
JSEPTICアンケート
2019〜2020年度 第3回⽬

「早期リハは離床のみではありません！
離床以外のmobility exerciseに関する実態調査」

JSEPTICリハビリテーション部会 アンケート班
松嶋 真哉 松尾知洋 児島 範明
森脇 元希 ⼩幡 賢吾 横⼭ 仁志



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

【調査期間】 2019年11⽉26⽇から2019年12⽉27⽇までの4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（Survey Monkey）にて55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】60名



回答者/回答施設の概要



Q2. 回答者の職種

作業療法⼠
１名

リハ科医
１名56名

(有効回答数=58)

(有効回答数=58)Q3. 回答者の経験年数



Q4.回答者とICUリハの関係

・リハ科医(1)
・管理者 (4)
・午前/午後半分専従(2)

Q5.所属病院/施設の病床数

(有効回答数=60)

(有効回答数=60)



Q6.ICUの病床数

Q7. ICUの1⽇平均⼈数

(有効回答数=60)

(有効回答数=60)



Q8.ICUの形態

Q9. ICUの管理体制

・Mixed ICU(3)
・CCU (3)

(複数回答可)

(複数回答可)



ICUでの早期離床/リハビリ状況



Q10.ICUでのリハビリ処⽅率

Q11.リハビリ処⽅までの期間

(有効回答数=60)

(有効回答数=60)



Q12. ICU全患者における早期離床の実施率

本アンケートの早期離床の定義は
端座、⽴位、歩⾏、ティルト⽴位、⾜踏みなどとした

(有効回答数=60)



Q13. ICUの⼈⼯呼吸器患者における早期離床の実施率

本アンケートの早期離床の定義は
端座、⽴位、歩⾏、ティルト⽴位、⾜踏みなどとした

(有効回答数=60)



Q14.⼈⼯呼吸器患者の早期離床が実施できない理由

※各施設、頻度の⾼い理由上位４つを回答

(有効回答数=60)



離床以外のmobility exerciseの実際
Q15.早期離床以外のmobility exerciseのうち、もっとも重要と思われる介⼊は？

(有効回答数=60)



Electronic muscle stimulation（EMS）
Q16.早期離床が実施できない場合のEMSを実施するか？

(有効回答数=60)



EMS実施施設の回答（N=23）
Q17.ICU⼊室患者に対するEMSの実施率

Q18.EMS実施症例の選択基準
EMSの禁忌に当て
はまらなければ全例に実施

特に適応基準はなく、
必要があれば実施

適応基準がある
（⾃由記載）

・Frail症例、⻑期挿管が予想される症例、離床困難例
・充分なタンパク質投与がなされてから
・禁忌に該当なく、意識障害や⿇痺により⾃発運動が得られない
・補助循環装置がなく，神経学的な予後が不良でない場合

(有効回答数=23)

(有効回答数=23)



EMS実施施設の回答（N=23）

Q20.⼀患者に対して1回のEMSの実施時間

Q19.⼀患者に対してEMSの実施頻度 (有効回答数=23)

(有効回答数=23)



EMS実施施設の回答（N=23）

Q22. EMSの効果判定（複数回答可能）

Q21. EMSの実施期間
早期離床が実施可能となった場合は EMS終了

ICU⼊室期間中はEMSを継続

ICUを退出しても⼊院期間中はEMSを継続

EMSの終了/継続時期は各セラピストが決定

その他 (具体的に)
・リハビリ室での訓練に移⾏できたら終了。最低5⽇以上
・充分な⾃動運動が出来れば終了

徒⼿的筋⼒検査（MMT、MRC sum scoreなど）

⾻格筋量（エコーによる筋厚、CTやBIA）

効果判定は⽤いていない

歩⾏速度、HHDによる等尺性膝伸展筋⼒その他 (具体的に)

(有効回答数=23)



EMS実施施設の回答（N=23）

Q24.これからEMSを始める施設への助⾔・おすすめポイント(⾃由記載、11回答)

