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NPOの目的・理念　主な活動紹介

対談: 田中 京子 × 秋田  新介

増島 麻里子リンパ浮腫を知ろう

神奈川

がんの治療を続ける人々は、日々の暮らしの中で思わぬ「壁」を体験している。

今回は「リンパ浮腫」を取り上げる。

　私ごとであるが、心臓バイパス手術を受けて後、ようやく水が飲める段になって、

はたと困った。視界に入る我が手は、手のようではあるが、手の感覚がない。

吸飲みを示されて、どうぞと促されるも手をどのように動かせばいいのか、

感覚がない。距離感もない。頭で理解していることが体に伝わっていない。

このNPOを立ち上げて、多くの患者さんに協力をいただきお話を聞いた、その中には、

リンパ浮腫で日々の苦労を語る方もいらした。頭では大変であろうということはわかる。

しかし、本当に理解をしているわけではない。その人の体験を丸ごと経験することは不可能

であるが、近い体験を持つことで理解は一気に深まる。

　今更という思い半ばではあるが、正直なところ反省させられた。

    こうした日常の中にいる多くの人は、一番近しい家族を含め超えられない理解の「壁」が

ある。逆に、自分が我慢すること、苦境を呑み込むことで、自ら作る「壁」もある。

　私たちは、このことを知った上で相手に寄り添う必要がある。

話を聞いて、わかった気になっていることが一番不誠実ということかもしれない。

　頭で考えているということが、他人事ということか。
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がん治療の先にあるリンパ浮腫 〜生活を見直して臨む〜

