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はじめに 

 

ここ数年で四肢リンパ浮腫をめぐる状況は一変いたしました。特筆すべきは

弾性着衣（スリーブやストッキング）や圧迫包帯に対する療養費補助が本年４

月より開始されたことです。これは全国規模の署名活動などが実った結果であ

ります。             かちどき 

「広島リンパ浮腫研究会」も元々「鬨の会広島」として弾性着衣に対する公

的補助実現を目標として結成され、平成 20 年 1 月 26 日に広島大学霞キャン

パスにおいて「１日でわかるリンパ浮腫教室」を開催いたしました。鬨の会の

当初の目的が達成できたことから、本会の解散を考えましたが、四肢リンパ浮

腫治療に関する啓発活動は引き続き必要な状況であるという意見が多数を占め

ました。その結果、会の名称を「広島リンパ浮腫研究会」に変更し、活動を継

続しております。 

四肢リンパ浮腫は今まで医療分野で取り上げられることの少ない疾患でした。

リンパ管の中を流れるリンパ液は、1 日あたり２～４リットル程度であり、血

液循環に占める割合はわずかであることなどが影響していると思われます。動

静脈系に比べ普段余り注目されないリンパ系ですが、乳がんや子宮がんの治療

に伴いその還流経路が障がいされますと「四肢リンパ浮腫」を生じる恐れがあ

ります。この四肢リンパ浮腫は一旦発症しますと完治は難しく、長期にわたり

患者様を苦しめる原因となりますので、まずは生活指導による発症予防が大切

です。また発症した場合にも、早期診断に基づく適切な自己管理を継続するこ

とにより重症化を避けることができます。 

「広島リンパ浮腫研究会」は、「リンパ浮腫勉強会」として毎月 1 回、患者様

向け講習会を開催しておりますが、更に新たな目標と致しまして、リンパ浮腫

指導管理の標準化に取り組むことといたしました。具体的には医療者のための

｢リンパ浮腫｣講習会を開催し、医療従事者対象の研修と交流を図ることを計画

しております。今回この活動の第一歩といたしまして、四肢リンパ浮腫発症の

危険を持つ患者様の備えにして頂ければとの思いで、この小冊子を作成いたし

ました。 

 

平成 20 年 12 月１日 

 

春田 直樹 

仁鷹会たかの橋中央病院血管外科部長，医師             
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質問１．「リンパ浮腫」とは何ですか？ 

 リンパ浮腫とは、主にがんの手術の際にリンパ節を取り除く、あるいは放射

線を照射することで、リンパ液の流れが悪くなった時に生じるむくみです。 

がん治療後のリンパ浮腫の特徴や症状は、次の通りです。 

 

＜手術後のリンパ浮腫の特徴＞ 

＊ ゆっくりとむくむ 

＊ むくみ始める時期が一定ではない 

＊ 痛みがない 

＊ 皮膚の色は変わらない 

＊ 局所性である 

 

＜リンパ浮腫の症状＞ 

＊ 重い、だるい 

＊ いつもと違う感じがする 

＊ 指輪、洋服、靴がきついと感じる 

＊ 指で押すとあとが残る。次第に皮膚が硬くなり、あとが残らなくなる 

＊ 皮膚にしわがよりにくい。指でつまむと左右の厚さが異なる 

＊ 皮膚が乾燥しやすい。毛深くなる 

 

 

肺
静
脈

肺動脈

動脈

毛細血管

リ
ン
パ
管

静脈

心臓から動脈に送りだされた血液
の一部は、細胞に栄養を与えるため
に血管から漏れ出します。
その約90％は静脈から、約10％は

リンパ管から、心臓へと再び戻ります

リンパ管は、細胞のすきまを
網目のようにはりめぐらされて
います。

リンパ液は、リンパ管を通って
心臓へ向かっています。

リンパ液は、水分、タンパク質、
老廃物を含んでいます。

全身の血液とリンパ液の循環
M.Foldie &E.Foldie(2006).Foldi’s 
Textbook of Lymphology 2nd edition. 
Mosby．p.14 より改変

