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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】 2021年9月13日から2021年9月26日までの2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】30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



埼玉

千葉

東京

神奈川

石川

静岡

大阪

兵庫

岡山

2 施設（6.7％）

1 施設（3.3％）

1 施設（3.3％）

2 施設（6.7％）

1 施設（3.3％）

2 施設（6.7％）

3 施設（10.0％）

1 施設（3.3％）

6 施設（20.0％）

1 施設（3.3％）

理学療法士 28件（93.3%）
看護師 1件（ 3.3%）
医師 1件（ 3.3%）

Q. 回答者の職種 Q. 所属施設の所在都道府県

茨城 1 施設（3.3％）

長野

京都１ 施設（3.3％）

1 施設（3.3％）福岡

大分 1 施設（3.3％）

宮崎 1 施設（3.3％）

高知 2 施設（6.7％）

愛媛 1 施設（3.3％）

1 施設（3.3％）鳥取

1 施設（3.3％）広島



Q. COVID-19患者の入院の有無 n: 30

26 (86.7%)

4 (13.3%)

入院あり

入院なし



Q. 第1波の時期での重症COVID-19患者への介入状況 n: 26

COVID-19患者の入院があった施設のみ回答

9 (34.6%)

11 (42.3%)

6 (23.1%)
直接介入

間接介入

未介入

重症患者なし

入院患者なし

Q. 現在の重症COVID-19患者への介入状況 n: 26

2 (7.7%)

8 (30.8%)

16 (61.5%)

間接介入

未介入

重症患者なし



Q. 間接介入している職種 n: 2 (複数回答可)

Q. 間接介入時のリハビリテーション算定

算定なし 2件 （100%）

理学療法士 2件 その他（医師、看護師など） 1件

Q. 第1波時と比べた間接介入開始時期の変化

第1波より早期 1件 症例ごとに依頼 1件

Q. 間接介入の開始基準

ICUに入室した時から 1件
個別にICTなどの判断を得てから 1件

COVID-19患者に間接介入している施設のみ回答



Q. 重症COVID-19患者に対する間接介入内容 n: 2

(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（2件）

人工呼吸器離脱後のセルフエクササイズの監修・指導（2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（1件）

テレビ電話などを利用した遠隔でのADLトレーニング（2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）

Q. 重症COVID-19患者に対する作業療法士・言語聴覚士の関わり

作業療法士・言語聴覚士の間接リハビリテーション介入なし

Q. 嚥下診療の間接介入時期 n: 1

ICU入室中からリハビリテーション科医が毎日往診



Q. 間接介入の理由 n: 2
(複数回答可)

2

1

1

1

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



Q. 今後のリハビリテーション介入予定 n: 8

COVID-19患者に未介入の施設のみ回答

1

5

3

4

5

マンパワー不足

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

Q. 未介入の理由 n: 8 (複数回答可)

1 (12.5%)

7 (87.5%)

直接介入の予定

間接介入の予定

未定



Q. 隔離解除時期の目安 n: 10

重症COVID-19患者の入院があった施設のみ回答

Q. 隔離解除後のリハビリテーションの有無 n: 10

5 (50%)

2 (20%)

2 (20%)

1 (10%)
新型コロナウイルスPCR検査連

続2回陰性後
発症から10日後

発症から14日後

発症から20日後

5 (50%)

2 (20%)

3 (30%) あり（直接介入）

あり（間接介入）

なし

必要に応じて

転院となる



Q. 隔離解除後のリハビリテーション介入方法 n: 10

(複数回答可)

full PPE（N95マスク、フェイスシールド、長袖ガウン、手袋など）にて
個室で介入（3件）

通常の入院患者以上のPPE（サージカルマスク、
フェイスシールド/ゴーグルなど）にて個室で介入（4件）

通常の入院患者と同等のPPEにて訓練室で介入（3件）

介入なし（2件）

Q. 外来フォローアップの有無 n: 10

1 (10%)

1 (10%)

8 (80%)

自施設で外来診療

自施設で外来リハビリテーション

通所・訪問リハビリテーションなどと連携

なし



Q. 今後の重症COVID-19患者入院時の介入予定 n: 20

COVID-19患者の入院なし/重症患者なしの施設のみ回答

1 (5%)

5 (25%)

9 (45%)

1 (5%)

1 (5%)

2 (10%)

1 (5%)

直接介入の予定

間接介入の予定

未定

隔離解除後の介入

リハビリ科医が介入

軽症中等症のみ

COVID-19患者の受け入れ予定なし



ま と め

 19都府県30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86.7%だが、
そのうち重症COVID-19患者の入院があった施設は38.4%と、
本アンケート回答施設は重症患者がいない施設が多かった。

 現在間接介入や未介入の施設は、第1波時でも未介入の

施設が多く、今後の介入も未定な施設がほとんどであった。

 隔離解除後は直接介入もしくは必要に応じて介入、合わせて
80%に隔離解除後のリハビリテーション介入があった。

 隔離解除後も通常入院以上のPPEを使用している施設が多く、
感染への懸念が大きいことが考えられた。
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