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本アンケートにおいて、開示すべきCOI関係にある

企業などはありません。

COI



【対象】 ・JSEPTICリハビリテーション部会メーリングリスト所属組織
・Facebook内「COVID-19理学療法安全管理 情報交換グループ」
参加者のうち、急性期病院所属の理学療法士

【調査期間】 2020年8月14日から2020年9月5日までの3週間
【調査方法】 JSEPTICリハビリテーション部会アンケート班による

ヒアリングを実施後，アンケート方法とアンケートの設問を
検討。Webサイトgoogle formにて38問の仮案を踏まえて、
更にヒアリングを行い修正を加えた後に配信

【回答数】 23名
【倫理的配慮】本アンケートは西記念ポートアイランドリハビリテーション

病院倫理委員会にて承認され、全回答者にアンケート内で
同意を得た

方 法
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沖縄

３施設（13％）

２施設（8.7％） ４施設（17.4％）

１ 施設（4.3％）

１ 施設（4.3％）

１ 施設（4.3％）

１ 施設（4.3％）

３施設（13％）

１ 施設（4.3％）

１ 施設（4.3％）

２施設（8.7％）

２施設（8.7％）

理学療法士 23件（100%）

１ 施設（4.3％）

感染指定病院 6件（26.1%）

非感染指定病院 17件（73.1%）

Q. 回答者の職種

Q. 感染指定病院の割合

Q. 所属施設の所在都道府県



Q. COVID-19患者の入院実績・総数

Q. 重症COVID-19患者(人工呼吸器管理やECMO管理)
の入院実績・総数

(2020年1月～6月末)

(2020年1月～6月末)



Q .重症COVID-19患者のうち、何名の患者に
リハビリスタッフによる直接リハ介入が実施されたか

Q.重症COVID-19患者に直接リハビリテーション介入を実施
するきっかけ

(2020年1月～6月末)

集中治療医師、救命医師、COVID対応医師からの要望

(複数回答可)

(件)



Q. 重症COVID-19患者に直接リハビリテーション介入を
開始・導入するにあたり苦労した点

・間接介入から直接介入へ移行する際のシステム作り。full PPE着脱練習
・介入開始時期の判断
・部門内外でのシステム構築、リハスタッフへの勤務形態変更(単位数の

制限など)への理解、コロナ担当者の精神的負担の緩和
・介入のタイミングや評価機器の持ち込み制限
・何がいいのか、何が禁忌となるのか、わからない中での介入となり、

不安を持ちながらの介入となった事
・ PPE システム構築
・ ICT、リハスタッフからの理解
・ COVID-19リハチームメンバーと、通常リハチームメンバーの交流を

最小限とするように努力しています。そのため昼食の取り方やリハ部門
内でのカンファレンスなどのスケジュール調整などに当初苦労した

・理学療法の適応の問題
・感染管理（ICT）的にリハは入るな。現場の声はリハ入って欲しい。

その間を取ってシステムを構築するのが大変でした
・ PPE着脱

(自由記載)



Q. 直接リハビリテーション介入を実施しているリハ職種
(複数回答可)

Q. 直接リハビリテーション介入を実施している療法士の人数
(複数回答可)

(人)

(件)



Q. COVID-19患者を受け入れる以前の重症患者と比較して、
重症COVID-19患者に対するリハビリテーション介入の
開始時期(依頼時期)の違い

Q.重症COVID-19患者に対する直接リハビリテーション介入
の開始時期

・ICUに入室した時から（11件）
・患者の覚醒が得られた時から（2件）
・酸素化や循環動態が安定し、早期離床が可能となった時から（1件）
・個別にICTなどの判断を得てから（1件）
・コロナ専用病棟に入った時から（1件）
・院内ルールに則り開始（1件）
・挿管後（1件）
・入院して医師が判断してか（1件）
・多職種カンファレンスで決定（1件）
・PCR検査2回陰性を確認し介入した（1件）
・発症から10日以降（1件）

・以前と比べて早い 0件 （0％）
・違いはない 11件 （47.8％）
・以前と比べて遅い 12件 （52.2％）



Q.重症COVID-19患者に対する直接リハビリテーション
介入内容

関節可動域練習

腹臥位を含む体位管理・ポジショニング

気道クリアランス法

筋力トレーニング

神経筋電気刺激療法

ベッド上Ergo

離床（Tilt table含む）

上肢機能トレーニング

せん妄・認知機能低下予防介入

コミュニケーション手段獲得介入

ADLトレーニング

自助具の提供

ICU diary(ICU日記)

