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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



方 法
【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25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】42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
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１ 施設（2.3％）

3 施設（7.1％）

3 施設（7.1％）

理学療法士 42件（100%）

感染指定病院 17件（42.5%）

非感染指定病院 23件（57.5%）

Q. 感染指定病院の割合 (n: 40)

Q. 回答者の職種 Q. 所属施設の所在都道府県

福島 １ 施設（2.3％）

群馬 １ 施設（2.3％）

新潟１ 施設（2.3％）

長野

福井１ 施設（2.3％）

京都 １ 施設（2.3％）

１ 施設（2.3％）

2 施設（4.8％）福岡

宮崎 1 施設（2.3％）

鹿児島 1 施設（2.3％）

高知 3 施設（7.1％）

愛媛 １ 施設（2.3％）
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Q. COVID-19患者の入院実績・総数 n: 41

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 n: 41

(2020年1月〜6月末)

(2020年1月〜6月末)



27 (65.9%)

14 (34.1%)

入院あり
入院なし

Q. COVID-19患者の入院の有無 n: 41



7 (25.9%)

20 (74.0%)

間接介入
未介入

Q. COVID-19患者のへのリハビリテーション対応 n: 27

COVID-19患者の入院があった施設のみ回答



Q. 間接介入している職種 n: 7
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(複数回答可)

Q. 間接介入時のリハビリテーション算定 n: 7

算定あり 2件（28.6%） 算定なし 5件（71.4%）

COVID-19患者に間接介入している施設のみ回答



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 n: 7 (複数回答可)

腹臥位を含む体位管理・ポジショニングの指導（2件）

離床の指導（4件）

人工呼吸器離脱後のセルフエクササイズの監修・指導（3件）

テレビ電話などを利用した遠隔での離床・筋力トレーニング（3件）

テレビ電話などを利用した遠隔でのADLトレーニング（1件）

テレビ電話などを利用した遠隔での認知機能低下予防介入（1件）

コミュニケーション手段の評価とデバイスの提供（1件）

テレビ電話などを利用した遠隔での摂食機能評価・嚥下訓練（1件）

カンファレンスの参加（2件）

パーティションを挟んでのエクササイズ指導（1件）

紙媒体を作成しナースへ指導 （1件）

軽症・中等症例へのセルフエクササイズ指導（1件）



Q. 今後のリハビリテーション介入予定 n: 20

COVID-19患者に未介入の施設のみ回答

5 (25%)

1 (5%)

13 (65%)

1 (5%)

直接介入

間接介入

未定

陰性後、必要に応

じて介入予定



Q. 未介入の理由 n: 20
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1

1

9

9
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重症者がいないため未検討

軽症患者収容施設のため

リハビリ適応患者がいない

リハビリテーション科（部）の方針

医師の判断

ICTの判断

病院自体の方針

(複数回答可)



1 (7%)

1 (7%)

12 (86%)

直接介入

間接介入

未介入

Q. COVID-19患者入院時の部署内での想定・対策の有無 n: 14

COVID-19患者の入院がなかった施設のみ回答

あり 9件（64.3%） なし 5件（35.7%）

Q. COVID-19患者入院時の介入予定 n: 14



Q. 未介入の理由 n: 14

入院があっても未介入の施設のみ回答
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入院予定がない

リハビリテーション科（部）の方針

医師の判断

ICTの判断

病院自体の方針

(複数回答可)



Q. 予定している介入方法 n: 1

入院があれば直接介入の施設のみ回答

(複数回答可)

関節可動域練習

腹臥位を含む体位管理・ポジショニング

筋力トレーニング（徒手抵抗、セラバンドなど）

離床（Tilt table含む）

せん妄・認知機能評価および認知機能低下予防介入

ADLトレーニング

Q. 予定している介入方法 n: 1

入院があれば間接介入の施設のみ回答

(複数回答可)

腹臥位を含む体位管理・ポジショニングの指導

離床の指導

人工呼吸器離脱後のセルフエクササイズの監修・指導

カンファレンスの参加



Q. 第2波・第3波が来た場合のリハビリ介入予定 n: 41

全体回答

6 (15%)

6 (15%)

28 (68%)

1 (2%)

直接介入

間接介入

未定

基本的には間接介入だが

必要に応じて直接介入



9 (22%)

0 (0%)

28 (68%)

2 (5%)
2 (5%)