Q23.実際にあった有害事象（⾃由記載、5回答）

・疼痛による⾎圧上昇
・⽔の浸み出しによる着⾐や⽪膚の湿潤
・⽪膚損傷の懸念（⾼強度orパッドの装着頻度)
・ ECGモニタに⼲渉するため、実施中は脈波を脈拍として感知させる
・⼼電図波形のノイズ、ペースメーカー患者への使⽤

・適応基準、除外基準、禁忌は明確にすべきだと思います。（2）
・効果判定をどうするか、終了基準も設ける⽅がいいかも
・適応患者にはルーチン化しやすいため、準備等含めた協⼒状態を看護師と協⼒し

構築してから導⼊すると継続的に運⽤できると思います。（2）
・多職種もEMSの⽬的や意義を理解している事
・医師や看護師が体験できる機会をいつでも提供してください
・EMSに反応が乏しい患者もいますがある⼀定の期間になると反応が良くなる症例もいます。

ベルト式はかなり静脈還流量が増えるため、右⼼不全患者はバイタルみながら進めてます。
・ EMSには明確なエビデンスがなく、タンパク異化を助⻑する可能性も考えられるので、

適応疾患を考える必要があります。
・完璧を求めるより、まず導⼊時は可能な限り簡潔にすることも必要。
・救命センターへ搬送直後の実施は，⼿術や処置が重なり，継続的な実施が難しい
・体幹ベルトの使⽤は⼤切



EMS未実施施設の回答（N=37）
Q25. EMSを実施しない理由（複数回答可能）

EMSの機器がない

EMSの機器はあるが、
優先順位が低いためやらない

効果（エビデンス）が不明

特に理由はない

その他 (具体的に)

・物理療法の処⽅が出ていない
・PTの時間の確保が難しい
・痛みが発⽣するため。機器によっては⾏ないたい。
・装着部位の問題などで実施できない場合や、患者や医師の許可

が得られない患者には実施していません。
・outcomeが明らかでない
・設定や開始に時間がかかる（⼿間が⼤きい）



EMS未実施施設の回答（N=37）
Q26. 今後EMSを導⼊する予定

Q2７. EMSを実施している施設に対しての質問
・推奨・使⽤しているメーカー
・効果の実感があるか（4）
・ADLトレーニングなどの包括指⽰に基づいての実施でも問題ないか
・実施の判断はどの様にして⾏い、誰が実施するのか？？単位として取得しているのか？？
・管理⽅法（感染対策を含む）、PT以外の職種への使⽤⽅法指導
・実施職種・監視役はPTかそれ以外であればどの職種か（2）
・適応症例は？（2）
・実施状況を知りたいです

(有効回答数=36)

(⾃由記載、13回答)



Active/Passive ergometer(Ergo)
Q28.早期離床が実施できない場合、 Ergoを実施するか？

(有効回答数=60)



Ergo実施施設の回答（N=26）

Q30.Ergo実施症例の選択基準

Q29.ICU⼊室患者に対するErgoの実施率

EMSの禁忌に当て
はまらなければ全例に実施

特に適応基準はなく、
必要があれば実施

適応基準がある
（⾃由記載）

(有効回答数=25)

(有効回答数=25)



Ergo実施施設の回答（N=26）

Q32.⼀患者に対して1回のErgoの実施時間

Q31.⼀患者に対してErgoの実施頻度

(有効回答数=24)

(有効回答数=25)



Ergo実施施設の回答（N=26）

Q34. Ergoの効果判定（複数回答可能）

Q33. Ergoの実施期間
早期離床が実施可能となった場合は Ergo終了

ICU⼊室期間中はErgoを継続

ICUを退出しても⼊院期間中はErgoを継続

Ergoの終了/継続時期は各セラピストが決定

その他 (具体的に)

徒⼿的筋⼒検査（MMT、MRC sum scoreなど）

⾻格筋量（エコーによる筋厚、CTやBIA）

効果判定は⽤いていない

その他 (具体的に)

・実施可能な場合には⼼疾患に対してcpx（2）
・HR,SpO2,EtCO2,RR
・基本動作能⼒
・連続駆動可能時間

(有効回答数=25)