心臓

リンパ系について

骨盤内の手術後すぐに生じる  

むくみは、下腹部、太ももの内側

に生じやすく、多くは一過性で  

特別な治療なしでも消失する  

場合が多いです  

 その後しばらくして見られる  

むくみは、膝下や足首あたりに  

生じる場合が多いです 
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水
分 

リンパ節 

タンパク質 

リンパ管 

リンパ液の流れ 

 

 

わき道 

図２．リンパ管

の図 

質問２．リンパ節を切除した後に、なぜリンパ浮腫は起こるのですか？ 

リンパ節を切除する手術などでリンパ管が障がいされると、リンパ液は流れ

にくくなり、タンパク質の取り込みも悪くなるため、周りの組織にタンパク質

がたまってきます。タンパク質には水分を引き寄せる働きがあるため、「むくみ」

すなわち「リンパ浮腫」が発症します（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 3．リンパ浮腫はいつ頃生じるのですか？ 

リンパ浮腫が生じる時期は、人によって様々です。術後すぐにむくみ始める

人もいれば、何十年も経ってからむくむ人もいますし、生涯むくむことなく過

ごす人もいます。では、どうしてそうした違いが生じるのでしょうか。 

 

リンパ管には、わき道（バイパス）となる細い

リンパ管があります（図２）。右の図のようにリン

パ節を取り除き、リンパ液が流れにくくなっても、

わき道を通ることができればむくみません。 

 

つまり、むくまないためには 

このわき道を使ってあげれば 

よいのですね！ 

 

 

 

まずはむくまないように流れをよくしておきましょう。また、むくんだ場合

には早期発見・早期治療が大切ですので、早く気づけるようにチェックしまし

ょう（６ページをご覧ください）。 

リンパ浮腫を発症した場合でも、適切な治療やセルフケア（自己管理）を 

行うことで、症状を軽くすることや悪化を防ぐことはできます。 

 

リンパ液が流れにくくなり、

たまってしまったタンパク質

が水分を引き寄せて「むくみ」

が起こります 

図１．リンパ浮腫の起こり方 
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質問４．リンパ浮腫になった場合、どう対処すればよいのですか？  

 まず、リンパ浮腫を治療する医療施設を受診しましょう。とくに「皮膚が赤

い」、「痛い」という症状がある場合、炎症の可能性があります。抗生物質によ

る治療が必要となることもあるため、すぐに診察を受けることが大切です。 

            ふくごうてきりがくりょうほう        

リンパ浮腫の治療では、「複合的理学療法」と呼ばれる治療法が有効です。 

複合的理学療法は、以下の４本柱から成り立っており（図３）、医療施設での治

療とご自宅でのセルフケアを同時に行うことで、さらに効果が高まります。 

 

 

     図３．複合的理学療法の種類 

 

１． スキンケア 

リンパ液の流れが悪くなると感染しやすくなり、炎症が起きるとむくみの悪

化に結びつきます。そのため、傷や感染を防ぐことが第一です。スキンケアを

ていねいに行い、皮膚の状態を観察します。具体的には６、１１ページをご覧

ください。 

  ようしゅてき  

２． 用手的リンパドレナージ 

用手的リンパドレナージとは、手のひらを使って皮膚をずらし、リンパ液が

障がいされていない道を通って心臓へ戻れるように促すことです。 

 

リンパ液は皮膚の表面近くを流れているため、強くつかんだり揉んだりせず

にやさしくゆっくり流すことが大切です。また、流す方向も重要となります。

そのため、自己流では悪化する場合があるので、必ず医療施設での指導を受け

てから行いましょう。 

 

※ 予防のためのリンパドレナージは、８ページをごらんください。 

注意！ 

美容のためのリンパドレナージュ（エステなど）は、リンパ浮腫の

治療であるリンパドレナージとは異なり、かえって悪化する危険性

があります。 

 

圧
迫
下
で
の 

運
動
療
法 

    

用
手
的
リ
ン
パ 

ド
レ
ナ
ー
ジ 

    