嚥下評価および嚥下訓練

(件)

(複数回答可)



・原則、機器・器具の持ち込みは禁止 （10件）
・セラバンド（7件）
・ EMS(神経筋電気刺激療法)機器（4件）
・ベッド上エルゴメーター（3件）
・握力計（3件）
・重錘（3件）
・歩行器（3件）
・打腱器やメジャーなどの測定機器（1件）
・重錘の代わりにペッドボトル（1件）
・座位保持装置（1件）
・T字杖（1件）
・踏み台（1件）
・自転車エルゴメーター（1件）
・車椅子（1件）
・腹臥位装置（1件）
・トランスファーボード（1件）

Q.リハビリテーション実施の際に、
実際に使用した器機・機具



Q.リハビリテーション実施の際に、実際に使用した
器機・機具の消毒方法

・アルコールでの消毒（4件）
・次亜塩素酸ナトリウム溶液での消毒（4件）
・病院指定の消毒用シートでの拭き取り（3件）
・機器・器具はレッドゾーン専用として運用（4件）
・機器・器具は原則持ち込み禁止(3件）
・使い捨ての物品のみ持ち込み、使用後破棄（2件）

Q. 個人防護具（PPE）の着脱訓練・指導の受講方法



Q.重症COVID-19患者に対して直接リハビリテーション介入
を行う際、組み合わせて着用しているPPE

ヘアキャップ

アイガード

フェィスシールド

N95マスク

サージカルマスク

ヘイロールマスク

アイソレーションガウン（上半身のみ）

アイソレーションガウン（上下つなぎ）

手袋（一重）

手袋（二重）

シューカバー

靴はオペ室のものを使用

手術用マスク付きガウン

FULL PPEです

⾧靴

靴は施設が用意したものを使用

(件)

(複数回答可)



Q. PPEの着脱について、その他に工夫している点

・脱衣時のクロスモニタリング （4件）
・一手順実施毎に手指消毒 （3件）
・姿見鏡でのセルフチェック（3件）
・着脱手順を掲示、毎回指差し確認（2件）
・靴は穴の空いていないものにし、介入後は靴裏と靴の表面の清拭
・ PPE以外に、COVID-19患者の介入後にシャワーを浴びる
・首が開かないように他スタッフに着用を手伝ってもらう
・三重手袋
・完璧にできるまではビデオ撮影してフィードバックを実施
・ PPE脱衣時に背側の紐は他スタッフに解いてもらう
・首元の露出にタオルの巻きつけ対応
・ガウン背面をテープで固定。着脱時は必ずペアで実施
・白衣を術着にかえて、暑さ対策

(自由記載)



Q. COVID-19患者を担当するスタッフは、COVID-19患者
以外の患者を担当しているか

Q.他の患者を担当する際の工夫
・COVID の患者は1日の最後に介入。着替えてそれ以降に患者を実施しない （13件）
・入浴してユニフォームに着替えるその後にCOVID-19以外の患者に通常通り介入（2件）
・発症から10日経つとウイルスの抵抗力が下がるみたいで、病棟を横断する条件として

10日となりました。以前は人数も多いためCOVIDのみを期間をおかずに対応していた。

※「はい」と回答した方のみ

(自由記載)



Q. COVID-19患者にリハビリを実施する以外の時間は、
控室、休憩場所などを他のセラピストと分けているか

Q.リハビリテーションの実施に関して、
直接介入以外に導入していることはあるか



Q. COVID-19患者の家族に対して配慮した点

・隣室から、ガラス越しに面会が可能時に合わせて、端座位を行った
・家族との関わりがなかった
・家族との面談をzoomを利用した通信で実施したことがあります
・携帯電話でのビデオ電話・電話などの設定
・ iPadを用いたオンライン面会
・面会禁止でほとんど家族に会えず
・濃厚接触者としてお過ごしになった２週間を労う，近所への風評等

ストレスに感じていることなどを看護師とともに会話の中で確認する
・ ICUダイヤリーやテレビ電話での状況報告
・オンラインでのリハ状況説明
・看護師経由でリハの現状を報告
・皆でなるべく面会の時間を確保し、リハビリの実施を説明し、見て頂く

