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リンパ浮腫の保存的治療

廣田　彰男

要　旨：リンパ浮腫はそのほとんどが子宮癌，卵巣癌や乳癌などの術後に発症する。診断は手術の
既往と患肢の色調の変化のない無痛性腫脹から多くの場合容易である。むくみの評価は周径測定
が一般的であるが RIリンパ管造影を必要とする場合もある。リンパ浮腫の治療は複合的理学療
法 complex decongestive physiotherapy（CDP）として知られ，①用手的リンパドレナージ（MLD），②
MLD後の圧迫（弾性包帯，弾性着衣による患肢周径の維持），③圧迫した上での患肢の運動（弾性包
帯，弾性スリーブ・ストッキングによるリンパ管へのマッサージ効果），としてまとめ，さらに
急速な浮腫の増悪をきたす蜂窩織炎の予防としての④患肢の清潔，を含めた 4つを柱とし，リンパ
浮腫の保存的治療法のスタンダードとなっている。しかし，この複合的理学療法はリンパ浮腫の
Stage IIや IIIに適応されるものであり，Stage 0や Iでは患肢挙上などの日常生活上の注意がより
重要である。 （J Jpn Coll Angiol, 2010, 50: 711–714）
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リンパ浮腫治療の考え方

　リンパ管に機械的閉塞や機能的障害が生じるとリンパ
流は停滞し，組織間隙には蛋白を多く含んだ体液が貯留
することになり，リンパ浮腫を呈する。原因は一次性も
あるが，二次性として癌の手術，とくに乳癌や婦人科系
癌がほとんどを占める。乳癌では各腋窩グループのリン
パ節が切除や放射線照射のために障害される。近年は乳房
温存手術やセンチネルリンパ節の考えが普及しているが，
センチネルリンパ節切除後にも発症することがある。子
宮頸癌では Ia2期以上はリンパ節廓清が考慮されるが，
原則的にほとんどの骨盤リンパ節を切除し，補助療法と
して放射線療法も行われる1）。子宮体癌では定型化され
た標準治療法が確立されていないが，骨盤リンパ節郭清
および傍大動脈リンパ節郭清も考慮される2）。卵巣癌の
早期でも同様に両リンパ節廓清の可能性がある3）。婦人
科系癌では乳癌におけるセンチネルリンパ節の考えはま
だ普及していない。

　リンパ節切除を施行されるとリンパ管は閉塞されるが，
その脇にはバイパスができ，多くの場合浮腫は発生しな
い。そのため，乳癌や婦人科癌ではこれまでリンパ節切
除が施行されてきたともいえる。このバイパスはリンパ
管の正常な発生とは異なり新生であり発芽（増殖，遊走）と
過形成とされ，とくに後者が頻繁に観察されるとされ
る4）。このバイパスの機能が不足するとリンパ浮腫が発
症し，保存的治療はこのバイパスを有効に働かせる方法
であるともいえる。一方で，このバイパスができる部位
に放射線照射もしくは手術の瘢痕が存在すると不利であ
ることは容易に考えられる。
　保存的治療は複合的理学療法 complex decongestive 

physiotherapy（CDP）として知られ，①用手的リンパドレ
ナージ（MLD），②MLD後の圧迫（弾性着衣による患肢
周径の維持），③圧迫下の運動（弾性着衣によるリンパ管
へのマッサージ効果），としてまとめ，さらに急速な浮腫の
増悪をきたす蜂窩織炎の予防としての，④患肢の清潔，
を含めた 4つを柱とし，リンパ浮腫の保存的治療法のス
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タンダードとなっている5, 6）。本療法は第1期と2期に分け，
1期は基本的には約 1カ月間入院し，スキンケア，
MLD，運動療法とバンデージ法（弾性包帯）を行い，可
能な限りリンパ浮腫の軽減を図る期間，2期（維持期）は
外来でセルフケアにより，軽減した状態を維持 and/or軽
減する期間，とされる。
　しかしながら，昨今リンパ浮腫治療が拡がりを見せる
に伴い，予防や極めて軽度のリンパ浮腫に対しても複合
的理学療法を一律に指導，施行してしまう弊害が見られ
てきたため，平成 21年度厚生労働省委託事業がんのリ
ハビリテーションセミナー　リンパ浮腫研修　リンパ浮
腫研修委員会（構成：厚労省担当官，婦人科・乳腺外科・
リハビリ・形成外科・脈管系医師，看護師，理学療法士）
では，患肢の挙上や日常生活指導（減量，無理はできな
い等）の重要性を改めて掲げ，リンパ浮腫の「複合的治
療」または「複合的理学療法を中心とする保存的治療」と
呼ぶことにした。
　治療の考え方の基本は患肢から体幹部への浮腫液の排
除である。リンパの流れは静脈と似て水のように移動する
ので，基本は①患肢の挙上である。ただし，高く上げすぎ
ると腕では腋や肩に，脚では臀部にむくみが溜まること
になり，かえって腕や脚からのリンパの流れを阻止する。
　「上げるか，押さえる」ことができる（圧の効果が期待で
きる）部位は治療効果があがりやすいが，逆に「上げる
か，押さえる」ことができない部位は治療効果があがりに
くい。手は本来圧の効果が期待しやすいが，日常生活上
グローブは着用できないため，高めに維持して使うなど
の工夫が必要である。ついで②用手的リンパドレナージ
（MLD）である。挙上のみで排液できない液をより積極的
に心臓方向へ誘導する。しかし，日常生活では起立位と
なるため①②で改善された患肢に再び浮腫液が逆流して
きてしまう。これを阻止するものが③弾性着衣（弾性ス
リーブ・ストッキングまたは弾性包帯）である。日常生活
においては圧倒的に立位が多いので③弾性着衣を着用し
て適度に動いていることが治療の主体となる。

