ

って決定する。  
2） 審査は査読制によって行い、査読の結果、

編集方針に従って原稿の加筆修正などを

依頼することもある。  
3） 論文の著作権は本学会に帰属するものと

する。  
4） 依頼原稿はその限りでない。  
 
3. 原稿の種類 
 原稿の種類は、研究、総説、ケースレポート、

その他であり、筆者は原稿にそのいずれかを

明記する。原稿の種類は査読審査にて決定す

る。  
 

研究：研究そのものが独創的で，新しい

知見や理論が論理的に示されており，リ

ンパ浮腫管理または慢性浮腫管理に関す

る知識として意義が明らかであるもの。  
総説：リンパ浮腫管理または慢性浮腫管

理に関わる特定のテーマについて多面的

に国内外の知見を集め，また当該テーマ

について総合的に学問的状況を概説し，

考察したもの。  
ケースレポート：リンパ浮腫または慢性

浮腫に関する事例報告，看護活動に関す

る報告，調査報告など。  
その他：上記以外において編集委員会が

適当と認めたもの。  
 
4. 倫理的配慮  
人および動物が対象である研究は、倫理的に

配慮され、その旨が本文中に明記されている

こと。  
 
 
5. 投稿の手続き  
1) 投稿時  
指定した原稿送付先に、オリジナル原稿と査

読用原稿をメール送付する。原稿は、表紙、

要旨、本文、 文献、表，図の順に整えてメー

ルに添付する。査読用原稿は、本文および図

表のデータで著者を特定できないよう、著者

情報（氏名、イニシャル、所属先名など）を

削除する。  
2) 原稿送付先  
国際リンパ浮腫フレームワーク，ジャパン研

究協議会事務局 編集委員会  
E-mail：ilf-j@staff.kanazawa-u.ac.jp  
 
6. 論文の形式  
1） 本文は Microsoft Word で作成する。書

式設定として、邦文原稿は 35 字×28 行

でA4サイズの用紙に 周囲2.5cmの余白

とする。欧文原稿の場合はダブルスペー

スで A4 サイズの用紙に周囲 2.5cm の余

白とする。  
2） 原稿の表紙には、表題、著者名、所属、

キーワード（5 個以内）の順に邦文原稿，

欧文原稿ともに和文、 英文で明記する。

英文キーワードはすべて小文字とする。

さらに、編集委員会への連絡事項および

連絡 先の住所、氏名、電話番号などを付

記する。  
3） 研究の原稿には、欧文（250 語以内）お

よび邦文（600 字以内）の要旨をつける。  
4） 邦文原稿は原則として、常用漢字、ひら

がな、現代かなづかいを用いる。欧文原
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稿はネイティブ スピーカーによる英文

校正を投稿する。表紙、要旨への英文も

同様に英文校正する。  
5） 度量衡は国際単位など汎用されているも

のを使用する。  
6） 論文中に固有の機器、医薬品、弾性着衣

等の名称を記載する場合は、本文中の初

出時のみ一般名 （商品名：企業名）と記

載し、以降は一般名で記載する。  
7） 論文の項目の区分は原則として下記の例

に従う。  
大項目―無記号で上を一行あけ、行の第 2
字目に記す。  
はじめに、対象、方法、結果、考察、ま

とめ、文献などが相当する。欧文では、

Introduction, Subjects, Methods, 
Results, Discussion, Conclusion, 
References などである。  
小項目―1.2.として上下をあけずに行の

第 2 字目に記す。続いて 1),2)として行の

第 2 字目に記す。  
8） 図および表にはそれぞれに通し番号をつ

ける。  
9） 文献は引用順に配列し、本文の末尾に一

括記載する。本文中の文献引用箇所には

著者名や引用文などの  
右肩に 1)、1)3)6)、1-5)のように記す。

参考文献は記載しない。  
10） 著者が 3 名以上の場合は、はじめの

3 名までを下記、あとは「他」あるいは

「et al.」を付け加える。  
①雑誌の場合  

著者名：表題名，雑誌名，巻（号），ページ，

西暦年代  
②単行本、分担執筆の場合  

著者名：分担項目題目名，編集者名，書名

（版），発行所，ページ，発行地，西暦年代  
③訳本の場合  

原著者名：分担項目題名，訳者名，書名（版），

発行所，ページ，西暦年代  
④WEB の場合  

著者名：タイトル，［オンライン／インター

ネットアドレス］，ホームページタイトル， 
入手年月日（月．日．年）  

7. 論文の長さ 
投稿論文の１編は本文、文献、図表を含めて

下記の範囲内とする。  
研究 1 編   邦文 20 枚、欧文 約 4,000
語  
総説 1 編   邦文 16 枚、欧文 約 4,000
語  
その他 1 編  邦文 12 枚、欧文 約 2,000
語  
 
不明な点は下記事務局まで問い合わせのこと。  
国際リンパ浮腫フレームワーク，ジャパン研

究協議会事務局  
E-mail：ilf-j@staff.kanazawa-u.ac.jp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付則  
この規定は、平成 25 年 2 月 27 日から施行 
この規定は、平成 25 年 9 月 27 日に改訂 
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国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会 

第 7回学術集会案内 

 

第 7 回学術集会開催にあたって 

 