Ergo実施施設の回答（N=26）
Q35.実際にあった有害事象（⾃由記載、2回答）

・⾜の点滴がからまる
・ルート抜去

Q36.これからErgoを始める施設への助⾔・おすすめポイント(⾃由記載、3回答)

・ICU退室後も継続しやすいので使いやすい
・ moto medの台座が使いやすい
・事故は無い



Ergo未実施施設の回答（N=34）
Q37. Ergoを実施しない理由（複数回答可能）

Ergoの機器がない

Ergoの機器はあるが、
優先順位が低いためやらない

効果（エビデンス）が不明

特に理由はない

その他 (具体的に)

・離床できない状況がほぼない。離床基準にかかるなら
パッシブでも適応や優先順位は必然的にひくくなるため

・当院ではpassiveがないため、activeで⾏えるのであれば
徒⼿の⽅が優れると思われる



Ergo未実施施設の回答（N=34）

Q39. Ergoを実施している施設に対しての質問

Q38. 今後Ergoを導⼊する予定

・Passiveの場合、下肢の保護はうまくいくのでしょうか。
・Active/Passive ergo meterを実施している期間は、それのみのリハビリですか。

それとも、プラスアルファとしての位置づけですか。
・効果の有無（２）
・実施状況を知りたいです
・導⼊の⽬安と、実感できる効果について教えて頂けたらと思います
・効果判定に何を⽤いているか？
・適応と禁忌、プログラムを教えてほしい。

(有効回答数=34)

(⾃由記載、9回答)



筋⼒トレーニング、 ROM ex(CPMなども含む）
Q 40.早期離床が実施できない場合の筋⼒トレーニング(筋トレ), ROM exを

実施するか？

98.3% (57)

(有効回答数=60)



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）

Q42.筋トレ、ROM ex実施症例の選択基準

Q41.ICU⼊室患者に対する筋トレ、ROM exの実施率

2%

筋トレ、ROM exの禁忌に
当てはまらなければ全例に実施

特に適応基準はなく、
必要があれば実施

適応基準がある
（⾃由記載）

・当院プロトコルにのっとって実施

(有効回答数=57)

(有効回答数=57)



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）

Q44.⼀患者に対して1回の筋トレ、ROM exの実施時間

Q43.⼀患者に対して筋トレ、ROM exの実施頻度
（リハビリスタッフ以外の介⼊も含めて） (有効回答数=57)

(有効回答数=57)



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）
Q45.リハビリ介⼊以外に筋トレ、ROMexは誰が実施するか

実施する機会がない

リハビリスタッフの介⼊以外に医師が実施してくれる

リハビリスタッフの介⼊以外に看護師が実施してくれる

リハビリスタッフの介⼊以外に家族が実施してくれる

Q46.筋⼒トレーニングの実施様式（複数選択可能）

徒⼿的抵抗

ゴムチューブ

エクササイズボール

その他 (具体的に)

・ハンドグリップ
・ティルトによる下肢荷重
・⾃重（3）
・100円ショップの商品（家族持参）
・テニスボール、ペットボトル
・⾃動運動（2）

(有効回答数=57)



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）

Q48.早期離床が開始できた場合、筋トレ、ROM exは継続するか？

Q47.筋⼒トレーニングの負荷量
軽負荷トレーニング

中負荷トレーニング

⾼負荷トレーニング

特に負荷量に関しては決めていない

具体的な負荷量

・borgを指標（例：13以下）（3）
・息こらえを伴わない範囲内で8回から12回反復可能な強度
・病態により変動。全体的には軽負荷が多い印象。

継続しない

継続する

症例によっては継続する
（継続する適応基準をお答え下さい）

・早期離床が⼗分にできないと判断した場合（2）
・筋⼒低下やROM 制限、またその可能性がある場合。
・理学療法⼠が必要と判断した場合（2）
・⽴位できれば、抗重⼒を優先
・栄養状態が良ければ、継続する
・離床まで時間を要した場合

(有効回答数=57)

(有効回答数=56)



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）
Q49.筋⼒トレーニング、ROM ex(CPMなども含む)の効果判定