用手的リンパドレナージ（MLD）

　本法は皮膚表面の浮腫液を順次深部のリンパ系に送り
こむ方法である。深部リンパ系への入り口は腋窩および
鼠径リンパ節である。リンパは手足の先端から腋や鼠径
部のリンパ節を経て深部リンパ系へと流れ込み，最終的
に首の付け根付近で鎖骨下静脈に合流する。

　たとえば，右腕のリンパ浮腫の場合を考えてみる。右
腕の浮腫液は通常は右腋窩リンパ節から深部のリンパ管
へと流れこむが，腋窩および鎖骨下リンパ節切除後は腋
窩から深部に入ることができない。また，この右腋窩リ
ンパ節は右腕のみでなく右上半身の液すべてを受けてい
るので，むくみは腕だけでなく右腋，肩や背部にも及ぶ
ことになる。これを排除するには，対側の左腋窩や右側
鼠径リンパ節に浮腫液を流し深部リンパ系へ誘導する。
車の渋滞と同じで，リンパドレナージではこの静脈への
合流部位と深部リンパ系の流れを良くし，その後浮腫の
ある患肢や肩腋部位をマッサージする（Fig. 1）。
　従って手順として，最初に最終目的地である首の付け
根の静脈への合流地点の流れを良くする（①）。次に深部
リンパ管の流れを良くするため深呼吸をし（②），その次
に深部リンパ管への入り口である左腋窩や右鼠径部のリ
ンパ節をマッサージする（③）。このようにして深部リンパ
系の流れを良くした上でむくみの液を左腋窩や右鼠径部
リンパ節に流し込む。優しく撫でるようにゆっくり皮膚を
ずらすように擦って，むくみの液を腋や鼠径部のリンパ
節へと導いていく。この場合も，まず先にリンパ節に近
い胸部や腹部をマッサージしてから（④），次いで右腋や
肩（⑤），上腕部（⑥），前腕部（⑦），最後に手（⑧）をマッ
サージする。脚のリンパ浮腫の場合も，たとえば左下肢
リンパ浮腫ならば他のリンパ節（例えば左腋窩）を利用す
る（Fig. 1）。
　MLDがあまり普及していない日本ではセルフリンパド
レナージが行われる。根本的な考えは同様であるが，より
簡潔手技でありセルフケアとして行う。間欠的空気圧迫
装置は患肢の浮腫液を体幹部へ誘導するものであるが，
使い方を誤ると腕や脚の付け根に浮腫液を押し込んでし
まうことがあるので，当該部位にはMLDを併用する7）。

運動療法

　MLDは特別な手技によってのみなされるものではなく，
日常生活でも行われるものである。すなわち，皮膚表面の
リンパの流れは体を動かし皮膚が｢ずれる｣ことにより，
深部リンパ系は主に深呼吸により活発化される。また，
リンパ液を皮膚表面から深部リンパ系へ送りこむ力は主
に腕や脚の大きな関節の動きである。すなわち，体を動
かすこと自体がリンパドレナージ行為である。リンパ浮
腫に対する運動療法では，弾性着衣による圧迫下で行わ
れると効果的である。
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弾性スリーブ・ストッキングの着用 
または弾性包帯