疑似症に対してもPPEを着用して介入

疑似症に対してはCOVID-19陽性患者と

担当者を分けて介入

疑似症の疑いがはれてから介入

疑似症は疑いがはれても念のため介入し

ない

方針未定、未検討
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Q. 今後のCOVID-19患者入院時の直接または間接介入
予定の職種 n: 41

(複数回答可)

Q. 今後増加が予測される疑似症への対応 n: 41



Q.今後COVID-19患者への介入が必要となる場合に
知っておきたいこと n: 42

介入者の家庭内感染の割合

感染対策、介入リスク

摂食嚥下領域の情報、他施設の対策方法

総合的な介入効果（身体的効果、経済的効果など含めた）

COVID患者介入後の、非COVID患者への介入について

リハ介入量（単位・リハ内容の種類・制限など）の事前調整の必要性や程度

有効な介入手段、リハ内容（他呼吸器重症患者との違いは）

リハスタッフの人員配置（担当者は1人に固定するのか、ローテーションなど）

PCRが陰性になった後から介入する場合のPPEの必要性と期間

機能低下高齢者、介入優先対象（重症度）

施設間の差異があるため、本邦での対象患者の判断基準

絶対的に必要最低限のPPE

介入セラピストの生活やメンタルケア

病態生理

直接介入したスタッフ（PPE装着）が感染した事例があるのか、介入スタッフの感染率な
ど

(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（その1）n: 42 (自由記載)

診療科の患者数割合、入院・外来患者の減少、予定手術の遅延 (4件)

ゾーニング（時間帯も含む） (5件)

病棟専属性への切り替え、またはその検討 (7件)

院内での常時マスク装着（患者も含む） (6件)

診療時は常時マスクとゴーグルを着用

必要に応じてゴーグル着用

職員の就業前の検温の義務化、1日２回の体調チェック、体調管理 (3件)

室内換気、清掃意識、掃除や備品消毒回数の増加 (3件)

歩行器やエルゴメーターなど機器使用後に毎回消毒

昼食摂取場所、食事時のソーシャルディスタンス (2件)

STの摂食嚥下介入停止、外来リハの停止、面会制限、面会停止

病棟間移動の制限、リハ室使用の制限

常時入館トリアージを実施

防護具の使用制限、MRSAやCD等の患者に対してエプロン対応となった (3件)

手作りガウンの使用

外来者に対してのマスク装着、手指消毒の徹底

スタンダードプリコーション、感染対策の徹底 (2件)



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（その2）n: 42 (自由記載)

個人用の手指消毒液の配布、手指消毒や手洗いの意識 (3件)

リハビリテーション室内の在室患者の管理を開始

リハビリチームの細分化、リハビリ部内での対策チームの設立

定期的なPPEの講習・練習、ICTとの連携

業務時間以外での行動記録の記載

感染対策マニュアル策定

時差出勤

37.5℃以上の発熱患者の当日介入中止

感染対策について医師から指示が出るようになった

抗原検査やCT、PCR検査の件数の増加

COVID-19疑い患者に介入していたが、流行後は疑い患者でも感染否定されるまでは介
入禁止となった

病院全体としては3密対策を講じているものの大きく変化していないと感じている。特に
医師、病棟看護師の対策については不十分と感じる

職員の感染に対する病院の対策が厳重になった。ただ、7月以降は増えているにもかか
わらず、それ以前に比べ緩くなった印象がある。患者が重症化しにくいことや、病院自体の
収益もこれには影響していると思われる

特にない



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 n: 41 (複数回答可)
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リハビリ室の用具や周辺機器の消毒回数が増えた

感染対策についてSNSなどで共有・情報収集した

感染予防の啓蒙動画や資料を読むようになった

感染予防のトレーニングをリハビリテーション科（部）で行った

感染予防のトレーニングを病院全体で行った

感染に対する意識が強まった

PPEの着脱訓練・指導を受けた

PPEの着脱について意識するようになった

手指消毒・手洗いのタイミングが適切になった

手指消毒・手洗いの回数が増えた



ま と め

 23都府県41施設からの回答を得た

 COVID-19患者の入院があった施設は回答施設の65.9%で

あったが、その施設の中でリハビリ未介入は74%であった

 間接介入では看護師への指導以外に、デバイスを使用しての
遠隔での指導や、パーテーションを挟んでの指導など感染予防
の工夫が見られた

 病院やリハビリ部署の方針で未介入の施設が多いが、

今後も未定な施設も多く、リハビリ介入方法や体制、

感染予防対策の普及が求められる
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