ス
キ
ン
ケ
ア 

圧
迫
療
法 

複複合合的的理理学学療療法法   
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３． 圧迫療法 

ドレナージで改善されたむくみをよい状態に保つために行います。 

むくんだ腕や足を、弾力性のある包帯や弾性着衣（スリーブ、ストッキング）

で圧迫します。 

圧迫が不適切な場合、むくみが悪化したり、神経や皮膚を障がいしたりしま

す。なお、特別な機器を購入される場合は医療者に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

４． 圧迫下での運動療法 

リンパ液を流す働きの一つに、筋肉の収縮（筋ポンプ作用）があります。 

この作用は、弾性着衣などにより適切に圧迫した状態で腕や足を動かすことで、 

より効果を高めることができます。疲れるほどに動かすと、かえってむくみが

悪化することがあるため、運動は無理をせず、疲れすぎない程度に行うことが

大切です。 

 リンパ浮腫を治療する医療施設では、あなたがご自宅でセルフケアができる

ように教育的な支援を行います。リンパ浮腫のケアを続けることが大切です。 

 

 

 

 

 

蜂窩織炎（ほうかしきえん）について 

 

皮膚に細菌感染や炎症がある場合、蜂窩織炎であることがあります。 

原因は細菌による感染ですが、傷などがなく感染源がわからないことも 

あります。過度の疲れやストレスで生じることもあります。 

蜂窩織炎の症状がある場合は、自宅では水でぬらしたタオルをあてて 

冷やします。また、すぐに病院を受診するか、主治医に連絡しましょう。 

 

 

＜蜂窩織炎の症状＞ 

＊ 皮膚に赤い斑点がある 

＊ 皮膚が熱い、赤い、硬い、痛い        ＊写真掲載＊ 

＊ 寒気や発熱がある             

＊ 急速にはれる 

 

                             蜂窩織炎 

                           図４．蜂窩織炎  

あなたに合ったドレナージや圧迫療法を、 

リンパ浮腫を治療する医療施設できちんと

学びましょう！ 
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質問５．リンパ浮腫にならないために、今からすぐにできることは何ですか？  

リンパ浮腫にならないためにできることは、次の５つです。毎日の生活の中

で、自分自身の身体の“ささやき”を大切にしましょう。むくみがない時から

リンパ浮腫を治療する医療施設に定期的に受診して、早くみつけることをおす

すめします。 

 

＜今からすぐにできること＞ 

１．皮膚の状態をチェックする 

  ２．腕や足の太さを測る 

３．適正な体重を保つ 

４．腕や足を高くする 

５．リンパ液の流れをよくする 

 

１．皮膚の状態をチェックする 

 １）腕や足が太くなっていないか、太さに左右差はないか 

 ２）皮膚が硬くなっていないか、乾燥していないか 

 ３）皮膚を指でつまめるか、つまんだ厚みに左右差はないか 

４）下着のゴムのあとが以前よりも強く残っていないか 

 ５）透けてみえていた静脈が見えにくくないか 

 

２．腕や足の太さを測る（図４） 

腕や足の周囲は、①同じ部位を、②同じ力加減で、③同じ姿勢で測定します。 

また、1 日のうちでもむくみの程度が変化しますので、できるだけ同じ時間に

測定します。測定した値を記録しておくとよいでしょう。 

 

 

反対側の腕や足も同じ位置で

測定して左右差や前回の値と比

較し、むくみの程度を確認しま

す。また、体重、関節の動きな

ど自覚症状、生活の出来事など

も記録しておくと、変化を把握

し、早めに対処することができ

ます。 

 

 

腕のつけ根

ひじ上10cm

ひじ下５cm

手首周り

親指のつけ根から
手首（小指側）までの周り

膝こぞうの上20ｃｍ

膝こぞうの上10cm

膝こぞうの下５cm

足首周り

足の甲から足裏
までの周り

図４．腕や足の測定部位 
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３．適正な体重を保つ 

肥満はリンパ浮腫を悪化させる要因の一つです。 

つぎの計算式で適性体重を知りましょう。 

 