電話やビデオ通話を促す
・リハの様子を動画撮影して面会時に提供する。zoom面会
・リハビリテーション時の動画を見て頂いた
・ IPADを用いて、患者が家族とコミュニケーションをとれるようにして、

家族の励ましや、患者のリハビリ状況を見て頂いた

(自由記載)



Q.直接リハビリテーション介入を実施した
重症COVID-19患者の大まかな転帰

Q.重症COVID-19患者が自宅退院した場合、外来リハビリなど
継続したフォローアップは実施しているか。または
実施する予定はあるか



Q.重症COVID-19患者が退院した後、
退院後の生活に対して配慮した点、指導した点

・重要となる臨床所見、セルフモニタリング、運動負荷の調整を指導
・廃用症候群の改善のための筋力維持方法の指導
・高次脳機能障害の疑いが残ったため、運転技能テストを受けるよう手配した
・5Metsの運動耐用能の獲得，復職できる機能の獲得
・在宅酸素の運動時の指導や外来での作業療法の介入、ICUAWの評価および

治療介入、全例6ヶ月間のフォローアップ
・酸素化不全が残存するため、運動強度の指導
・運動の継続、バランスのよい食事
・ HOTの導入と動作指導
・全身の持久性低下があったため、呼吸苦が出ない範囲や連続した動作では

休憩をはさむよう指導した
・通常のリハ指導とほぼ同様に、体力面・活動面の指導、HOT導入時の注意点
・リハビリできる範囲が病室内のみなので、耐久性のトレーニングをするよう指導
・散歩の習慣化



Q.直接リハビリテーション介入を実施するにあたり制限
されたことはあるか

・不要不急の外出制限（15件、75％）
・休憩スペースの制限（8件、40％）
・家族との同居（4件、20％）
・通勤方法の制限（2件、10％）

※電車通勤から車通勤への変更、バス乗車制限など
・自発的に別居。家族や親しい友人に合わない様にした（1件、5％）
・時差出勤（1件、5％）
・一定期間のホテル使用（1件、5％）
・医療に無関係な知人・友人への説明や接触のあり方（1件、5％）
・実施するセラピスト本人への同意書（1件、5％）
・職場内，家庭内でのゾーンニング（1件、5％）
・家庭内でのアルコールの持ち歩き（1件、5％）
・感染対策の徹底（1件、5％）

Q.直接リハビリテーション介入を実施するにあたり付与された
待遇はあるか
・危険手当などの特別手当の付与（17件、81％）
・専用ユニホームの付与（7件、33％）
・専用控室の付与（3件、14％）
・特になかった（2件、10％）
・週一回のユニホームクリーニングを毎日実施してもらった（1件、5％）
・シャワー室に、病院から石鹸やシャンプーなどの設置（1件、5％）
・時間休がもらえる職場なので、一時間早めに上がらせてもらえる（1件、5％）

(複数回答可)

(複数回答可)



Q.その他に直接リハビリテーション介入を実施するに
あたり苦労した点

・スタッフコホートを徹底
・施設内での行動制限，他者との接触の制限
・直接介入について拒否するセラピストに対するコンセンサス
・やはり圧倒的にPPEが足りなかった。医師、看護師のPPEが無くなる事態は

避けられるべきであり、介入を躊躇する一番の理由だった
・感染症病床への移動・着替え・PPE脱着に時間を要する
・他スタッフや患者への感染リスクに対する緊張感
・始めはリハ科内でも温度差があり、特にICU専属スタッフとそれ以外のスタッフ

で介入の意義や内容についてすり合わせて足並みを揃える事は大変でした。
一部が大変と言う構図にならないように組織で取り組めるように配慮した。

・スタッフのメンタルケア
・頻回に変わるシステムへの対応
・COVID-19患者に対してリハビリテーションの適応で議論するも理解されなかった
・PPEの着脱や持ち込んだ道具の消毒など実施単位以上に非常に時間がかかります
・当初は部署内でも偏見な見方をされたこともありました。基本的に私が全て対応

することになるまで、理解を得ることに苦労しました
・担当者への精神的負担の緩和をどうしていくか
・COVID-19 担当PT が元々担当していた一般患者を，他のPT に振り分けたため，

そのPT達の業務負担が増えた
・リハ内の理解 温度差

(自由記載)