　弾性着衣としては弾性包帯ではなく弾性スリーブ・ス
トッキングを用いることが実際的である。朝起床とともに
着用し，就寝直前に外す。就寝時は基本的には外すか，
または，一段弱い圧の弾性スリーブ・ストッキングを着
用するとより良い。
　一般的にリンパ浮腫では脚ではクラス II（30～40 

mmHg）もしくはクラス III（40～50 mmHg），腕ではクラス I

（20～30 mmHg）もしくはクラス IIの圧の製品を用いる。
製品の耐用期限は約 6カ月以内であり，圧の低下は元より，
弾性も低下しマッサージ効果も減少する。その強さは（1）
着用していてシビレや痛みがない，（2）手足の動きに支
障がない，（3）足先が白くなったり（動脈閉塞），うっ血
（静脈閉塞）したりしない程度で，できるだけ強い圧の製
品を用いる。なお，現在の圧表記はヘクトパスカル hPa

とされる（1 mmHg=1.333 hPa）が，リンパ浮腫では保険適
用指示証明書でも水銀柱mmHgが使用されている。

　弾性スリーブ・ストッキング着用のポイントは，まず
腕や脚の形を整えることである。そのために補助的に弾
性包帯を加えても良い。食い込み，とくに腕や脚の付け
根の食い込みはもっとも好ましくない。一方，むくんで
いるのは手～腕～胸の一部，または足～脚～下腹部を含
むので，弾性スリーブ・ストッキングではカバーできな
い。そのため，上肢では手にはグローブ，下肢では足先
のトゥキャップ，下腹部加圧目的の弾性パンティストッ
キング，ガードル，さらには陰部の圧迫帯が必要となる
こともある。圧迫弾性包帯法も併用されることもある。

患者指導

　肥満や体重増加はリンパ浮腫を悪化させるので体重の
コントロールは重要である。また，蜂窩織炎予防のため，
皮膚の保護，外傷，過労などに注意し，手袋，長袖の
シャツ，ズボンなどの着用，虫刺され，土いじり，水虫
や爪周囲の清潔にも注意する。薬用石鹸，保湿剤（油性
のクリームやローション）の使用も良い。発症時は，安静，
抗生剤，発赤部の冷却と浮腫液の軽減である。

Figure 1　Overview of collateral lymphatic drainage path-
ways in secondary monolateral lymphedema. 
The arrows show the directions of hand movements; the num-
bers show the sequence of hand positions.
Right arm: breast cancer-related lymphedema. 
Left leg: uterine cancer-related lymphedema.
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リンパ浮腫治療の弱点と治療の目的

　リンパ浮腫治療は対症的であり，浮腫液貯留による皮
下組織弾力繊維の損傷を修復するものではないので弾性
着衣類は基本的に一生必要である。腕や脚を細くする目
的は，①機能的な面，②蜂窩織炎など合併症の予防，そ
して，③見栄え，であり，治療のゴールは個人により異
なる。このようなリンパ浮腫増悪の誘因は経験的に，他
人の世話（介護・お守り），葬儀の参列および引越しなど
である。すなわち，リンパ浮腫では飽きたら止める，嫌に
なったら止める，頑張らない，自分の体調を優先する，
根をつめない，など無理をしないが大切な注意事項となる。
また，土いじりは蜂窩織炎のきっかけになりやすい。

おわりに

　2008年 4月の一部保険適応以来，リンパ浮腫治療が
急速に広まりつつある。一方で，術後の低蛋白性浮腫を
リンパ浮腫として対処してしまったり，蜂窩織炎の合併
時にも通常のリンパ浮腫治療が行われるなどの問題も起
きており，十分な注意が必要である。
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Conservative Treatment of Lymphedema
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Lymphedema appears in most cases after surgery for breast cancer, uterine cancer, and other cancers, manifesting as 

swelling of the upper or lower limbs. Conservative therapy of peripheral lymphedema is known as complex decongestive 

physiotherapy (CDP), which involves a two-stage treatment program. The first phase consists of manual lymph drainage, 

range of motion exercises, skin care, and compression, typically applied with multi-layered bandage-wrapping. CDP is 

performed exclusively on an inpatient basis in specialized hospitals. The second phase aims to conserve and optimize the 

results obtained in Phase 1. It consists of compression using a low-stretch elastic stocking or sleeve, skin care, exercise, and 

repeated self lymph drainage as needed. Note that these medical treatments can produce enough of an effect even if per-

formed on an outpatient basis. CDP should be performed only for patients with stage II or III lymphedema and rather usual 

remarks on the daily life because elevation of the limbs is important in most lymphedema patients.

  (J Jpn Coll Angiol, 2010, 50: 711–714)


