
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<活動報告>局所インピーダンス計
測を用いた続発性下肢リンパ浮腫
の早期発見の可能性

福田, 里砂; 内山, 朋香; 赤澤, 千春; 荒川, 千登世; 山
本, 昌恵

福田, 里砂 ...[et al]. <活動報告>局所インピーダンス計測を用いた続発性下肢リンパ浮腫
の早期発見の可能性. 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻紀要 : 健康科学 :
health science 2014, 9: 76-78

2014-03-31

https://doi.org/10.14989/185386



─ ─76

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻紀要
健康科学　第 9巻　2013年

背　　　　　景

　現在，リンパ浮腫の客観的評価には，肢周径測定，
水置換法，ペロメータなどがある1）．簡便なものとし
て肢周径測定を用いることが多く，患側肢と健側肢の
差で評価することが一般的である．しかし，我が国に
多い続発性リンパ浮腫のうち，下肢リンパ浮腫は子宮
癌，卵巣癌の術後に発症することが大部分を占めてい
る2）, 3）．子宮癌，卵巣癌の手術によるリンパ節郭清は，
郭清範囲が対称性であるため，リンパ浮腫の約30%

は両側性に発症すると言われている3）, 4）．
　両側性のリンパ浮腫の場合，術後に肢周径の左右差
を比較しても意義はない．よって，健常時の状態を
知っておくために術前や放射線治療などの治療前に両
下肢（下肢リンパ浮腫の場合）の計測を行い，術後お
よび治療後は同側の同部位で術前値と比較することが
必要である4）．しかし，実際には術前や治療前の健常
時の状態の評価は十分に行われておらず，そのため術
後から計測を開始し，その時点での測定値ならびに左
右差を用いて評価していることがほとんどである．そ
の結果，我々が行っている相談室を受診する患者の中
には，周径の大きい方の下肢だけに目が行きがちにな
るため，健側肢と思われていた下肢は，著明に浮腫が
出現してきた時や下肢の重さやだるさを感じた時にリ
ンパ浮腫の発症に気づき，悪化してから受診する患者
もいる．
　リンパ浮腫は進行性であるため，早期に発見し治療
を開始することで，リンパ浮腫の重症化を防ぐことが
できると共に，浮腫の程度の改善も期待できる2）,5）-7）．
よって，前述したように術前や治療前の健常時の状態
の評価が不十分であっても，リンパ浮腫の出現を早期
に発見し，治療を開始することが望まれる．今回，生
体電気インピーダンス法を用いて局所の水分状態の評
価を行った結果，肢周径に変化がなくても，健側肢に

リンパ浮腫が出現している可能性が示唆されたので，
報告する．

用 語 の 定 義

・健側肢とは，腫大や圧痕がみられない方の下肢をさ
す．評価は，リンパドレナージ協会認定セラピスト
が，調査当日の状態および，対象者に確認した日常
の状態をもとに行った．カルテに片側性のリンパ浮
腫と記載があった対象者に関しても，再評価を行っ
た．

方　　　　　法

1．対象者
　対象は，過去に A大学病院のリンパ浮腫相談室を
受診した患者および，2012年9月～11月に A大学病院
の婦人科外来を受診し，婦人科の手術で骨盤内のリン
パ節郭清を行った患者のうち調査協力への同意の得ら
れた者70人である．
2．調査方法
1）データ収集方法
　調査期間は，2012年 9月から11月であった．調査
は，相談室および婦人科外来受診時に，担当看護師よ
り調査への協力を依頼していただき，その後研究者よ
り研究の目的，データ収集方法などの説明を行った．
受診当日に調査への協力が可能で，協力への同意を得
られた者を対象に，別室にて下記の調査項目に関する
測定を行った．
2）調査内容
　調査項目は，年齢，身長，体重，リンパ浮腫ステー
ジ，両下肢の周径，インピーダンス値であった．リン
パ浮腫ステージの判別および両下肢の周径の測定は，
日本リンパドレナージ協会認定セラピストが行った．
リンパ浮腫ステージの判別は，国際リンパ学会の病期
分類8）を参考に行い，周径は図 1に示す部位を計測し
た．インピーダンス値は，電極間隔 1 cmの 4電極法
にて，下腿内側中央と膝蓋骨上大腿内側の 2点で測定
した．
3．分析方法
　個人の特性および周径，インピーダンスインデック
ス（ZI=電極間距離2/インピーダンス）について記述
統計を行った．ZIは，体水分量の指標として用いら

