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呼吸不全とリハビリ
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疫学

アメリカでは毎年30万人以上の人が急性呼吸不全となり、人工呼吸器を
必要とし、ICUに入室すると言われている。

近年、集中治療の進歩とともに、急性呼吸不全の患者の死亡率は
年々減少傾向であり、退院時生存率は80%以上を超えている。

ただ、急性呼吸不全患者の退院後5年間の身体的QOLは下がる。
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急性呼吸不全患者に対する理学療法は安全に実施できる :	観察研究(3編)
・Early	activity	is	feasible	and	safe	in	respiratory	failure	patients.

Crit Care	Med	2007;35:139–145
・Early	intensive	care	unit	mobility	therapy	in	the	treatment	of	acute	 respiratory	failure.	

Crit CareMed	2008;36:2238–2243
・therapy	management	and	patient	outcomes	following	ICU	acquired	weakness:	a	case	series.	

J	Neurol Phys Ther 2011;35:133–140

急性呼吸不全患者に対する早期からの理学療法に関するRCT(2編)
・Early	exercise	in	critically	ill	patients	enhances	short-term	functional	recovery.	

Crit Care	Med	2009;37:2499–2505
・Early	physical	and	occupational	therapy	in	mechanically	ventilated,	critically	ill	patients:	a	
randomised	controlled	trial.	

Lancet	2009;373:1874–1882

人工呼吸器装着患者を対象としたリハビリテーション



その中でも代表的な研究であるLancet2009年のおさらい



Early	physical	and	occupational	therapy	in	mechanically	ventilated,	
critically	ill	patients:	a	randomized	controlled	trial

Lancet	2009;373:1874-82

Design:	randomized	controlled	trial
Setting:	two	university	hospitals
Background	:	ICUにおける人工呼吸器患者におけるdaily	interruptionと physical	,	occupational

therapyとの相関性の効果を検討

Methods:		少なくとも24時間以上の人工呼吸器管理が予測され、さらに人工呼吸器管理が

72時間以内であった18歳以上の鎮静患者104人を鎮静中断中に

1.早期に理学療法と作業療法を行う群と

2.プライマリーケアチームによってオーダーされた時に治療行う群

にわけ、退院時の日常生活能力の回復を取り戻した人数を調査。

Primary	endpoint:退院時の日常生活や歩行の独立性と6つの運動

(入浴、着替え、食事、見繕い、ベッドから椅子への移動、排泄)の能力が回復した人数

Secondary	endpoint:	せん妄期間、28日間における人工呼吸離脱期間、ICU・病院滞在期間

その他:	Barthel	Index	score、ADLでの自立項目数、介助なしで歩ける距離など

Daily	interruption:	両群ともにRASSをみながら行われた。

Early	exercise	and	mobilisation:	毎朝鎮静を中断し、四肢の受動運動→コミュニケーションがとれれば能動運動→座位→立位

→ベッドから椅子への移動→歩行と段階的にPT/OTが行う。
2011年4月火曜勉強会改変



↑2群間に有意差なし。

鎮静・鎮痛薬投与時間や投与量に→
差はなかった。

2011年4月火曜勉強会改変



結果
退院時に自立した身体機能を取り戻したのは
早期リハ群で29名(59%)に対し、標準的ケア群
では19名(35%)にとどまった。(p=0.02)

また自立した身体機能を取り戻すのに標準的
ケア群は早期リハ群に比べて約2週間遅い。

せん妄期間は早期リハ群で有意に短かった。
人工呼吸期間も早期リハ群で短かった。

Barthel	Index	scoreは早期リハ群で有意に高
かった。

しかし、ICU・病院滞在期間では有意差はなく
病院死亡率においても変わらなかった。

2011年4月火曜勉強会改変



早期リハ群では挿管後 初のPT/OTの介入が1.5日であった。
(標準ケア群:7.4日 p<0.0001)
早期リハ群でより自立した患者が多く、特に退院時の介助なし
での歩行距離は長かった。(33.4m	vs.	0m	p=0.004)

挿管されてから自立するまでの時間はすべての項目において早期リハ群で有意に短かった。

また退院時における自立して行える各項目(食事、入浴など)はすべて早期リハ群で高かった。

リハに伴う合併症は全リハ件数498回のうち重度の低酸素血症(SpO2	80%↓)が1例認められたのみであった。
4%の患者でリハが中断されたがほとんどは人工呼吸器との非同調であった。 2011年4月火曜勉強会改変



