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立位や歩行などのリハビリと 
呼吸筋トレーニング(inspirator y muscle training: IMT) 
どちらがいいのだろう・・・

なかなか呼吸器離脱できない・・・・



最大吸気筋力（P I、max ; +13 cmH 2O）、持久力時間（+261秒）、6分または12分の歩行距離（それぞれ+32および+85 m）および
生活の質（+3.8単位）の改善！。呼吸困難の緩和（ボーグスコア-0.9ポイント、移行性呼吸困難指数+2.8単位）。
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例えば、COPDの患者にIMT



　　 
IMT 実施しない理由の上位

・器具の 購入の必要性がある

・運動療法で十分な効果が得られるため
・選択基準や効果判定の際の指標やそれを測定す
る器機がない

IMT 実施方法は腹部重錘負荷法が最も多い 

日本の現状

呼吸筋トレーニングの現状と課題 

272 The Journal of the Japan Society for Respiratory Care and Rehabilitation

果が示されていた．そのため，ガイドラインが推奨する
ように，単独の IMTは呼吸リハビリテーションの必須の
要素ではなく，呼吸筋力が低下している症例に対して，
一般的な運動療法と併用して適用される治療手段である
ことが確認できた．

本邦における IMTの現状

　前述のように IMTは有効性が示されている反面，診療
ガイドラインにおける評価は必ずしも高くない．この結
果を私たちはどのように臨床現場に活かすべきであろう
か？実際，本邦における IMTはどのような実施状況にあ
るのか？まず，この点について把握する必要がある．
　筆者らは，2012から2016年までの 5年間の本学会学術
集会の一般総演題数のうち，IMTに関する演題がどのく
らい含まれているかを調査した．総計2,272演題中，当該
演題数は16演題（0.7％）であり，そのうち COPDを対
象としたものはわずか 4演題であった．この結果から，
本邦において IMTは積極的に取り組まれていない可能性
が示唆された．
　さらに筆者らは，IMTの現状について本学会のすべて
の会員を対象にWebアンケートを行った．回答率は14.3％
（586/4,095名）で理学療法士が約70％を占めていた．そ
の結果，「IMTを行っていますか？」という問いに，は
い55％，以前行っていた17％，いいえ28％の割合で回答
を得た．IMTを実施していない理由の上位は，①器具の
購入の必要性がある，②運動療法で十分な効果が得られ

るため，わざわざ実施する価値が不明，③選択基準や効
果判定の際の指標やそれを測定する器機がない，であっ
た．一方，IMTを実施している，または実施していたと
回答した方に，実施方法について質問した結果，腹部重
錘負荷法が最も多かった（図 4）．有害事象についても質
問したところ 5％に認め，その内容の最多は疲労や呼吸
困難の増強であった．さらに，IMTを実施していないと
いう回答者に，今後実施する予定の有無について質問し
た結果，52％は今後も実施しない，または不明であり，
その理由として，呼吸筋力を測定する器機がない，ト
レーニング器具の購入の必要性がある，対象者の選択が
難しい，IMTの付加価値が不十分などがあげられた．
　これらをまとめると，IMTを実施している会員は約
70％存在し，その方法は腹部重錘負荷法が最も多く，有
害事象もわずかであるが存在した．一方，IMTを実施し
ていない会員は約30％存在し，うち半数が今後の実施に
おいても疑問を抱いていた．以上のことから，本邦の
IMTの現状として，方法において腹部重錘負荷法が最も
多く実施されていたことが明らかになった．加えて，IMT

の実施にあたっては，適応基準や付加価値の根拠の乏し
さが問題であることが示された．

お わ り に

　COPDに対する IMTの効果は科学的エビデンスとして
示されているが，IMTは臨床場面で運動療法への付加的
位置づけであるため，積極的には適応されていない現状
にある．IMTを適応となる患者に積極的に導入するため
には，その基準の明確化や簡便な呼吸筋力評価方法ある
いは測定機器の開発，改善効果の検証など，さらなる臨
床的検討が必要であることが示唆された．
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図 4　呼吸筋トレーニングの方法
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IMT を行っていますか? 



腹部重錘負荷法?

腹部重錘負荷
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早期離床だけでも十分では？

±



人工呼吸患者に対するEM or IMEどちらの効果が高い？

そこで今回の論文



• 複数の介入の有効性及び安全性などのアウトカムについて、複数
の試験を基に複数の介入の比較の結果を統合することで、直接的
な介入間比較（直接比較）のみならず，たとえ直接的な比較の結
果が存在しなくとも間接的な介入方法間比較（間接比較）を行う
ための方法論

Network Meta analysis?

試験１ 試験２ 試験３

A vs B B vs C C vs A

A

B C

どれが一番いい？

Network Meta 
どれが一番いい？



Methods and Results
期間～2019年8月までの文献 
Databases: PubMed, The Cochrane Library, Scopus, and CINAHL
 
Keywords “mechanical ventilat*,” wean), “inspiratory muscle training,” “respiratory 
muscle training,” “breathing exercise,” “early mobilization,” “early mobilisation,” “early 
ambulation,” “early rehabilitation,” “physiotherapy,” and “physical therapy”  

適格基準：RCT. 人工呼吸患者に対するIMTとEMを含むRCT（CPT, usual care, or a 
sham）

除外基準：単純な離脱プロセスに成功した参加者を含むRCT、複合治療（EMとIMT）
を受けた参加者、神経学的疾患（脳血管事故、脊髄損傷、ミオパシーなど）を持つ参
加者、筋骨格的疾患（重度の側弯または後弯、フレイルチェスト、骨折、介入の効果
を制限する外傷など）を持つ参加者でした。

EMとIMT両方やってる論文が除外されている！



• 集められた研究は、2人の評価者によって評価された。  

• 相違が生じた場合は、2人での話し合い または3番目の評価者も
加えて話し合いで解決した。  

• Risk of biasについても同様 

• Risk of bias評価は、Cochrane Collaboration’s risk-of-bias 
tool

データ抽出・Risk of bias



Methods and Results

RCT21論文 
うち18論文を934 患者 
5方法で 
(CPT, IMT, IMT+CPT, EM, EM+CPT)  
量的統合（NMA）をおこなった

CPT：通常リハビリテーション 
IMT：呼吸筋トレーニング 
EM：早期離床



Includedされた論文

人工呼吸期間は 
＞24h、＞72h、48-72h、3-7日、＞14日と 
ばらつきのある対象

研究対象数は12-126名 
概ねサンプルサイズの小さな研究



リスクオブバイアス



Network map

早期離床

通常リハ呼吸筋リハのみ

呼吸筋リハ＋通常リハ

人工呼吸期間 離脱期間

●の大きさはその群のサンプルサイズ 
ーの太さは比較する群間の研究数



治療効果推定値



• 今回の NMA では、MV からの離脱のための理学療法介入に関する最も包
括的な情報がまとめられた。 

• 本研究では、MV の離脱期間を短縮するためには IMT+CPT が最も適切な
治療法であり、一方で EM が最も有効な治療法であることが示された。 

• IMT または EM は CPT よりも優れていることがわかった。したがって、
機械式人工呼吸器を装着した患者には、離床時間およびMV期間を短縮す
るためにIMTまたはEMを推奨すべきである。 

• しかし、異質性があるため、結果の解釈には注意が必要である。 

• 今回の結果は、これらの治療法の効果を推定する能力と精度を高めるため
に、直接比較を行う試験をさらに実施する必要があることを示している。

Conclusion