第 7 回学術集会長 須釜 淳子 

金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター 

 

 

 この度「国際リンパ浮腫フレームワーク，ジャパン研究協議会」第 7 回学術集会を、平成

29 年 10 月 14，15 日に金沢大学鶴間キャンパス（金沢市）にて開催させていただくことに

なりました。金沢での開催は平成 26 年 9 月の第 4 回学術集会開催に続き 2 回目となり、主

催させていただくことを誠に光栄に存じております。 
 第 7 回学術集会はこれまでの学術集会の開催方法と異なり、異なる 2 つの学会との合同開

催となります。一つは看護理工学会、もうひとつは看護実践学会です。いずれの学会もリン

パ浮腫を含む慢性浮腫を直接テーマとはしていませんが、3 つの学会が合同開催するメリッ

トを最大限に生かし、リンパ浮腫を含む慢性浮腫のケア，管理の発展につながる企画にした

いと考えております。 
会期も 2 日間と延長しますが、従来どおり 1 日のみでも参加できるようにしております。

第 7 回学術集会が会員、参加者の皆様にとって“ラッキー，セブン”の機会となるよう、学術

集会運営スタッフ一同鋭意準備に取り組んで参ります。 
金沢は平成 27 年 3 月 14 日に北陸新幹線開通により、交通の便も良くなりました。またこ

れに合わせ平成 26 年 9 月とは街中の様相もだいぶ異なっております。ぜひ新しい金沢にこ

の機会に訪れていただけましたら幸いです。多くの皆さまのご参加を、心よりお待ちいたし

ております。 
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発行：2016 年 7 月 
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株式会社サイバーネット SP西日本事業部　　〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-12-5 難波室町ビル5階　Tel.06-4397-8666  FAX.06-4397-8668

低価格 売掛取引対応 初期費用無料 担当営業がバックアップ

プリントサイバー 検 索
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https://www.nipro.co.jp/corporate/imep/

3階建　延床面積約10,000m2

研修室17室
〒525-0055 滋賀県草津市野路町3023番地
TEL ： 077-564-0610　FAX ： 077-564-0591

https://www.nipro.co.jp/corporate/imep/
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https://www.nipro.co.jp/corporate/imep/

3階建　延床面積約10,000m2

研修室17室
〒525-0055 滋賀県草津市野路町3023番地
TEL ： 077-564-0610　FAX ： 077-564-0591

https://www.nipro.co.jp/corporate/imep/

〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町 5-1            TEL：(03) 4486-5010  FAX：(03) 4486-5009

株式会社 バリアン メディカル システムズ   販売本部

次世代の放射線治療へ！
VarianのTrueBeamが実現します。

TrueBeam は、フルデジタル化により、高速な制
御と直感的な操作性を実現。
また、多段X線エネルギー、高線量率X線モードは、
柔軟かつ多様な治療計画を可能にし、大幅に治療
のスループットを向上させ、患者様へ貢献します。

新しい治療技術の開発にも対応出来る、
       比類なき TrueBeam の新技術は、
       明日の放射線治療を担います。

医療機器承認番号 TrueBeam 医療用リニアック：22300BZX00265000
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編著　増島麻里子

●B5　頁208　2012年　定価:本体2,700円+税　[ISBN978-4-260-01415-1]

病棟・外来から始める
リンパ浮腫予防指導
がん術後から始めるリンパ浮腫予防指導に最適の書。リンパ浮腫ケアの対象には、
発症後の患者はもちろん、乳がん、婦人科系がんなどの治療後の患者のように、未
発症だがリスクを有する方も含まれる。リンパ浮腫ケアにおいて大切なのは、専門
的知識・技術を有するスペシャリストの関わりに加えて、病棟・外来にいる看護師の
ように、ジェネラリストである医療職のサポートである。発症前から関わり、発症後
もフォローするための知識・技術・考え方を解説した実践書。

編集　「リンパ浮腫診療実践ガイド」編集委員会

●B5　頁144　2011年　定価:本体2,400円+税　[ISBN978-4-260-01382-6]

リンパ浮腫
診療実践ガイド
本書は、診断や治療をはじめ、診療体制や患者の精神面のケア、セラピスト養成ま
で、リンパ浮腫に関わるあらゆる事項を網羅している。全国各地でリンパ浮腫のケ
アに携わる方々による執筆のため、さまざまな取り組みや視点に触れることができ
る。リンパ浮腫のケアをこれから始めようとしている人にも、すでに関わっている人
にもお勧めしたい1冊。

編集　佐藤佳代子／執筆　小川佳宏・佐藤佳代子
執筆協力　後藤学園附属医療施設スタッフ

●B5　頁184　2010年　定価:本体3,800円+税　[ISBN978-4-260-01140-2]

リンパ浮腫の
治療とケア
本書は、リンパ浮腫とその治療法である複合的理学療法（スキンケア・医療リンパド
レナージ・圧迫療法・運動療法）について、長年、専門セラピストとして活躍してい
る著者らの知識と経験に基づいてわかりやすく解説している。今回の改訂では、初
版の情報を一部刷新し、さらに診療報酬と緩和ケアについて新たに書き加えられ
た。リンパ浮腫の治療やケアを始める際に読んでおきたい1冊。

第2版
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