人工呼吸患者に対する早期リハビリテーションは、機能

予後の改善、譫妄の予防・改善、人工呼吸器からの早

期離脱には有効であるが、生命予後は改善しない。

Lancet	2009;373:1874-82



JSEPTICアンケート

質問4．あなたの病院のICU	では人工呼吸管理となった患者に対して下記のメニューは行われていますか？
A:よく行っている、B：時々行っている、C：行っていない、D：分からない

2016年1月
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Introduction

急性呼吸不全はその後、身体機能の低下を招く。

リハビリ療法は身体機能低下を防ぐだけでなく、急性呼吸不全からの
回復期間・入院期間・ＱＯＬなどを改善する可能性が報告されている。

本研究は、ＩＣＵにおける急性呼吸不全の患者に対して、早期から標
準化されたリハビリ療法を行うことで上記のoutcomeに与える影響を
検証するために施行された。



Methods
Design:	randomized	controlled	trial

Setting:	Single-center（Wake	Forest	Baptist	Medical	Center,	North	Carolina）

急性呼吸不全で人工呼吸器を要する患者300例を無作為に2群化

（割り付け方法：コンピュータによるランダム割り付け）

• 介入群には標準化したリハビリ療法（standardized	rehabilitation	therapy:	SRT）を

PT+NS+NSアシスタントが毎日、退院まで（ＩＣＵ退室後も）実施する

• 対象群には通常のリハビリ療法（臨床チームから要請があった場合にのみ理学療法を施行。

ただし平日のみ）を実施する

評価は盲検化された第三者の評価者により行われた

（Single-blinded	RCT）



Methods	(schedule)

割り付け

リハビリ療法

各種評価



Patients



Study	Measurements	and	Procedures

受動的関節可動域訓練

上肢：指関節から肩関節までの各関節

下肢：指関節から股関節までの各関節

上記関節の屈曲・進展を看護師の介助のもとPTが行うことで、関節可動域
の拘縮の予防、改善を目指す。



Study	Measurements	and	Procedures
理学療法

臥位の患者においてはブリッジ訓練を行う。

膝を立て、背部と両足を支えに骨盤がベッドから離れることを目標に各種筋力
トレーニングを行う。目標が達成されたら、片足でのブリッジ訓練に移行する。

座位が可能な患者においては、メカニカルベッドによるギャッジアップから座位
へと徐々に段階を上げ、体幹のバランスを保つ訓練を行う。

その後は端座位、立位へと段階を上げる。



Study	Measurements	and	Procedures
筋力増強訓練

関節可動域訓練にて問題がない患者はゴムバンドを用いた筋力増強訓練に移行
する。バンドは伸縮力に種類があり、完全に伸びきるのに必要な強度は500g～
5000gの幅で8種類用意されている。

も弱いものから開始し、8往復を3セット行うことができたら次の強度へと段階を
上げる

• Bed-Level	Supine	PRE（臥位での筋力増強訓練）

体幹：背屈

上肢：肘関節の進展・屈曲、肩関節の進展・屈曲

下肢：膝関節の進展・屈曲、股関節の屈曲（伸ばした足の挙上）

• Sitting	Position	PRE（座位での筋力増強訓練）

上記と同様の訓練を上肢、下肢に対して行う



Study	Measurements	and	Procedures

患者の意識がないと判断された場合

受動的関節可動域訓練のみ行う

患者の意識があると判断された場合

受動的関節可動域訓練

理学療法

筋力増強訓練

の3つを行う

対照群には定められたプロトコールはない



Outcome

Primary outcome： 入院期間

Secondary	outcome:	人工呼吸器使用日数

ICU入室日数

SPPB（Short	Physical	Performance	Battery）score
SF-36（36-item	Short-Form	Health	Surveys）score
FPI（Functional	Performance	Inventory）score
MMSE（Mini-Mental	State	Examination）score
握力・ハンドヘルド・ダイナモメーター測定力



Statistical	analysis

Sample	size
入院期間が30%低下すると仮定 → 80%の検出力であれば326人の患者が必要

（信頼区間：95％、有意水準：p＜0.05）
Intention-to-treat解析

Primary	outcome
Kaplan-Meier法にて解析

2群間の比較にはlog-rank	testを用いた



Statistical	analysis

Secondary	outcome
Variance	model解析、Unstructured	covariance	matrix(分散行列)
Hazard比を推定にはCox	proportional	hazards	regression	modelを用いた

Analyses
X2検定 : 入院時、退院後の解析に用いられた
Wilcoxon	signed-rank	sum	test	:	人工呼吸器時間、ICU滞在日数

Software
SAS statistical software, version 9.4.