対談: 佐々木 史子 × 金井 弘子

35 歳でがんと告知されて…

リンパ浮腫をあきめない

リンパ浮腫を治る病気に

秋田 新介田中 京子×

談対

秋田　田中さん、新潟から千葉大学まで来たきっかけって覚えていますか？ 

＜用語解説１＞　※リンパ郭清＝がん転移などの可能性を少なくするためにリンパ節およびその周囲の組織を除去する。

＜用語解説2＞　※蜂窩織炎＝リンパ浮腫など皮下、筋肉、内臓周囲に生じる急性可能性炎症。

田中　田中さんは実験台だよって言われたんですよ。本当に,主治医の先生に。そして、うまく行ったら、他の人にも紹介し

てオペをするように進めるから、取り敢えず田中さん実験台のつもりで行ってって。それまでは、リンパ浮腫って見た目だけ

の問題じゃないですか、ただむくむだけだから、千葉まで行くなんてちょっとそこまで家族には言えないなって、思っていま

した。卵巣がんの手術をして、リンパ郭清をすると、副作用としてリンパ浮腫が起きる可能性がありますって、いわれていた

んです。本当に、2、3ヶ月後くらいにむくみ始めて、わっーと思ったんですね。そしてリンパドレナージュを紹介され、さらに

ストッキングとかを履いていたんですけど、段々むくみがひどくなってきて、手術しますかって、関東ですが紹介しますよっ

て言われたんです。

秋田　実験台という言葉は驚きますが、それだけ、まだリンパ浮腫の外科治療は浸透してないということでしょうね。リン

パ浮腫の外科治療は、早期であるほど、低侵襲な方法で高い治療効果が得られます。一方で、早期であるだけに、「まだ大

丈夫ではないか？」 「手術まで行うことはないだろう。」と受けとめられがちです。実際に、私のところでも、ある程度進行し

た状態で初めて受診される方のほうが多いのが実情です。社会生活もありますし、なかなか踏み切れない方が多いのだと

思います。

田中　生死にかかわる問題であれば、有無を言わさず来たんですけど、外見だけの問題では自分だけ我慢すればいいん

じゃないかっていう気持ちがあったんです、でも、蜂窩織炎にかかって、入院を1、2回して、最終的に、足首が痛くて歩けな

くて、救急外来まで行ったんですね。こんなこと繰り返していると駄目だ、って思って主治医にやっぱり手術を受けますと。

そこで秋田先生を紹介して頂いて、紹介状を持ってお邪魔したのが初めてです。

秋田　確か主治医の先生も、直接お会いしたことはないのですが、田中さんの前に紹介された方の治療をきっかけに多く

の方をご紹介していただけるようになりました。田中さんはリンパの流れが大分悪くなっていたので、少し大掛かりなリン

パ節移植という手術をしたんです。蜂窩織炎を繰り返すとリンパの流れが悪くなってしまうのですが、一方で、最初の蜂窩

織炎を起こすよりも前の段階で、手術を躊躇されるというのは一般的なことだと思います。

対談
千葉大学医学部附属病院形成美容外科　

リンパ浮腫をあきらめない



田中　一番最初の外来時に、不安だったから先生に手術をしたほうが

いいんですか？って聞いたんですよ。その時に先生が、あなたは何のた

めに来られたのって逆におっしゃられて、ああ、そうだよなって自分は手

術を受けるために来たのに、何をためらっているんだ、ここまで来てって

思って。自分が移植と吻合手術含めて2回やったんですけど、本当に楽に

なって、もちろん弾性包帯も巻いているし、弾性ストッキングも履いてい

るんですけど、やっぱり手術して、ケアをしているから。もっと皆さんに

も知ってもらいたくて、本当にQOLっていうんですか、ぜんぜん違うの

で、本当に勧めたいんですよ、私がすごく楽になったって。

田中　後遺症で起こるかもしれないよという情報だけで、

ただ入院時にマッサージの指導は受けましたし、病院内の

ガン相談支援センターにリンパ浮腫の本があったので、買っ

てみたのですけど、こんなになるんだって、すごいって思った

ら、そしたら自分がなってしまった、そんな感じです。本当

に、私幸運でした。婦人科系の病気も本当に最短ルートで手

術してもらって、本当にラッキー。ただ、主治医が、手術受け

るかって聞いた時に、自分が躊躇して嫌ですっていったのが

最大のネックだったのかな。

秋田　それでも遠方から当施設までいらっしゃったのは、行

動力があると思いますよ

田中　1月に郭清して、6月くらいに浮腫になって、翌年

の春ですから、まる1年位たったんですよ、その間に蜂窩

織炎2回と救急外来1回。家族にも後押しされて、これで

いかと怖い思いをして、それをきっかけに手術に踏み切るって人

は、結構いるらっしゃいます。ただ本当は蜂窩織炎を起こす前に治

療したほうが効果的です。蜂窩織炎起こすとポンプ機能のあるリン

パ管の平滑筋が線維化してしまって、機能がガクンと落ちるんです

ね、炎症を起こすと1段治りにくくなってしまってしまうので、本当に

怖い思いをするその前に啓蒙がないといけないと思いますね。

田中　リンパを痛めると、免疫力そのものも落ちますか。

秋田　全体の免疫というよりは、骨盤のリンパ節を取ったら脚です

し、脇の下のリンパ節を取った場合は腕ですし、局所の免疫は確実

に落ちますね

の免疫は確実に落ちますね

秋田　僕たちもどうしたら知ってもらえるのか、広められるのかと

いうのは考えます。例えば患者会でお話をさせていただいても、そ

ういった場に集まっていただけるのは興味のある人達だし、なか

なか広げるのって難しいですよね。

田中　膝小僧がわからない、くるぶしが分からない、しゃがめな

い。雪国ですから、長靴が必需品なわけですけど、女性物が入らな

くて、男性用のすごく大きなサイズの長靴じゃないとむくんで入ら

ない、みたいなそんな感じなんですけど、でもそれでも、見た目だ

よねって自分で。不都合だけど自分が我慢すればいいのかなって
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のがあったんですね、根底に。なのできっかけは蜂窩織炎で2回位入院して、足が痛くて救急外来にも行ったし、何か傷