■活動報告

局所インピーダンス計測を用いた 
続発性下肢リンパ浮腫の早期発見の可能性

福田　里砂，内山　朋香＊，赤澤　千春，荒川千登世＊＊，山本　昌恵＊＊＊

　  京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護
科学コース

＊  タニタ体重科学研究所
＊＊  滋賀県立大学人間看護学部
＊＊＊  園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科
受稿日　2013年12月16日
受理日　2014年 2月 7日



福田：局所インピーダンス計測を用いた続発性下肢リンパ浮腫の早期発見の可能性

─ ─77

れるものであり9），計測したインピーダンス値より算
出した．次に，Kruskal-Wallis検定にてステージ間の
測定値の差，Jonkheere-Terpstra検定にてステージの
順番による傾向を検討し，有意水準は p < 0.05とし
た．分析には SPSS Statistics 20.0を用いた．
4．倫理的配慮
　研究の目的，協力内容とデータ収集方法，プライバ
シーの保護，協力の自由意志について文書を用いて口
頭で説明し，書面にて同意を得た．収集したデータ
は，連結可能匿名化にて管理し，プライバシーの保護
に努めた．また本研究は，所属施設の倫理委員会の承
認を得て実施した．

結　　　　　果

　対象者のうち，BMI17以下および30以上の者は極端
な体型であること，ステージⅢは対象者が 3例と少な
いことから，分析から除外した．分析対象者は， 0

期：24例，Ⅰ期：21例，Ⅱ期：22例，Ⅱ期後期：16

例であった．
1．対象者の特性
　対象者の特性を表 1に示した．年齢はステージが
上がるほど高く，有意差がみられた．しかし，身長，
体重，BMIはステージ間で差はなかった．

2．リンパ浮腫のステージによる周径および ZIの差
の検討

　ステージごとの周径および ZIをそれぞれ表 2，図
2・ 3に示した．周径は，患側肢でステージ間に差が
みられ（下腿 p = 0.001，大腿 p < 0.001），ステージが

上がるにつれ周径が増える傾向がみられた（下腿 p < 

0.001，大腿 p < 0.001）が，健側肢では差は見られな
かった．しかし ZIは，患側肢，健側肢ともにステー
ジ間に差があり（患側：下腿 p < 0.001，大腿 p < 

0.001，健側：下腿 p = 0.001，大腿 p = 0.010），傾向
検定においても，ステージが上がるにつれ，ZIが上
昇していた（患側：下腿 p < 0.001，大腿 p < 0.001，
健側：下腿 p < 0.001，大腿 p = 0.002）．また ZIは，
Ⅱ期以上の健側肢の値が，Ⅰ期の患側肢の値より大き
かった．

考　　　　　察

1．リンパ浮腫のステージによる周径および ZIの差
の検討

　対象者の身長，体重，BMIはステージ間で差がな
かったため，身体計測上の差はないと言える．ゆえ

図 1．周囲径の測定部位

表 1．対象者の特性

表 2．ステージ間の周径の差

図 2． 下腿のインピーダンスインデックス（ZI)のステー
ジ間の差

図 3． 大腿のインピーダンスインデックス（ZI）のステー
ジ間の差位
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に，患側肢の周径の差は，リンパ浮腫による影響と考
えられる．
　一方，健側肢の周径には差がなかったことから，健
側肢には形状的な差はなかったと言える．しかし ZI

に関しては，患側肢，健側肢ともにステージ間で差が
みられ，ステージが上がる毎に ZIが上昇しており，
健側肢についてもリンパ浮腫が進行していることが推
測された．また，Ⅱ期以上の健側肢の ZIはⅠ期の患
側肢の ZIより大きかったことからも，健側肢の水分
貯留は明らかであろう．よって，周径に表れていなく
ても，健側肢にもリンパ浮腫が生じている可能性があ
り，浮腫の早期発見のためには ZIの測定が有用であ
ることが示唆された．
2．研究の限界と今後の課題
　本研究では，対象者の術前の下肢周径が不明である
ため，測定時点で片側性のリンパ浮腫と判断されてい
る者を対象に調査を行った．ゆえに，健側肢と判断さ
れている下肢であっても術前に比べると少なからず周
径が増加している可能性は否めない．今後は，術前に
周径の測定を行った上で，術後，定期的に周径の測定
および ZIの測定を行い，リンパ浮腫の発生と ZIの変
化を検討していく必要がある．

結　　　　　論

　本研究の結果，腫大や圧痕がみられず，肢周径測定
では片側性と判断されている患者においても，ZIを
用いることで健側肢にもリンパ浮腫が生じている可能
性が推測された．よって，リンパ浮腫の早期発見に
ZIの測定が有用であることが示唆された．