なお、適正体重の目安は「身長（cm）－100」kg です。 

 

４．腕や足を高くする 

 

 

 肥満度(BMI)の計算方法 

 
 ÷ 

 
 ÷ 

 
  ＝ 

 
        

 

肥満度（BMI）の見方： 18.5 未満    痩せている   

18.5～25 未満  標準       

25～30 未満   肥満     

30 以上      高度肥満    

足を高くする方法： 

大きめのクッションあるいは布団を丸めた物の上に足を乗せ、 

１０cm 程度足を高くする 

 

腕を高くする方法 

大きめのクッションや枕、あるいはバスタオルを硬めに 

巻いた物の上に手術をした側の腕を置く（肩のところから） 

長時間の場合は肘より先だけを挙上する 

   

※ あまり枕を高くすると、肩こりになるので注意する 

体重（kg）   身長（ｍ）    身長（ｍ）      BMI   

 



8 

 

 

５．リンパ液の流れをよくする 

1）予防のためのリンパドレナージ 

  用手的リンパドレナージは、力の加減や流す方向が大切です。そのため、 

自分自身に合った方法を学んでから行うことが原則です。 

ここでは、リンパ浮腫を発症していない段階に行う、全身の流れを促す 

「予防のためのセルフリンパドレナージ」をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上肢～予防のためのドレナージ～】 

 リンパ浮腫は、乳がんの手術をした側の

腕に発症する可能性があります。 

 

＜方法＞ 

右わきのリンパ節を切除した場合（図５） 

①両肩の後回し 10 回 

②おなかを時計回りにさする ２～３回 

③腹式呼吸 10 回 

鼻から息を吸い、口から吐く。息を吸った

時におなかが膨らむように呼吸する 

④手術をしていない側のわきに手を当て、 

円を描くように軽く押し込む 10 回 

⑤両わきの間を、④のわきへ向けて流して 

いく ５回 

⑥手術をした側の足のつけ根に手を当て、 

円を描くように軽く押し込む 10 回 

⑦手術をした側のからだの横を、⑥の足の 

つけ根へ向けてさする ５回 

 

注意！両わきのリンパ節を切除した場合、 

 

図５．予防のための 

セルフドレナージ（上肢） 

※ピンク色の部分がリンパ節を  

切除した部位  

 

 

 

ポイント 

１．リンパ液は、最終的に心臓へと戻ります。  

その戻る道を流れやすくすることで、むくみの発症を防ぎます。  

 

 
２．治療の影響を受けていないリンパ節へ向けて流します。  

３．揉んだり強く押したりせず、さするように行います。  

４．体調が悪い時などは無理をせず、しっかりと休みましょう。 
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④⑤の方向へのドレナージは行いません。 

 

【下肢～予防のためのドレナージ～】 

 むくみは、片足から発症する場合であっ

ても、両足に発症することもあるので気を

つけましょう。 

 

＜方法＞ 

それぞれのわきに向かって 

ドレナージをします（図６） 

① 両肩の後回し 10 回 

② おなかを時計回りにさする ２～３回 

③ 腹式呼吸 10 回 

鼻から息を吸い、口から吐く。息を吸っ

た時におなかが膨らむように呼吸する 

④ 右のわきに手を当て、円を描くように 

軽く押し込む 10 回 

⑤ 右のからだの横を、あしのつけ根から 

④のわきへ向ってさする ５回 

⑥ 左のわきに手を当て、円を描くように 

軽く押し込む 10 回 

⑦ 左のからだの横を、あしのつけ根から 

⑥のわきへ向ってさする 5 回 

 
 

 リンパ浮腫治療の費用が保険適用になりました  

 

リンパ節切除を伴う手術後に発症した四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣  

（スリーブやストッキング）や弾性包帯などにかかる費用が、療養費として支給されます 

 

 