をしたとかは思いつかないけど、多分どこかで小さな傷があったんだと思うんですけど、歩けなくて、本当に熱も出

ちゃってそんな感じで。

秋田　脚に傷がなくても、細菌が検出されなくても蜂窩織炎を起こす場合もあります。リンパの流れが悪いこと自体に

よって、腕や脚の免疫が悪くなっているので、細菌にも弱いですし、細菌が証明されないけれど、蜂窩織炎起こすという

方は結構いらっしゃいますね。蜂窩織炎を起こした際に40度位出る人も多いので、本人としては、命も危ないのではな

田中　最初の千葉大学病院外来時に、不安だったから、秋田先生に手術をしたほうがいいんですか？って聞いたんです

よ。その時に先生が、あなたは何のために来られたのって逆におっしゃられて、ああ、そうだよなって、自分は手術を受け

るために来たのに何をためらっているんだ、ここまで来てって思って。私は、移植と吻合手術含めて2回やったんですけ

ど、本当に楽になって、もちろん弾性包帯も巻いているし、弾性ストッキングも履いているんですけど、やっぱり手術し

て、ケアをしているから。もっと皆さんにも知ってもらいたくて、本当にQOLっていうんですか、ぜんぜん違うので、本当

に勧めたいんですよ、私がすごく楽になったって。

何もしなかったら何回も入院するぞ、繰り返すぞ、だったら1回で済むなら1回でやってしまおうと言われました。

その後、翌年に今度はリンパ管吻合手術をやっていただいて。

秋田　こういった手術はどこの医療機関で受けられるわけじゃないので、そこは難しいところですね。

田中　そういう検査の方法と、手術の方法が広がっていってほしいと思います。秋田先生に出会って、一番良かっ

たことは、先生も背中を押してくれる事ですね。ためらいがちな自分を押してくれて、やってくれて本当に。楽とし

か言い様がないんです。何が良かったかって、楽、ほか言えない。

秋田　患者さんがおっしゃるのは、リンパ浮腫外科治療の前は蜂窩織炎になるかもしれないというと思うと、仕

事の予定も旅行の予定も立てにくかったのが、立てられるようになって気持ちがすごく楽になるというのがありま

す。自分の先々の見通しというか、自分がこうしたいという希望と言うか、やりたいことが具体的に見えてくる。

田中　実際、病院でも血液の検査をしても、全然菌とか検出されなかったんです。しかし、繰り返すので、こんなに頻繁

だったらもう嫌だって、それで初めて主人にやっぱり受けるわって、受けようと思う、じゃあ行きなみたいな感じで、その

とき初めて、主人に言ったんです。ただ一方で、これだけの手術だと、経験だとかを含めて地方に先生がいないというこ

とも大きな問題ですね。

秋田　それはすごくあるんですよね、どうしてもやっぱり人口密集地に専門施設が偏っています。形成外科は基本診療

料であり、保険診療でできる治療ですから、日本国内で広く同等の治療が受けられるようになっていく必要があります。

看護師さんが、がん治療で入院している間に、指導をするということは広く行われていますが、その先のリンパ浮腫の治

療となると、地域や施設によって方針に違いがあると思います。

田中　後遺症で起こるかもしれないよという情報だけで、ただ入院時にマッサージの指導は受けましたし、病院内のガ

ン相談支援センターにリンパ浮腫の本があったので、買ってみたのですけど、こんなになるんだって、すごいって思った

ら、そしたら自分がなってしまった、そんな感じです。本当に、私幸運でした。婦人科系の病気も本当に最短ルートで手術

してもらって、本当にラッキー。ただ、主治医が、手術受けるかって聞いた時に、自分が躊躇して嫌ですっていったのが最

大のネックだったのかな。

秋田　それでも遠方から当施設までいらっしゃったのは、行動力があると思いますよ
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リンパ浮腫をあきらめない

耐え難い口内炎の痛み。

「食べる・飲む・話す」暮らしを支えるために！

緩和ケアとアピアランス支援

  人体は、水分が重量の50～70％を占めます。
一番なじみのある体液の血液は、血管内を循
環するのに対し、リンパ液は、血管と同様に体
内に張り巡らされたリンパ管を通ります。リン
パ液は、特別な液体ではなく、血液が栄養分な
どを運搬するために血管外に浸みだした組織
液のうち、90％が静脈に戻り、10％がリンパ管
に吸収されてリンパ液となり、体内を循環して
います。

半夏瀉心湯は、発熱や痛みを引き起こすプロスタグランジンE2や、炎症メディエーターの産生を抑制し抗炎症作

用を示します。さらに口腔内で抗菌ペプチドの産生を促し、細菌やウイルスの感染を抑制すると考えられていま

す。また上皮細胞にも作用し、口腔粘膜の回復を促すと考えられています(図４)。このため、半夏瀉心湯は口内炎

の出来はじめから回復期に至る様々な病態のタイミングで作用し、炎症を抑え痛みを軽減するとともに回復も早

めると考えられているのです。

増島　麻里子
ますじま　　　  まりこ

千葉大学大学院看護学研究科　准教授

千葉大学看護学部卒業後、国立がん研究センター中央病院看護師等を経て、2009年より現職。日本医療リンパドレナージ
協会認定セラピスト。「早期段階のリンパ浮腫のあるがん患者に対する外来看護システムの構築」「リンパ浮腫の予防に対す
る患者教育・指導に資する看護師研修」などの研究。厚生労働省「新リンパ浮腫研修」、「千葉大学リンパ浮腫研究会」の活動
に関わる。国際リンパ浮腫フレームワークジャパン理事、日本リンパ浮腫学会理事、日本リンパ浮腫治療学会理事。

（図１）
＊図中、緑色の管がリンパ管、赤い部分は毛細血管（動脈側）、青い部分は毛細血管

（静脈側）、矢印は組織液の移動を示す。

図2

図3
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リンパ浮腫とは何か。

リンパ浮腫は、がん疾患そのもの、または、がんの治療後に起こる可能性がある浮腫の一種です。現在、日
本ではがん治療に関連したリンパ浮腫患者が10万人？以上存在すると推測されています。がん医療の向
上に伴い、治療後長期的に生きる人が増えているので、リンパ浮腫と共に生きる人々は今後さらに増加す
ると思われます。
※およそ7万5千人の新しい乳がん患者が、婦人科系がんは2万5千人と言われ、年間10万人の新たながん患者が生まれます。
そのうちリンパ節の切除を含む手術を受けた方の3割から半数が発症するという調査、研究もあります。

千葉大学看護学部卒業後、国立がん研究センター中央病院看護師等を経て、2009年より現職。日本医療リンパドレナージ協会認定
セラピスト。「早期段階のリンパ浮腫のあるがん患者に対する外来看護システムの構築」「リンパ浮腫の予防に対する患者教育・指導
に資する看護師研修」などの研究。厚生労働省「新リンパ浮腫研修」、「千葉大学リンパ浮腫研究会」の活動に関わる。国際リンパ浮
腫フレームワークジャパン理事、日本リンパ浮腫学会理事、日本リンパ浮腫治療学会理事。リンパ浮腫に対し、医療者は、どうすれば
患者さんらしく過ごせるかを一番に考え、最大限できる治療やケアを、患者さんとご家族と一緒に考えていきます。