Q.直接リハビリテーション介入を実施するにあたり
精神的ストレスを感じたことがあるか

Q.精神的ストレスに対して何らかのサポート体制や対処法があったか

・院内の精神科医や心理カウンセラーと面接、相談できるシステムがある（5件）
・特になかった（4件）
・医師，スタッフからの励まし，労いの言葉がけ（2件）
・介入意義が理解してないPTも存在しているので、それらを医師の方から理解するよう指導
・対処法として、食事・飲酒を楽しんだ
・職員全体に対してアンケート調査
・PPEやその運用方法のアップデートが、医療資源の量によって変更が度々あったことが

スタッフのストレスになっておりその都度、看護師や医師に聞きながら修正した

※「はい」と回答した方のみ

(自由記載)



Q.直接リハビリテーション介入を実施するにあたり
風評被害を感じたことがあるか

Q.風評被害に対して何か対処・対策をしたことはあるか

・なし（4件）
・職場の同僚から距離を置いて活動するように配慮しました
・あるであろう，との考えに立ち発言や行動に最大限の注意を払うような心がけが必要です
・当初は院内や他部署など、COVIDと関わりが少ないところからの批判などはありました
・なんとなくスタッフが遠巻きに見ているさま。コロナは嫌だ、うつりたくない、と言われ

ることも多くコミュニケーションの機会が減ったような印象はあった
・院内感染が起きたため、様々な場面で避けられている様に感じた
・総務課が相談にのり対応してくれた

※「はい」と回答した方のみ

(自由記載)



Q.所属病院/施設での感染対策がCOVID-19流行前後で
変化した点

・ 清拭、清掃の回数やタイミング。ユニフォームのクリーニング回数
・病棟担当制での実施や外来リハビリテーションの縮小
・ N95マスクの単回使用が複数回使用に変更。手袋・エプロン、手指消毒

アルコールの管理が院内物流管理SPDから総務課管理へ変更された
・急性期の通常医療の制限、入院・外来患者の減少
・経営難が一般職員にもわかるぐらい通知が来るなど方針含めて不透明な部分も

多々あると感じてしまう雰囲気です
・リハ室、廊下の手摺り等、消毒が徹底された
・全員の標準予防策の実施頻度が向上した
・患者全員にリハ中はマスク着用、実施前後の手指消毒は徹底している。

使った物品は毎回アルコール消毒し、平行棒や病棟の手すりも触れたら消毒。
外来心臓集団リハも中止、個別は継続

・スタッフコホートの意識
・体温測定と手指消毒の頻度の増加
・オンラインでのコミュニケーション機会は増加しました．無駄なカンファレンス

の削減にも繋がっています．
・リハビリテーション室での徹底したフィジカルディスタンス
・スタッフ全員が感染への意識が向上した。手指衛生のアルコール使用率が増えた
・手指消毒が徹底された
・その他の感染症患者に対して通常使用できていたPPEが不十分となったため、使用できなくなりました
・気流を作る機器の導入，患者増加に伴う段階的ゾーンニングのノウハウができた．患者家族への配慮
（ダイアリーやオンライン面会，言葉がけなど）
・リハビリテーション室内を入院・外来で使用場所を分けた
・元来、病院の方針で感染対策は徹底していたため、変化は感じません
・病院機能全体
・より徹底するようになり、マスクをしてない患者さんにはフェイスシールド着用しています

(自由記載)



Q. COVID-19流行前後でリハビリテーションスタッフの
意識について変化した点や行動した点

手指消毒・手洗いの回数が増えた

手指消毒・手洗いのタイミングが適切になった

PPEの着脱方法について意識するようになった

PPEの着脱訓練・指導を受けた

感染に対する意識が強まった

感染予防のトレーニングを病院全体で行った

感染予防のトレーニングをリハ部（科）で行った

感染予防の啓蒙動画や資料を読む様になった

感染対策についてSNSなどで共有した

もともとJCI基準に従っていたので、
今回のことで大きな変化を感じることは無かった

大きな変化はありませんでした

マスク常用，ソーシャルディスタンスなどの意識が高まった

(件)

(複数回答可)

Q.今後増加が予測されるCOVID-19疑似症の対応は
・疑似症の疑いがはれてから介入 13件(56.5%)
・疑似症に対しても PPEを着用して介入 6件(26.1%)
・陰性でも陽性でも検査結果が出てから対応
・疑い度合いによるPPEの選択
・疑われてPCR提出している患者は結果が出てから介入とし、