Results

300人がrandomized
150人ずつに振り分け

除外された人数が多い
特にICが取得できなかった患者が
318人と半分以上いた



両群の患者背景に
明らかな有意差なし

Results

平均年齢は56歳

特徴的なのは…
女性が55%と多いこと
HOTが20%と多いこと



Results

6ヶ月後までfollow-upできた参加者の患者背景
APACHE	Ⅲのみ介入群で有意に高かった
その他の項目に有意差なし



○リハビリ療法の開始時期（入院後日数）
受動的関節可動域訓練（中央値：1日）
理学療法（同：3日）
筋力増強訓練（同：4日）

対照群の通常治療（同：7日）

○リハビリ療法の実施期間（実施日数）
受動的関節可動域訓練（中央値：8日）
理学療法（同：5日）
筋力増強訓練（同：3.0日）

対照群の通常治療（同：1日）
対照群は理学療法が中心。筋力増強訓練は行われなかった。

リハビリ療法以外の治療については同様に扱う
→実際にどのような治療を受けたかに関しては記載なし

Results



Results

入院日数の中央値は、対照群が10日（四分位範
囲：7～16）に対し、SRT群も10日（同：6～17）と同等
（p＝0.41）。
人工呼吸器使用日数やICU入院日数についても、
両群で有意差はなし。



入院期間に関するカプラマイヤー曲線
明らかな有意差を認めない

Results



退院先の種類（自宅・リハビリ病院・療養施設・ホスピスなど）
明らかな有意差なし

Results





Results

6ヵ月後の身体機能を表すSPPBスコアは、SRT群が対照群より有意に
高かった（群間差：1.1、p＝0.04）。SF-36身体機能スコア（群間差：12.2、
p＝0.001）、FPIスコア（群間較差：0.2、p=0.02）についても、SRT群が対
照群より有意に高かった。ただ、握力（p＝0.23）やハンドヘルド・ダイ
ナモメーター測定力（p＝0.82）では有意差は認めなかった。

一方、QOLや認知機能のスコアである6SF-36精神機能スコア（p＝
0.05）、SF-36メンタルヘルススコア（p＝0.19）、MMSEスコア（p＝0.17）
においては、両群で差を認めなかった。



Adverse	events

重篤な有害事象（挿管tube事故抜管、

末梢line事故抜去、患者の転落・転倒、

心肺停止など）は発生しなかった。

発生した有害事象に関して、両群間で

明らかな有意差はなし。

また発生した有害事象のうち95%は

リハビリと関連しないと判断された。



Discussion
急性呼吸不全の患者において、通常ケア群と比較して介入群は入院期間
を短縮させなかった。

今回の結果からだけ見ると、ICUで急性呼吸不全の患者に対する早期から
のリハビリの効果ははっきりしない。

介入群は研究期間（入院から退院まで）のうち87%で関節可動域訓練、55%
で理学療法、36%で筋力増強訓練を受けているのに対し、対照群は12%で
理学療法を受けたのみであった。

他のアメリカのICUではもっと少ない可能性もある。

6ヶ月後の身体機能について、握力などの客観的数値は変わらないが、
SPPB・SF-36で有意差があった点について。退院後の長期的なfollow-upでは
評価者が異なる（患者自身の自己申告）ため評価が難しい。

また退院後のリハビリについて、介入群の方がより積極的に行われた（モチ
ベーションの面でのbias）可能性も考えられる。



Limitation

予想以上に離脱者が多く、当初の目標（326人）を下回った。

退院後のリハビリに関するprotocolがないため、長期的follow-upに
おいて一貫性が失われた可能性がある。研究をデザインする時点
で、退院後の治療・評価についても規定する必要があった？