そもそもリンパ液って何？

いわゆる“むくみ”とどう違うのか。

一般的な浮腫は、両方の上肢、両方の下肢など、身体の左右対称の部位が同時に同じようにむくむことが
多く、むくんだ場所を指で押すと柔らかくへこむ特徴があります。一方、リンパ浮腫は、非対称的に片方の
上肢や下肢がむくむことが多いのが特徴です。しかし、進行すると組織の線維化に伴い、皮膚が張り詰め
たような硬いむくみとなります。がんに対する手術でリンパ節を郭清したり、放射線療法やリンパ節転移
などによってリンパ管の途絶（切れたり）や圧排（圧迫）が生じると、リンパ液の流れが停滞し、通常はリン
パ管に流入していた組織液や蛋白成分が取り残されていきます。その結果、蛋白成分に富んだ組織間液が
皮下組織に貯留し、むくみが生じる状態＝リンパ浮腫となります。
※リンパ節郭清　がんの転移、再発を防ぐためにリンパ節、その周辺の脂肪層を切除する。
 

た な か 　 きょ うこ

新潟県在住　５３歳

20１１年 ステージ１Aの卵巣がんが見つかり全摘手
術。同時に子宮も摘出、一方で抗がん剤、放射線治療
は受けなかった。フルタイムで仕事も家事もする。
２０１２年にリンパ浮腫が悪化。蜂窩織炎から緊急入
院を経験。2013年に秋田先生に出会い、まだ新しい
治療方法だったリンパ節移植手術を受けた。決断の早
さ、行動力が現在のQOLを維持している。

田中 京子
あ き た 　  し んす け

秋田 新介
千葉大学医学部附属病院形成美容外科

2002年 千葉大学医学部卒業、2009年 形成外科専門
医取得、千葉大学医学部付属病院、成田赤十字病院、千
葉県がんセンター勤務を経て現職。日本形成外科学会
専門医、日本リンパ浮腫学会評議員、日本リンパ浮腫治
療学会評議員乳がん、婦人科がんなどのがん治療を乗り
越えた患者さんに、社会に元気に戻っていただくための
お手伝いをするのが、形成美容外科医である私どもの務
めです。リンパ浮腫の外科治療が保険診療で可能なこと
を知っていただき、リンパ浮腫ケアに悩まない、新たな
一歩を元気よく踏み出してほしいと願っています。    

田中　そうですね。フルタイムで仕事もしているので、会社に迷惑もかけられないという部分も、家庭もあるし、

家事とか疎かにできない部分もあるので、今まではああちょっと難儀だな、みたいな、辛いなって思ってて我慢し

て悪化させた部分もあると思うんです。受ける前は、だけど、職場の方も理解してくれる方だったので、休むだけ休

んで体調完璧にしてから、来てくださいと言うので、甘えて2回もオペさせてもらったんですけど、お陰でさほども

う全然、職場の方にも迷惑かけ無いし、家庭の方でも家事出来るので、それも含めた上で、生活の、QOL、ってい

うんですか、自分の行動が広がったし、楽しむ生活が増えたっていうか、それがやっぱり大きいですよね、何が普

通かと言われると困るんですけど、足が太いから見栄えが悪い、この服着れないとか、細かいことなんですけど、

本当に細かなことなんですよ、女ですから。そんなことが段々取れていく、説得力無いかもしれないんですけど。

秋田　やはり田中さんは行動力とか思い切りがいいんだと思います、だからここまで来たんだと思いますよ。

田中　抗がん剤治療は受けてないです、主治医はステージ1Aだったから、放射線をしようか、って考えたらしいんですけ

ど、当時46、47だったので、まだ若いから、私は抗がん剤はしたくないと、そのかわり年を空けて、リンパ郭清をしようと

おっしゃって、じゃあ自分も放射線とか受けるんだったら、郭清をしますって、言って受けたのが、そしてその変わりに副作

用、後遺症としてむくみが出るよという流れだったんです。

秋田　田中さんは放射線を受けていませんが、放射線照射もリンパ浮腫の大きな危険因子です。

田中　本を見たら、放射線やってもリンパ浮腫なるって書いてあったので、まだリンパ節郭清しのほうがダメージが少な

かったのかなって自分で思って。思い切って手術を受けて、今こうして元気でいられるので良かったです。

秋田　田中さんの行動力や決断力が、よい結果を導いているのかもしれませんね。



対談:

東京都出身

1981年24歳半ばで悪性リンパ腫に罹患。
1988年再発、1995年再々発、1998年転移。
時代が今とは違い、癌告知を受けたのは10年以上もたってから。
誰にもどこにも相談できなかった自分と重なる人や、
反対に情報過多で漂流する皆さんと、心から支え合うことを目標とした
『がんカフェぷらな@こんごういん』を主宰。２年前より月１回開催。