(複数回答可能）

関節可動域

徒⼿的筋⼒検査
（MMT、MRC sum scoreなど）

⾻格筋量
（エコーによる筋厚、CTやBIA）

効果判定は⽤いていない

その他 (具体的に)

・握⼒（2）
・10MWT, 6MWT, FIM, BIなど
・基本動作能⼒（3）
・歩⾏速度、HHD
・周径



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）
Q50.実際にあった有害事象
・⼼房細動 ⾎圧上昇
・点滴漏れ
・熱傷処置のため、ROM exを実施しても，治療上ROMが制限されることがある

Q51.筋⼒トレーニング、ROM exを多職種で実施する⼯夫

・実施中に病棟看護師に同席してもらい、指導する
・電⼦カルテ、掲⽰板、カンファレンスを利⽤した情報共有（3）
・医師から看護師へリハ施⾏の指⽰を出してもらうように依頼する
・ICUの毎朝のミーティングに参加（2）
・看護スケジュールの中でルーチンで⾏うようにする（例：検温時など）（2）
・医師から鎮痛鎮静のスケールを⽤いた具体的指⽰出してもらう
・筋⼒強化および可動域拡⼤が必要な部位や⽅向を共有する
・プロトコルの作成、実施⽅法の標準化、看護師⽤のマニュアル作成（３）
・写真等に残して共有する。写真を⽬に付く位置に張り出す（2）
・看護師さんがベッド上⽣活に関連する動作をなるべく患者さんに⾏ってもらう
・出来るだけ物（物品）を利⽤すること
・あらかじめ運動ごとに⽅法を記載したカードを作成し、実施してもらう

(⾃由記載、3回答)

(⾃由記載、19回答)



筋トレ、ROM ex実施施設の回答（N=57）
Q52. ROM制限を⽣じさせない⼯夫

・ポジショニング強化（5）
・看護師と協⼒して複数回介⼊する（4）
・適正な鎮痛鎮静
・鎮静管理期からの充分な可動域練習の実施
・ ROM練習を継続する（3）
・多職種協⼒
・⼈⼯呼吸器患者のROM訓練で、下肢だけでなく上肢（特に肩）も実施
・⾃重が⼤切。他動運動のみでは防げない
・ PADIS, ABCDEF バンドル
・ PT OT主導でのプログラム⽴案と実施徹底
・⼿指の各関節毎に実施する。肩、股関節は屈伸だけでなく3⽅向に実施する。
・ベッド上での監視下での活動

筋トレ、ROM ex⾮実施施設の回答（N=1）
Q53.筋トレ、ROM exを実施しない理由

・離床を優先して⾏う

(⾃由記載、21回答)

(⾃由記載、1回答)



Q55.早期離床以外のmobility exercise についてご意⾒

Q54.上記以外に新たな,もしくは効果的と考えられる取り組み(mobility exercise)
があればお答え下さい。

・簡便なものがなく⾼額な医療機器が多い
・前傾側臥位や腹臥位などのポジショニング・体位変換も重要なmobility exercise
・ヘッドアップの徹底、もたれ端坐位、ベッド上活動やADLの維持
・看護ケア中に患者の体動を促す
・ティルト⽴位
・運動協⼒が得られない、指⽰が⼊らない、認知機能障害がある場合は

⾵船バレーを試すと参加してもらえる事もある

・どのexerciseをいつ、どの程度の強さ・頻度で⾏うのが効果的なのかを
整備していくことが今後の課題であると考えます

・⼀例⼀例丁寧に症例に向き合いながら⽅法や効果を紡ぎだすことが⼤切かと思います
・姿勢保持筋に着⽬した筋⼒トレーニング
・離床できるタイミングを⾒据えて、ベット上でできる準備をすることかと思います
・このようなアンケートにより実施状況を知りたいです
・精神活動としてレクレーション活動や⽣活環境を設定させる
・今だに早期離床の⾔葉だけが1⼈歩きしている。精神状態、⾝体の状態から評価が必要
・職種や経験年数に応じて知識とスキルの差が⼤きく、また、その差が埋まらない

(⾃由記載、7回答)

(⾃由記載、9回答)
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