明確な鎮静のprotocolがないため、両群ともに不必要に長い期間
（深い）鎮静をされていた可能性がある。それがリハビリ療法に影響
を与えた可能性も大きい。



2009-2016（Lancet以降）の期間に発表された

ICUリハビリに関するその他の主な論文の紹介



Design Background N Primary	
outcome

Secondary	
outcome

備考

Critical	Care	2013
Denehy et	al

Single-center	RCT ICU入室時より積極的に

リハビリを行うことで身体
的機能・QOLに与える影
響を検証

150 ICU退室後から
12ヶ月後までの

6MWT
→有意差なし

入院期間
→有意差なし

ICU退室後から
12ヶ月後までの

TUG test
PFIT
SF-36v2
AQoL
→有意差なし

Intensive	Care	
Med	2014
T.	D.	Girard et	al

Single-center	RCT
Pilot	study

ICU入室患者に対する早

期のリハビリ介入・認知
機能訓練が、認知機能・
身体機能・QOLに与える
影響を検証

通常治療群、早期リハビ
リ介入群、早期リハビリ
＋認知機能訓練群の3グ
ループに割り付け

87 呼吸器期間
ICU在室期間

入院期間
→有意差なし

安全性（alert)
→有意差なし

3ヶ月後の
Tower	test
DEX
MMSE
TUG
Katz	ADL
FAQ
EQ-5D	VAS
→有意差なし

認知機能訓練を
取り入れることは
安全であり、認知
機能の改善に有
効？

評価項目
• 身体機能

• 認知機能
• QOL

ICUに5日以上滞在した患者

呼吸不全もしくはショックの患者



Design Background N Primary	
outcome

Secondary	
outcome

備考

JAMA	Intern	Med.	
2015
Timothy	S	et	al

2-center	RCT ICU退室後から強化リハ

ビリ療法を行い、身体機
能、QOLへの影響を検討

240 3ヶ月後の
RMI
→有意差なし

退院時の
ICU滞在期間
RMI
握力
VAS
→有意差なし

3ヶ月後の
死亡
SF-12
HADS
DTS
TUG
握力
VAS
→有意差なし

3ヶ月後の患者満

足度に関してのみ
介入群で有意に
高かった

JAMA 2016
K	Schmidt et	al

9-center RCT 敗血症患者に対するICU
での早期リハビリが身体
機能とQOLに対する影響
を検討

291 6ヶ月後の
MCS
→有意差なし

6ヶ月後の
SF-36
MDI
PTSS-10
TICS-M
XSFMA	F/B
ADL
→有意差なし

評価項目
• 身体機能

• 認知機能
• QOL少なくとも48時間以上MV管理を必要とした患者

敗血症患者



Design:	randomized	controlled	trial

Setting:	5-center

Background	:少なくとも4日以上呼吸器管理を必要とした急性呼吸不全の患者を

対象に、ICUでの集中的なリハビリ療法が身体的機能に与える影響について検討

N=120

Am	J	Respir Crit Care	Med Vol	193,	Iss 10,	pp	1101–1110,	May	15,	2016



Methods

• 介入群：ICU在室時から退院後も（自宅でも）定められたPT	programを実施

• 対照群：通常のリハビリ治療

• Primary	outcome					:	1か月後のCS-PFP-10（6ヶ月後までfollow-up）

• Secondary	outcome:	ICU滞在時間

呼吸器期間

入院期間

退院先（自宅か転院か）



Results
実際に受けたリハビリ回数・時間は介入群が
有意に多かった。

Primary	outcome
Follow-up期間中CS-PFP-10 scoreは両群ともに
改善傾向にあり、両群間に有意差はなかった。

Secondary	outcome
ICU滞在時間、呼吸器時間、入院期間、退院
先（自宅か転院か）について有意差は認めな
かった。



Discussion

Lancet2009以降の研究と同様に、ICUにおける集中的リハビリは患者の機能的予
後に影響を与えないという結論に至った。しかし有害事象については両群間に差
がなく、集中的リハビリが安全に行えることが示された。

Limitationは…
• 急性呼吸不全の原因が多岐に渡っていた。原因疾患の層化が必要？

• より大きなsample	sizeが必要？

• 転院先（リハビリ病院など）でのリハビリプログラムについては干渉していない。

• リハビリ介入が早すぎる？急性期の蛋白異化が亢進している時期のPTは有害
である可能性がある。



いずれの論文もICUにおける集中的リハビリ介入が、長期的な身体機
能、入院期間、予後などに関して有効であることを示していない。

Lancet2009とは異なる結果。

なぜ？

JAMA2016のEditorial



JAMA2016	Editorial
○ICU患者における身体機能低下の病態生理が発展途上であるため、患者選
択・介入方法・介入時期・評価方法が不適切である可能性がある。

例えば本研究では、退院6ヶ月後の身体機能（患者報告）において改善を認め
るにもかかわらず、握力などの客観的数値には改善なし。

→患者報告であるというbiasに加えて、評価項目としての客観的数値が妥当で
はない可能性も示唆される。

○リハビリ内容の問題点

急性期の患者においては介入できるリハビリに制限があり、対照群との差別化
が難しい場合がある。

またICU患者の状態は様々であり、介入群のなかでも統一化されたリハビリを
施行できているとは限らないと予想される。



JAMA2016	Editorial

○評価項目の問題点

身体機能、QOL、認知機能、精神機能に対する評価項目が250以上存在するため、
評価方法が多様化している。そのためmeta-analysisを行うことが困難である。