中野 てことは86年で発症。あー生まれ年が1970年。すごい若い！嫌になっちゃう

羽賀 私1986年で、16歳だったので。いわゆる小児がん。

羽賀 キャリアから言ったらそんなに変わらないですよね。５年の差ですね。病院の時代も
変わらないですね、告知をされないとか。

羽賀 私はカルテを見ちゃったんです。外来で。

羽賀 ちょうど文化祭の振替休日で、原宿に遊びに行ったんですよ。

私だって、81年で25歳。年齢の差があるから、お子さんっていうか、まだティーンの
時代でしょ。

中野 思い出しちゃった、告知をされないから知らなくてさ。
 告知をされたのって私達、随分先の話で、あやふやな時代を生きてきた。

中野 病気の最初ってどんなんだったの？

「しょうがない？」
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リンパ浮腫 暮らしへの影響

リンパ浮腫は、ひとたび生じると治りにくい性質がありますが、リンパ浮腫の進行度により、どこまで軽減
を目指せるかが異なります。リンパ浮腫が初期であれば、日常生活に全く問題ない方もいますし、様々な治
療を併用しながらリンパ浮腫と共に過ごしている方はたくさんいます。また、病状が進行して顔面がリンパ
浮腫でむくみ、目が開けられない状態であったある患者さんは完全に浮腫を軽減することは難しい状況で
したが、リンパドレナージで顔面のリンパ液を体幹へ誘導しました。その結果、開眼できるようになり、家
族と対話できるようになった方もいました。リンパ浮腫に対し、医療者は、どうすれば患者さんらしく過ご
せるかを一番に考え、最大限できる治療やケアを、患者さんとご家族と一緒に考えていきます。

意事項を怠った自分のせいである。」と自らを責めていました。リンパ浮腫の発症は1つの原因とは限らず、
この方の場合は、現実的にリンパ浮腫の発症予防は難しい身体状況でした。医療者や周囲の人は、リンパ
浮腫が身体面だけではなく、心理・社会的な面にも影響を及ぼすことを理解する必要があります。

必ず受けたい日常生活指導

リンパ浮腫の増悪や発症の誘因になると思われる生活上の留意点について、がん治療後の退院前に医療
者から説明があります。体重管理、リンパ浮腫の早期発見につなげるための観察項目、スキンケアなどで
す。体重が増えると、脂肪が皮下組織に貯まりますので、リンパ液が通るリンパ管を圧排（圧迫）すると考え
られます。がん治療中は、薬剤の関係もあり体重の増減があるかもしれませんが、目安をBMI値(Body 
Mass Index=体重㎏÷身長ｍ÷身長ｍ)を25以下とします。

リンパ浮腫は治る病？ 治療と保険適用

リンパ浮腫の主な治療には、①保存的治療、②外科的治療があります。保存的治療は、“リンパ浮腫複合的
治療”といわれ、スキンケア、リンパドレナージ、圧迫療法、圧迫下での運動療法、日常生活指導を含みま
す。がんの手術を受けた患者に対する治療においては2016年度から診療報酬が適用されるようになりま
した。そのため、医療機関によっては、リンパ浮腫の進行度や治療時期などの条件に応じて、治療費が健康
保険で負担されます。外科的治療は、リンパ管細静脈吻合術、リンパ節移植術など（「自分らしさは行動力
で」参照）があります。スキンケアは、皮膚を保湿することによってバリア機能を高め、感染から守る目的で
行います。リンパ浮腫は、切り傷などから感染することによって増悪したり、リンパ浮腫の発症を誘発する
可能性があります。そのため、リンパ浮腫になる前から、市販の保湿クリームやローションで十分ですの
で、リンパ浮腫を生じる可能性のある部位を保湿する習慣をつけておきます。

リンパ浮腫の部位やむくみの度合いによって
は、生活に影響が生じます。例えば、腕の手先
までむくみ“パソコンのキーボード操作”や“字
を書く”などの細かな手作業、手首を使う“襖の
開け閉め”や“料理で卵をかき混ぜる”などがし
にくくなります。また、リンパ浮腫は心にも影響
します。ある婦人科系がん患者さんは、下肢が
かなりむくみましたが努力して動くようにして
いたので、周囲の人に大変さをわかってもらえ
なかったと語りました。ある乳がん患者さん
は、「リンパ浮腫になったのは、日常生活の留

リンパ浮腫とは何か。

＊リンパ浮腫の例 ＊左 上肢リンパ浮腫Ⅱ期　右 下肢リンパ浮腫Ⅲ期
（千葉大学医学部附属病衣 秋田新介先生より提供）

＊The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2016 Consensus Document of the international 
Society of Lymphology, Lymphology, 49: 170-184,2016.を参考に作成

国際リンパ学会によるリンパ浮腫の臨床分類

＜リンパ浮腫の自覚症状の例＞

リンパ浮腫はなぜ生じるのか

リンパ浮腫を生じやすい治療や疾患は、上肢リンパ浮腫では腋窩リンパ節を手術で郭清したり、放射線治
療を受けた乳がん患者など、下肢リンパ浮腫では骨盤内のリンパ節郭清術を伴う婦人科系がん患者など
です。その他、頚部リンパ節や鼠経リンパ節に影響する治療後にも、リンパ浮腫が生じることがあります。



佐々木 史子 × 金井 弘子対談
（NPOリンパの樹理事長）

東京都出身

がん治療の先にあるリンパ浮腫
～生活を見直して臨む～

告知されない自分って何者？
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リンパドレナージは、皮膚をずらすようにしながら適切な方向へリンパ液を誘導する特別な手技を用いま
す。手術した部位を意識せずにリンパ液を流す方向を誤ると逆効果、リンパ浮腫ケアの専門家によるリン
パドレナージを受ける必要があります。いわゆる、指でもみほぐすマッサージや美容目的のリンパドレナー
ジとは全く異なるので注意が必要です。
圧迫療法は、弾性包帯や圧迫着衣といわれる圧迫力の高い弾性ストッキングや弾性スリーブ（腕用のス
トッキング）により、リンパ浮腫のある部分に外部から圧力を加え、リンパ液の流れを促進します。圧迫療
法中は、圧力をかけた上肢や下肢の運動を加えると、よりリンパ液の流れが促進します。圧迫療法は、リン
パ浮腫ケアの専門家が行いますが、患者さんご自身も包帯の巻き方を修得して自宅でセルフケアをする事
もできます。最初は難しく見えても、慣れてくると10～15分程度で包帯を巻き替えたり、ご家族の協力を
得て自宅で圧迫療法を継続されている方も多くいます。