提出していない患者は標準予防策で通常通り介入
・入院時全例PCR体制となった。疑似症の介入についてはCOVIDチーム

以外のスタッフがICTの指示に従い、PPEを選択して介入している



・感染対策教育の徹底
・貴学会をはじめとする様々な学会や公的機関が発信している確かな情報に

基づきスタッフ一人一人が安心でき，ウイルスから心身を守る体制を構築
することが大切と思います．その上で患者さんに対して最大限の療法を実施し
良好なアウトカムへとつなげることが使命と考えます

・適切なPPEがを着用すれば感染しない。現に7月末に受けた抗原検査で陰性
だった。もちろん偽陽性は否定できないが、重要なことは適切なPPE着用である

・当院のようなスタッフ数の少ない施設では、無理な介入は感染リスクを増す
ばかりとなってしまう。スタッフ内でも介入可否や介入タイミング意見のすり
合わせをしっかりと行わなければ、科内でのすれ違いや行き過ぎれば風評被害は
起こりうると感じた。想像以上にストレスはかかる。スタッフの交代を定期的に
行うことも必要かと思う

・施設の方針に従い、感染対策を徹底し続けることが良いと感じます

Q. COVID-19の第二波にそなえて、直接リハビリテーション
介入を行なっていない施設に対してシステムや対策に関して、
コメントなどはありますか？ （その1） (自由記載)



・医師，看護師が災害とも呼べるウイルス感染症に対して関わっている中，
セラピストだけが高みの見物という態度でいては，コロナ禍が去った後に一緒
のチームとして働けるのか，目の前で困っている患者家族を見て手を差し伸べ
ないのは医療者としてよりも人としてどうなのか．今全力で取り組まなければ
組織のクルーといえるのか．COVID-19にもPICS（ーF）は生じる。
早期リハビリテーションは日常に復帰する支援ができるから積極的に取り組ん
でほしい．日々変わるゾーンニングやルールなどをスタッフ間でリアルタイム
に共有できるツールの導入は絶対に必要です（当院でも課題の一つです）．
COVID-19診療に関わったスタッフへの激励や感謝の言葉がけ，慰労金の支給
はかなり励みになっています．

・ COVID患者の退院支援がスムーズに行かないと、COVID以外の通常診療に
制限ができる。そのため、地域連携が重要と思います

・全てのcovid患者に直接リハする必要性はないと思いますが、適応を判断して
リハビリが必要な方には入った方が良いとおもいます

Q. COVID-19の第二波にそなえて、直接リハビリテーション
介入を行なっていない施設に対してシステムや対策に関して、
コメントなどはありますか？ （その2） (自由記載)



・システムの構築も必要だが、人とPPEの数の確保が必要であるため、
その対応が可能でなければ、院内感染を増やすだけだと考えます

・COVID-19患者へのリハを導入する際にはPPEの充足や施設全体としての
認識の統一が十分になされるまでは無理はしない方が良いと思います。
しかし、第二波の到来やpost COVID-19の問題などあり、なるべく多くの
施設でCOVID-19リハを導入してもらいたいという気持ちはあります

・備えて、変化に迅速に対応することが重要。もはや計画はあってないよう
なもの。職員間の不平不満を作らないような情報共有体制の構築

・回復期であろうが、維持期であろうがPPEは徹底しCOVIDの後遺症の受け
入れを実施して欲しい

・保健所がコロナ担当者への定期的なPCR検査を認めてくれない点を改善して欲しい
・リハビリテーション介入には，リハビリテーション科を含めて十分に

コンセンサスを得た上での介入が望ましい
・病棟担当性

Q. COVID-19の第二波にそなえて、直接リハビリテーション
介入を行なっていない施設に対してシステムや対策に関して、
コメントなどはありますか？ （その3） (自由記載)



 13都府県23施設からの回答を得た

 直接リハ介入を実施するきっかけは現場で対応している集中治療/救命医、
COVID対応医からの要望が多く、介入までにはPPEを含む感染予防対策
やリハ部内でのシステム構築構に苦労していた。

 重症COVID-19患者に対するリハ介入の開始時期は、以前と比べて遅いと
回答したものが半数であった。

 開始時期に関しては、各施設で様々であった。

 リハに使用する器機・機具は持ち込み禁止の施設が多かった。

 重症COVID-19患者が自宅退院した場合、外来リハなど継続したフォロー
アップを実施している、またはする予定がある施設は少なかった。

 直接リハ介入を実施するにあたり約９割の回答者が精神的ストレスを
感じていた。

ま と め
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