＊療養費払い：医療費全額負担後に払い戻しの申請をします。その際、医師が記載した  

装着指示書と領収書、または費用の額を証明する書類が必要となります。  

＊支給額の上限：１回の購入で、洗い替えとして２セットまで支給可能です。弾性着衣・ 

包帯は穴が開いたり伸びたりすると効果が薄れるため、前回購入後から６ヶ月経過して

いれば再度の申請が可能です。  

＊弾性着衣：（１枚あたり）  

上肢：スリーブ（１６，０００円）、グローブ（１５，０００円）  

下肢：両足用（２８，０００円）、片足用（２５，０００円）    

＊弾性包帯：弾性着衣が使えないと診断された場合  

上肢セット（７，０００円）、下肢セット（１４，０００円）  

 

図６．予防のための 

セルフドレナージ（下肢） 

※ピンク色の部分がリンパ節を  

切除した部位  
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２）運動 

リンパ液の流れは、ちょっとした運動や呼吸法でよくなります。 

ここでは簡単な運動例を示しました。まずは準備運動から行いましょう。 

回数の目安はそれぞれ 10 回ずつとし、ゆっくりと行います。 

 

準備運動  

① 首まわし、肩まわし 

② 腹式呼吸 

鼻から息を吸っておなかを膨らませ、

口から吐く 

 

腕の場合  

③ 肩の上げ下ろし 

④ ひじの曲げ伸ばし  

⑤ 手首の曲げ伸ばし 

⑥ グーパーとばんざい（図７、８を繰り返す）  

⑦ ボールまわし（図９） 

 

         

足の場合  

＊仰向けで 

① お尻上げ（図 10） 

② 自転車こぎ（図 11） 

③ 足首の曲げ伸ばし  

④ 足指でグーパー 

   

＊立位で 

① 足踏み しっかり太ももを上げて  

② 膝の曲げ伸ばし  

③ つま先立ち 

 

 

腕や足の運動・散歩・水泳などは筋収縮を促し、筋のポンプ作用がはたらき、

リンパ液の流れをよくすることができます。さらに、圧迫療法と併用すること

でより効果が得られます。なお、テニスやゴルフなど腕に遠心力のかかるスポ

ーツは腕への負担が大きく、また水泳では感染の可能性もあるため、運動後の

腕や足の観察が重要になってきます。 

運動をやりすぎてしまうと、手足への負担になります。 

疲れない程度に、無理なく行なうことが大切です。 

 

図 7．ひじを曲げてグー 図８．パーをしながら 

ばんざい 

図９．ボール回し 

図 10．お尻上げ 図 11．自転車こぎ 
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質問６．リンパ浮腫を予防するために、毎日の生活で気をつけることは  

ありますか？  

 

 

１．リンパの流れを保つ  

＜手のむくみを予防するために＞  

１）長時間腕をたらす、あるいは、同じ姿勢でいることを避ける 

イスに座る時は、ひじ掛けに枕を置き枕の上に腕をおく   

または、グーとパーを繰り返す（図 12） 

   

２）重い物は持たないようにする 

①買い物をする際はカートを利用する 

②荷物を小分けにしたり、キャリーバッグを利用したりする 

 

３）皮膚にあとが残るような衣服や装飾品等を避ける 

①リュックサックや肩に掛けるバッグは避ける 

②ブラジャーは肩や胸に食い込まないものにする 

③指輪や腕時計も、きついものは避ける 

 

＜足のむくみを予防するために＞  

１）長時間立ち続けることはできるだけ避ける 

やむを得ない時は、時々、つま先立ちをする（図 13） 

 

２）皮膚にあとが残るような、体の締め付ける衣服や靴を避ける 

①ガードル、ボディスーツ、和服の帯などに注意する 

②靴はできるだけヒールが低いものにする 

 

２．スキンケアをする 

１）皮膚の清潔を保つ 

足の指の間はしっかり乾燥させ、 

水虫を予防する  

２）皮膚の潤いを保つ 

できるだけ添加物の少ない自然原料をベースとした保湿剤を使う 

特に、入浴後や就寝時に手入れをする 

リンパ浮腫予防のポイントは２つです 

１．リンパ液の流れを保つ  

２．スキンケアをする 

傷（虫刺され、手荒れ等も含む）から感染や炎症を起こすことに

より、むくみの引きがねとなることがあります。 

 