自分自身が一番身近な観察者 発症のキッカケを作らない

リンパ浮腫が生じる時期は、治療後数か月から10年以上経過した後までと個人差があります。ある乳がん
術後の女性は、術後10年が経過し、主治医から「がんからは卒業だね。」と言われ定期検診も終了となりま
した。しかし、その後、上肢リンパ浮腫が生じ、「がんから解放されたと思っていたのに、むくんだ腕を見るた
びにがんのことを思い出す。」と話されました。また、ある婦人科系がんの女性は、手術直後から、下肢と陰
部や下腹部にかけてむくみが生じました。「もう、リンパ浮腫になってしまった。」とかなり落胆していました
が、数週間経過すると、自然とむくみが消失してきました。リンパ節は人体に600～800個あり、がん治療
でリンパ節を切除したとしても、網の目のように張り巡らされた周囲のリンパ管をつたい、滞っているリン
パ液を流そうとする副側路が形成されるといわれています。

患者さん自身が最も優れた観察者です

ご自身の身体の変化に一番初めに気づくのは、患者さんであることが多いです。もし、がん治療後のむくみ
に気づいたら、身近な医療者にご相談ください。以前、リンパ浮腫は、“がん治療の後遺症であるから仕方
がない”と捉えられる風潮もありました。しかし現在は、医療者もリンパ浮腫に対する正しい知識を得る必
要があるとの機運が高まり、研修が広く行われるようになりました。リンパ浮腫外来を設置している医療
機関も全国で増えています。リンパ浮腫は、早めに見つけ、適切な治療をすみやかに受けることが大切で
す。一晩寝たら、むくみが軽減したという場合は、リンパ浮腫の初期段階かもしれません。むくみの部位や
むくみ始めの時期、自覚症状の有無、むくみのきっかけで思い当たることなどがあれば、ぜひ医療者に併せ
て教えてください。

■参考になるリンク
＊「リンパ浮腫」または「リンパ浮腫外来を探す」：
国立がん研究センターがん情報サービス　
https://ganjoho.jp/public/index.html
＊新リンパ浮腫研修：http://www.lpc.or.jp/reha/modules/newlymph/