○退院後のリハビリに関する問題点

リハビリ療法がICUから病棟、退院後の施設・自宅へと移り変わることでリハビリ
の方法、形態はさらに多様化する。それらを一元的にとらえ、長期予後・機能など
を評価することは妥当性に欠ける。退院後の施設・自宅でのリハビリ内容を含め
た包括的なリハビリprotocolの運用、研究デザインが求められる。



H26年度よりICU学会において、ICU領域における早期リハビリテーショ

ンの内容や体制の標準化を進めることを目的に、早期リハビリテー
ション委員会が設立された。

現在エキスパートコンセンサスを提出した段階。

日本では



集中治療室における早期リハビリテーション
〜早期離床やベッドサイドからの積極的運動に関する根拠に基づくエキスパートコンセンサス〜

日本集中治療医学会 早期リハビリテーション委員会

Ⅳ. 早期リハビリテーションの効果について

CQ4-1	:	早期離床やベッドサイドからの積極的運動は、退院時や退室時のADL再獲得に効果はあるか？
A	:
・早期離床やベッドサイドからの積極的運動により、退院時のBarthel	Indexおよび機能的自立度が有意に
改善する
・退室時におけるADL再獲得における報告は少なく、今後も検証が必要である。

CQ4-2	:	人工呼吸管理中の歩行練習を含めた運動療法はADL再獲得に効果はあるか？
A	:
・人工呼吸中の歩行練習を含めた運動療法とADL再獲得の関係は、現在のところ科学的根拠に乏しい。
・早期から歩行を含めた運動療法を開始することは、歩行能力を改善する可能性がある。

CQ4-3	:	早期離床やベッドサイドからの積極的運動は、ICU獲得性筋力低下(ICU-AW)を予防するか？
A	:	
・現時点では、早期離床やベッドサイドからの積極的運動がICU-AWの予防に有効であるとする科学的根拠は
乏しい。ICU-AWを評価した上での検証が必要である。



集中治療室における早期リハビリテーション
〜早期離床やベッドサイドからの積極的運動に関する根拠に基づくエキスパートコンセンサス〜

日本集中治療医学会 早期リハビリテーション委員会

Ⅳ. 早期リハビリテーションの効果について

CQ4-5	:早期離床やベッドサイドからの積極的運動は退院後のQOLを改善するか？
A	:
・早期離床やベッドサイドからの積極的運動が退院時のQOLについては改善する可能性が示唆されている。
しかしながら、退院後3-12か月後のQOLを改善するという明確な根拠は今の所ない。

CQ4-6	:早期離床やベッドサイドからの積極的運動はICU在室期間を短縮するか？在院日数を減らすか？
A	:
・早期離床やベッドサイドからの積極的運動によって、ICU在室期間や在院日数は短縮する。

CQ4-7	:早期離床やベッドサイドからの積極的運動は人工呼吸器離脱を促進するか？
A	:	
・早期離床やベッドサイドからの積極的運動は人工吸器離脱を促進する可能性がある。



まとめ

今回の研究では

急性呼吸不全のICU患者に対するリハビリ療法の強化は、入院期間・ICU滞在期
間・人工呼吸器時間・長期的な身体機能・認知機能・QOLなどに影響を与えない。

急性呼吸不全に限らず、ICU患者全般においても近年同様の報告がなされている。

大規模なRCTはなく、エビデンスとしては乏しいのが現状である。

ICUにおけるリハビリ療法に関する研究については、研究デザイン・評価方法など
に問題点が多く、一貫性がないのが現状である。



私見

リハビリ治療は直後に結果が出るようなものではない。

入院期間・呼吸器時間などの短期的なoutcomeを設定するのは難しい？

多施設（退院後の施設も含めて）の共同研究を行うにあたって、看護師やPTの人員・
能力が施設によって異なるために、共通のprotocolを運用するのは難しい？

ICUにおける通常のリハビリ治療は年々改善され、質の高いものになっている。

そのため介入治療を特徴づけることが難しくなっている可能性もある？



私見

Lancet2009に代表されるいくつかの研究では、ICUにおけるリハビリの強化が患者
の機能予後に関して有効であることを示している。近年の研究ではその有効性を
示すことはできなかったが、少なくとも患者に不利益を与えるという報告はない。

強化リハビリ療法が安全に行えることが、いくつかの研究で示された。

これらの点から、現時点では（ICU学会で提示されているように）リハビリ療法を早期
から集中的に行うという方針は妥当であると考える。

大規模なRCTが存在しないため、今後の研究に期待される。