石鹸や保湿剤が肌に合わない

時は、使用を中止し、医師や

看護師に相談しましょう 

図 13．つま先立ち 

 

  

 

 

図 12.グーパー 
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３）皮膚の傷をつくらない 

①虫刺されを防ぐ 

花の手入れや畑仕事の時は長袖を着る、虫除けスプレーを使う 

②肌荒れを防ぐ 

食器洗いなど水仕事は、ゴム手袋を使用する 

③むだ毛の処理には、電動カミソリを使う 

④深爪にならないように爪を切る 

巻き爪にならないように、スクエアカット（図 14） 

にするとよい  

⑤日焼けを防ぐ 

⑥やけどに注意する 

  ⑦皮膚に傷ができたら、すぐに対処する 

 

３．こんなことにも気をつけましょう  

１）温度に注意する 

①極端に暑い場所・寒い場所は避ける 

②熱い湯のお風呂、長風呂そしてサウナは避ける 

 

２）病院や健康診断で 

①手術から何年経っていても、手術をして  

いない側で採血や注射、血圧測定を行う  

②両手にむくみがある場合は、足で採血や注射、 

血圧測定を行う 

 

３）飛行機に乗る時 

①飛行時間が長時間になる時、リンパ浮腫が 

心配な人は、あらかじめ主治医に相談する 

②弾性着衣（スリーブやストッキング）を処方されている人は使用する 

  ③市販の着圧ソックスを使用する 

  

４）体調を整える 

①塩分は控えめに、バランスの良い食事を摂る 

②適度に睡眠と休養をとり、ストレスを溜めない 

 

 

 

 

図 14．スクエアカット  
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質問７．リンパ浮腫の患者会は、広島市内にありますか？  

 

名称 ひだまりの会                   

 

世話人代表者名 吉川正恵（キッカワマサエ） 

設立年月日   2006 年 4 月 8 日 

事務局の連絡先 〒730-0042 広島市中区国泰寺町 2 丁目 4－16  

医療法人社団 仁鷹会 たかの橋中央病院 

会員数 61 名（平成 20 年 7 月現在） 

 

＜設立の目的＞ 

リンパ浮腫を発症した人や発症しやすい人が抱える悩みや不安を語り合い、

お互いに支えあうような交流の場を目指しています。少しでも心の拠りどころ

になればと思います。 

 

＜主たる活動＞ 

＊毎月 1 回（第２土曜日 10:30～12:00；たかの橋中央病院ガンマ棟 4 階会

議室）の患者会では、会員の希望をもとにリンパ浮腫とそのケアについて学

びます。会員同士でリンパ浮腫とどのように上手につきあうか情報を交換し

ています。また、クリスマス会や納涼会などで親睦を深めています。 

 

＊リンパ浮腫の教育入院や外来での指導を受けた人が再度学習するねらいで、

リンパドレナージや圧迫包帯法の講習もあります。はじめての人は、リンパ

浮腫のケアを知る機会になります。 

  

＊ひだまりの会では、リンパ浮腫の治療を専門とする医師、「リンパ浮腫指導技

能者養成講座」を修了した理学療法士、圧迫療法を行う病棟看護師やリンパ

浮腫外来を担当する看護師が同席し、皆様の質問にお答えしています。 

 

 

 

不安なことや気になることがあれば、電話でご相談ください。 

（毎週火曜日 14:00～16:00） 電話 082－242－1515（代） 

 

ひだまりの会の情報は、ホームページで提供しています。 

http://www.jinyoukai.or.jp/ 

 

 

 

 

http://www.jinyoukai.or.jp/
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質問８．リンパ浮腫を治療しながら生活している人の体験を知りたいです。  

 

リンパ浮腫の患者会「ひだまりの会」の会員には、リンパ浮腫の治療や  

セルフケアをしながら、仕事や趣味などを行い、自分らしい生活をおくって  

いる人がたくさんいます。つぎは皆様へのメッセージです。 

 