金井　NPOに色々なところから電話かかってくるんだけど、実際なった人の、話を聞きたいっていう人と、手術を

受けた人の話を聞く場を作って欲しいとか。手術受けたくないから、そういう所ないですかっていうけど、無いん

ですね。だけど手術している先生も、成功した人はいいけど、成功しなかった人は、その病院へ行かなくなっちゃ

うから、患者として消えちゃうので、いいような悪いような、患者にとってはとっても悪いんです。リンパ浮腫外来

みたいのもできてるし、支援してくれる窓口は沢山できたんだろうけど、機能してないところが多い。リンパ浮腫

外来に行ってるのに、看護婦さんが、進行していて私の手には負えないから、他の所、自分で探して行ってくれっ

て、私は一体どこへ行けばいいんでしょうって方いましたもの。

佐々木　わたしの外来では、乳がんって言うことに対してはとてもわかったけど、次になんか大きなこと、リンパ

浮腫が起こるらしいぞ、起こったら私はどうなっていくんだろう、しかも手が使えなくなったらどうなっていくん

だろうっていう不安感の方が多いです。情報提供みたいなことをたくさんするんですが、それで安心する方が8割

がたです。足は重力がかかるところなので割りと浮腫が出やすいですけど、浮腫が出てからいらっしゃる方が多

いんですね、それはキャラクターによって随分反応が違って、割と大らかなかたは、結構ガッツリむくみが出るま

で、気になさらない方もいらっしゃるんです。私は三段階に分けて考えていて、第1段階はボリュームがあること、

第二段目は乾燥していること、第三段階が硬さです。ボリューム・乾燥・硬さという目で進行度合いを見ているん

です。逆に、もっとセンシティブな方っていうのは、サイズはかってもほとんど差がないのに、半分鬱になりなが

ら来る方もいらっしゃるんですね。メンタルのほうが先に来ちゃってるという感じがあるので、そういう方はお話

をたくさんして、何が起こってくるかが分かってくれば安心するということがあるので、その情報提供でほぼ終わ

るという方もいらっしゃいます。

金井　私のところにも電話があって、リンパ浮腫ってどんなふうな経過をたどるんだろうかというのを知るだけ

でも、なった時の予後が違うので、入るという方もいらっしゃいますね。それで入ってすぐにリンパ浮腫に実際に

なっちゃったっていう方がいましてですね、とっても情報が助かったっていう方がいましたね。

佐々木　2008年に保険適用になった部分があるので、一応ガンの拠点病院と呼ばれるところで手術をしたよ

うな方は、どこかのチャンスでリンパ浮腫起こるかもしれないよ、マッサージこんな風にするんだよっていう、説

明があったり、パンフレットとか冊子が配られてたりいたりするんですね。



金井　でも、なった人しかわからないものなので、ストッキング履くのだって大変難儀なことなんだよね、ちょっ

とやそっとじゃ入らないんだからね。

佐々木　15分かかりますからね、って申し上げます。15分以下だったらそれは圧としては認められない圧だから

覚悟してねってくらいで。本当は、包帯なんです。包帯だとさじ加減が出来るんです。ストッキングは既製品だから

ある程度決まっちゃうんですけど、色々保護剤とかをいれて10本くらいを交互に巻く。

金井　包帯は、そのままやると皮膚痛めて大変なんですよね、だからそれをやらないためにも色んなね、発泡スチ

ロールみたいな。

佐々木　緩衝材を入れたり、真綿で締め付けるように徐々にやっていくんですけど、でもそのほうが絶対効くん

ですよ、騙されたと思って今日包帯巻いて家帰って、お風呂の時に外してみてって言うとびっくりする、細くなっ

たって、2時間で元に戻るんですけど、1日中、お風呂の時に全部解いて、お風呂入って、お風呂終わったらマッサー

ジをして、包帯を巻いて寝て、朝は少しちょっと縮んでいるから、緩んでいるから巻き直して、昼はもう一本多め

に巻くんですね、それを夜までって言う形で24時間を出来れば2ヶ月。リンパ浮腫っておデブさん駄目なんです

よ。リンパ管流れているのが脂肪細胞が多いので、食生活から見直しましょうって。

佐々木 史子
ささき 　　  あやこ

金井 弘子
かない ひろこ

1996年、右乳房乳がん全摘手術、３年後にリンパ浮腫発症。

リンパの会入会、その後2000年にねむの会設立し代表。

2014年、全国組織の必要性を意識し、リンパの会とねむの会

を傘下にＮＰＯ法人ねむの樹 理事長に就任。がん治療の陰の

「声なき声」を集めて悩みを共有していく活動を進めていく。

奈良女子大学家政学部卒業鍼灸　あん摩指圧マッサージ師

鍼灸学校講師　佐々木鍼灸院（船橋市）院長 リンパ浮腫療

法士。2006年よりリンパ浮腫の治療に従事。治療について

のモットーは「患者さんご本人に利益のある方法を選ぶ」
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わたしのがんnet特定非営利活動法人 ~ホームページのごあんない〜

