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A‐513 当院におけるリンパマツサージの職員教育のまとめ
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A‐515 セルフケア指導を行つたリンバ浮腫患者の現状と課題
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A‐514 上肢リンパ浮腫ケアヘの取り組み・自費診療開始後の憲
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リンパ浮腫ケアは患者自身のセルプケアの継続によるところが大き

い.セ ルフケアの確立や、複合的lE学療法を用いた治療は専門的知

識を持ったセラビス |ヽ がかかわることでより安全なケアが提供でき

ると思われる,,ま た患II芝 のケアだけでなく心のケアも重要であると

考える.:当 院では平成19年 9月 から乳腺外科・婦人科・臨床腫瘍科

の患者対象にリンパ浮II重 教竿・リン′ヽ浮置外来を自費診療で運営し

ている。 1タ ンパ浮腫数室受講患者のうち、その後外来リンパ浮腫治

療を行わない患者も大部分がセルフマッサージの指導やスリープの

を用などの専門的指導を要する状態である。またリンバ浮腫数室受

講後リンパ浮腫外米を受診する患‐者の割合は乳腺外科・婦人事lで受

診頻度に差がみられている。ここに着I:|し て、リンバ浮腫が|]常生

活に及ぼすiil′響、 111lKリ ンパ浮腫患者のケア対する要求、|ヨ 費診離

に対する患者の評価などについて患者アンケー
|ヽ を実施し、情報を

得ることができた。.こ れを踏まえて、地域の申でリンハ浮腫治療環

境確保のため、がん診療拠点病院としての当院の活動と今後の課題

を報告する.

乳癌術後リンパ浮腫に対する客観的皮膚弾性計測器 11グ

ローパル弾性メジャー Iの有用性
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乳班鮨イ麦L肢 リンバ浮,I:垂 は一巳発症すると難治性であるため.早期

発見・治療が章要である(,し かしリンバ汗種に関する医療者の認識
|ま 111く 、リンバ浮腫の定義も統 されていないことや,有効な測定

法がないことなどにより、:メ ンパ浮腫診断結果と自覚症求とがしば

しば ‐致しない1そ こで、本研究では新規開発した皮膚弾性測定黎

置「グローバル弾性メジャー」をRいて、リンパ洋瓶忠者の自党症

状や日常生活動作国難感を考慮した効果,(]な 診断法の可「」セ性につい

て検討した。対象はリンパ浮 II重 専門2施設で、リンパ浮腫に伴う白

覚的あるいは他覚的症状がみられ,研究参〕I同意の得られた患者18

名とした、測定部位は両|!1111の 手間節 '前腕最大部 ,肘関節より5clll

中枢側の6ヶ 所である.今回使用した計測器は,昨年の本学会で発

表した器機をより小型化し簡便に測定可能な改良型である。 結果 ,

I・ グローバル弾性メジャー」で得られた弾性比は年齢や肥満の影響

を受けない山覚症状を反映した害続的|1毒 標であり、今後リンパ浮睡

評ilド において |・ 分に活用できる有効な新しい測定指標になり得る.
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