やま  

病いを体験したことで、新たな自分らしい生活をつくっていく人生の旅が  

これからはじまります。病いは苦しい体験ですが、生きることを意味深く教え

てくれるように思います。 

「気長に」「飽きずに」「あせらず」の気持ちで、むくみと上手につきあって

いきましょう。そして、自分自身の生活にあわせたセルフケアを続けていくこ

とが大切です。決して、１人で悩まないでください。  

 

ほうかしきえん  

蜂窩織炎って、蚊に刺されてもなるのですよ。  

だから、お墓参りには長袖を着て行くなどして用心しています。 

患者会で回復した人の話を聞いたり、リンパ浮腫のケアを学習

したりすると、気持ちが一新し、勇気をもらっています。 

 

。 

 

ほうかしきえん  

蜂窩織炎になりそうなときは、 

身体でわかるようになりました。 

そのようなときは、早めに受診 

して治療しています。 

 

 

片足がむくんで受診しても原因がわから

ず、悩んでいました。やっとリンパ浮腫だ

とわかり、今は治療法を学んで、セルフケ

アができるようになったので幸せです。 

リンパ浮腫の予防のため

には、疲れすぎないよう、

ときには家事の手抜きも

大切ですよ。 

 手術したときは、あまりリンパ浮腫のことを気にして

いませんでした。だけど、手術後からリンパ浮腫の 

予防のためのケアが大切だと気づきました。 

 

 

リンパ浮腫は一生つきあっていく

ものです。そのためには、患者会

や学習会で学び続けることが大切

です。「知らないこと」が理由で悪

くなることもありますから。 

 

 せっかく（笑）病気になったのだから、病気になったこと

を活かして生きていきましょうよ。私は、1 日 1 回リンパ

ドレナージをしてむくみが少なくなりました。今では左右

差がほとんどないですよ。嬉しいですね。 
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資料．全身の図 ～あなたの治療からみたリンパ浮腫が生じやすい部位～  

 

（     ）様、○印は、今回の手術で切除したリンパ節や放射線療法を行

った部位です。リンパ浮腫が生じやすい部位（斜線）は、気をつけてチェック

してください。 

なお、赤い点線は｢リンパ分水嶺｣と呼ばれ、リンパ管同士のつながりが少な

くリンパ液の流れを区分けする境界線です 
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研究会のあゆみ 

【講習会】 

平成 20 年 1 月 26 日 

 

平成 20 年１２月 21 日 

平成 22 年 1 月 24 日 

かちどき 

「鬨の会広島」として 

「１日でわかるリンパ浮腫教室」開催 

医療者のための「リンパ浮腫」講習会 開催 

患者のための「リンパ浮腫」講習会 開催 

 

【リンパ浮腫教室】 

平成 19 年度 計 10 回（参加者数：69 名） 

平成 20 年度 計 10 回（参加者数：94 名） 

平成 21 年度 計 11 回（参加者数：96 名） 

 

 

 広島リンパ浮腫研究会では、リンパ浮腫の知識や理解を深め、リンパ浮腫 

 の予防につなげるための「リンパ浮腫教室」を開催しています。 

 興味のある方はぜひ一度足をお運びください。 

 

 日時：毎月第 1 土曜日 11:00～12:00 （祝日を除く） 

 場所：たかの橋中央病院（広島市中区国泰寺町 2－4－1６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンパ浮腫と上手につきあうためには、 

リンパ浮腫やそのケアについて理解すること 

が大切です。 

 わからない点や不安なことがありましたら、 

手術など治療をした病院スタッフ、あるいは 

「広島リンパ浮腫研究会 事務局」までご質問 

ください。 
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為広優子 （たかの橋中央病院 看護師 リンパ浮腫指導技能者） 

鶴田千晴 （たかの橋中央病院 理学療法士 リンパ浮腫指導技能者） 

中本恵子 （リンパ浮腫患者会「ひだまりの会」世話人）  
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リンパ浮腫研究会会員 
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本冊子の作成は、「平成 20 年度日本赤十字社看護師同方会研究助成」による

ものです。また、wanpug のホームページより無料イラストを使用しました。 
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