http://www.my-cancer.net

佐々木　ただ、手術、治療でそれどころじゃない状態でスルーしていることが多くて、私もお話している時に、こ

ういうパンフレット貰ったことないですか？こういうお話聞いたことないですか？っていうと、なんか貰った気が

するという方は結構いるんです、なのでそれが、正しいタイミングで正しい情報が欲しい時に入ってなかったの

で、実はスルーしてたという方が多いのでは。でも、保険適用の前は、リンパ浮腫という名前自体も知らなかった

方がほとんど。極端なんですね、色んな医療機関を経てうちにたどり着く方、リンパ難民って結構いうんですけ

ど、そんな人の割合のほうが最初多かったんですよ。浮腫があることに、ただ例えば足のむくみだとズボンが特

注だったりとか、靴がなかなか選べないとか、旅行にいく時にお風呂に行く時にちょっと憚れる。正座ができな

いとか。

金井　本当に手が荒れちゃった人はグローブをするんですよね、そうすると、お茶碗洗うのに一回一回外してや

るか、大きいゴムのグローブをするとか、すごく不自由していますね。しびれるような感覚がある、むくむことに

よって、感覚神経も圧迫されるんですかね、なんかちょっと細かい作業ちょっと難しかしくなる、触る感覚がよく

わからないもという方もいらっしゃいますね。この頃セラピストの方はたくさんいらっしゃるので、紹介してやっ

ていただくけれども、関節から腕が外れちゃって丸太ん棒みたいになっちゃって吊って生活してる人、交通事故み

たいにこうやって肩から自分の腕を吊って、やってる人も来ました。

佐々木　昔の乳がんの手術って大胸筋までごっそり切るっていう手術だったので、腕を支える筋肉自体が弱く

なって、浮腫で腕が倍になっちゃうと重みで脱臼することがありましたね。

金井　その他にリンパ漏になっちゃって、座って立ち上がると、お小水したみたいにベッチョリなっちゃう、洋服

が入らない、靴も右足と左足が違ってくるとかね、かたっぽずつ売ってくれるとこないから、茶碗とかがやっぱり

すっとあらえない、ということもあります。つらいですよね主婦としては。私の場合は、30分くらいか1時間位、さ

つきを刈ったんですね、庭のさつきを、そしたら長い間こう言う状態にしてたから、ちょっとむくみが来たと思う

んですけどここの血管が見えなくなったんですねそれで変だなって思ったら、今度やけどしたんですね、そした

ら、なんていうの、なっちゃった。手も使ってましたけどね

佐々木　浮腫のきっかけって、やけどは駄目です絶対ダメです、色んな方に何をきっかけにむくみでますって絶

対聞くんです、なんにもない方もいるんだけど、意外に色々あります。

金井　怪我もあるよね。

佐々木　ご両親の介護が集中したとか、後は子供が病院に入院してとか。疲れたらなる。腕に負担かかることと

か全身に負担がかかるようなこととかメンタルも含めてですけど。実家がピーナッツ農家で、千葉だから、ピー

ナッツをフライパンで２０kg乾煎りしたって。ずっと使ってるってことは筋肉がずっと緊張してるってことなんで

すね、そうするとリンパ管にもすごく負担かかるんですよ。その筋肉を動かしたいんだけど、動かして休んで動か

して休んでっていうぐらい動きのほうがいいんです。4つの主な悪化する原因になるのが、1つ目は外からバイキ

ンを入れること、虫刺されと傷を作ること、2つ目が、同じ姿勢でいるということ、座りっぱなし、立ちっぱなし、

寝っぱなし、これがリンパの流れを滞ることなんですけど、３っ目はやけどと日焼けで、天ぷら油がぴってとぶと

そこに水ぶくれできますでしょ、普通は捌けていくんだけど、リンパ浮腫になる場所には、それがそのまま滞って

しまって、だから駄目ですね。あとは一番最後は長風呂と温泉。温めるのって体にはいいことなんだけど、血液を

濾したものがリンパ液になるわけだから、血液の流れが早いとリンパ液も、だからみんなお風呂上がった後って

むくんでいるんですよ。電気アンカとか、ホットカーペットとかずっとやってもいけないです。

金井　外国旅行して、飛行機の中でむくみ出ちゃったって人がいて、旅行でバスでおんなじ姿勢をしててやっぱ

りリンパ浮腫になったって人いますね。他には山登りして、本当はもう行かないほうがいいなって思ったけど、無

理して登っちゃったら、ヘリコプターで搬送されちゃった、具合悪くなっちゃって。

佐々木　イメージとしては池の水が流れてると綺麗なままだけど、それが淀むとか、バイキンが入ってくるとブク

ブクと泡が浮かぶでしょ、その状態がリンパ浮腫なんだよって。生活習慣病って感覚なんですよリンパ浮腫って、

そうした意識改革が大事だよって。普段の生活でね、間違ってやってること無い？お庭で草むしりする時にずっと

しゃがみこんで1時間とか、お風呂の小さい椅子持ってきてからやってちょうだいねとか、お出かけには長袖着て

その上から虫除けスプレー巻いてねとか、そういうことしないと皮膚に直接やると皮膚は今危ない状態になっ

てるから、薬剤の刺激でも駄目になっちゃうことあるからね、とかって話をする。



わたしのがんnet

”わたし”の思いをつなぐ活動
映像で”わたし”の思いを発信したり、全国各地のがん拠点病院・患者会の皆さん・看護協会・医

師会などと協働で、トークショー・シンポジウム・絵手紙展や「ありがとうプロジェクト」（ありが

とうカード作り）などを開催。また「がん一万人の声」を集めて、行政に提言等も行っています。

ありがとうプロジェクト

闘病記図書館

絵手紙 絵本プロジェクト
認知症の夫を介護す傍ら絵手紙を綴り、3年前に

旅立った宮﨑記代子さんの作品を絵本にして、ひと

りでも多くの人に「ありがとう」の大切さを届ける

べく絵手紙 絵本プロジェクトがスタートしました。

2018年春、伊豆高原に闘病記図書館

『パラメディカ』を開館すべく準備中です。

1階が図書館、2階はカフェスペースとなってい

ます。お気軽にお立ち寄りください。詳細は

ホームページにて、お知らせします。

感謝の思いをカードに綴り、”ありがとう”を届けるカード

作りのワークショップ。ともいき京都、聖路加国際病院、

駒込病院など、全国で開催しています。次は皆さんの街で！

病院連携・患者会連携イベント特定非営利活動法人

~理念と活動について〜
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熊本大学医学部付属病院がんセンター 緩和ケアセンターにて

九州がんセンター主催の健康フェスタ'17にて、ありがとう
カードのワークショップを行いました。

毎月第3水曜日、聖路加国際病院
にてカード作りを開催しています。

北海道札幌市の子供食堂にて、子どもたちや地域の皆様と一緒に
カード作りを行いました。 

岩手県北上市の民俗村にて、
地域の皆様と一緒にありがとう
カード作りを行いました。

スイス・チューリヒの日本人学校の子どもたちから届いた励まし
カードのお礼に、熊本大学病院 小児科病棟の子どもたちと一緒に
"ありがとう"のお手紙を綴りました。

千葉県の患者会の皆さんと一緒に「千葉患者会大集合 in イオン柏」を開催。

佐賀県医療センターにて、「公開シンポジウム ダイアローグカフェ
 がんと向き合う~闘病記を手にしてみよう~」の催しに協力させて
いただきました。

北海道札幌市中央区にある町内会サロン
にて、「ありがとう」について皆さん一緒
に語り合いました。

九州がんセンター主催の健康フェスタ'17にて、ありがとう
カードのワークショップを行いました。

神奈川がんセンターと患者会の皆さんと一緒に
横浜クイーンズスクエアでイベントを開催。
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