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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32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】84名

【倫理的配慮】
本アンケートは⻄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



北海道

埼⽟
千葉
東京

神奈川

愛知

⼤阪
兵庫

岡⼭

沖縄

７施設

２施設 10施設
５ 施設

６ 施設

4施設

5 施設（6％）

10施設
7施設

理学療法⼠ 82件（97.6%）

5 施設

Q. 回答者の職種 Q. 所属施設の所在都道府県

作業療法⼠ 2件（2.4%）

三重１施設

京都１施設

和歌⼭１施設
奈良 １施設

宮城２施設岐⾩１施設

⼭⼝１施設

新潟１施設

熊本１施設

福井２施設

福岡２施設

福島1施設

⻑崎１施設

⻑野１施設

静岡３施設

⾼知１施設

⾹川１施設

⿅児島１施設



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〜第1波との変化〜

Q.第1波の時期（2020年6⽉末まで）での重症COVID-19患者へ
のリハビリテーション介⼊状況

その他

第１波には患者がいなかった
など

6%

3.6%

24.3%



Q .現在、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基準

その他

1.2%

10.7%

4.8%

・腹臥位療法開始時、鎮静剤増量を要する不穏がない
・リハ科で定めた介⼊開始判断フローに沿って介⼊開始する
・発症10⽇経過以降
・発症7⽇経過以降
・主治医の判断
・基本的には筋弛緩OFF後より開始となることが多い
・コロナ陽性⽇から⼀週間経過してから開始
・挿管⼈⼯呼吸器管理になった場合
・挿管・⼈⼯呼吸器管理、年齢、発症⽇を中⼼に個別に医師と相談
・酸素需要のピークを過ぎてから
・毎⽇の多職種カンファにて判断
・サイクル値が31を超えてから

29.7%



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)

歩⾏や基本動作

嚥下評価はSTがリモートで実施



・直接介⼊に理解が深まり、介⼊機会の増加、リハ開始まで短縮した（16）
・腹臥位を積極的に⾏うようになった（8）
・患者の若年化（8）。運動機能が良い患者が増えた（1）。そのためリハ対象の減少（1）
・1波は重症例の受け⼊れがなかったが、重症例の受け⼊れ開始とともに直接介⼊を開始（3）
・離床や腹臥位に関してマニュアルが出来た（2）
・ECMO患者増加（2）。 ECMO下の離床や理学療法が増えたこと
・専⾨部署⽴ち上げ。専従理学療法⼠配置。
・下肢よりも先に、上肢に対する神経筋電気刺激を実施するようになりました。
・ベッド上エルゴなど器具なども持ち込みするようになった
・壮年期の重症例が増え、重症度、後遺症(PICS）率も⾼く、社会復帰までの期間が⻑い傾向
・隔離解除基準が変わり、⾃宅退院の患者がより早期退院するようになった
・PSILIの管理が厳密になり、深鎮静/筋弛緩の適⽤が増えたことが影響して、離床機会が減った
・気道狭窄による再挿管が増えた
・担当PTの増員
・リカバリーしたとしても器質化肺炎が残存しHOT導⼊で退院させる⽅が増えたのも特徴
・治療薬への反応、治療期間の延⻑
・awake proneやHFNC装着患者への介⼊が開始
・STの処⽅も出るようになった

Q. 重症COVID-19患者に対する直接リハビリテーション
介⼊内容で第1波の時期と⽐べて変化があった点



Q.現在、レッドゾーン内で理学療法⼠が
直接リハビリテーション介⼊を実施していますか？

はい 100％ (84回答)

Q.現在、レッドゾーン内で作業療法⼠が
直接リハビリテーション介⼊を実施していますか？

はい 26.2％ (22回答)

Q.現在、レッドゾーン内で⾔語聴覚⼠が
直接リハビリテーション介⼊を実施していますか？

はい 29.8％ (25回答)



レッドゾーン内で作業療法⼠が直接リハビリテーション介⼊を実施している施設のみの設問

Q .作業療法⼠の第1波の時期の介⼊⽅法 (22回答)

Q .作業療法⼠の直接介⼊時期 (21回答)

4.5%

発症後48時間以内

病態に応じて介⼊開始時期を決定

覚醒が得られてから

理学療法⼠の介⼊と同時

上肢機能障害、ADL訓練の必要性により

発症10⽇後、
14⽇後など決まった開始時期がある

(複数回答可)



レッドゾーン内で作業療法⼠が直接リハビリテーション介⼊を実施している施設のみの設問

Q .作業療法⼠の役割 (21回答)
(複数回答可)



レッドゾーン内で作業療法⼠が直接リハビリテーション介⼊を実施している施設のみの設問

Q . ⼯夫した点やうまくいった点(⾃由記載)

Q .苦労した点やうまくいかなかった点(⾃由記載)

・外国⼈向けパンフレットの作成
・病室の特性上個室管理のため、⾃室内でのADL活動の際に、環境調整などを⾏い
ADL拡⼤に繋げた

・座位レベルでの活動量維持
・PTと同時に介⼊してリハビリプログラムの⽴案と共有
・⾃主トレプログラム作成し、ナースと協⼒して実施
・理学療法⼠とは異なった治療アプローチが⼤きな特徴ですので、病室の環境設定や

せん妄対策（作業を実際に提供するなどしてせん妄を起こしそうな患者層への早期
アプローチなど）、精神疾患に既往がある⽅への対応など⼤きな専⾨性を発揮した
と思います。当院ではOTさんは5名、毎⽇⼊って頂いていました

・個室内で⾏うため、プログラムや物品なども限られること
・酸素化低下時の介⼊知識不⾜
・⾷事の⾃⽴の確保に向けてどのように全⾝状態を評価し、どの程度の負荷をかけていくか
・介⼊時期は覚醒が得られるようになってからが、必要性がますので介⼊のタイミングが
難しいと思います

・コロナ対応業務のマンパワー不⾜
・作業療法⼠がアプローチする際に必要な道具が感染症病棟に持ち込めなかった点は苦労

しました。⼀旦レッドゾーンに道具を⼊れると廃棄する必要の出てくる器具もありました
ので困惑した場⾯も多かったです



レッドゾーン内で⾔語聴覚⼠が直接摂⾷嚥下リハを実施している施設のみの設問

Q .摂⾷嚥下リハの第1波の時期の介⼊⽅法(25回答)

Q .摂⾷嚥下リハの直接介⼊時期 (24回答)
(複数回答可)

4%

発症10⽇後、
14⽇後など決まった開始時期がある



レッドゾーン内で⾔語聴覚⼠が直接摂⾷嚥下リハを実施している施設のみの設問

Q .摂⾷嚥下の評価⽅法 (24回答)
(複数回答可)



レッドゾーン内で⾔語聴覚⼠が直接摂⾷嚥下リハを実施している施設のみの設問

Q . ⼯夫した点やうまくいった点(⾃由記載)

Q .苦労した点やうまくいかなかった点(⾃由記載)

・初めの頃間接介⼊とし、iPadを⽤いてリモート対応した
・評価、訓練時は患者の正⾯に⽴たない、看護師と評価内容を共有し嚥下評価シート
（⾷形態やトロミ度合い、⾷事姿勢など）を記⼊している。課題としては挿管中や鎮静中

から嚥下機能評価（訓練）内容が定まっていない
・感染防御策を講じてもSTの感染者が発⽣
・⽴ち位置、咳嗽の評価はしない、視診触診で対応
・感染予防、対策を考慮して⼣⾷時に介⼊、出勤時間を変更
・⾶沫を浴びない
・嚥下造影検査に対して関連部署が協⼒的で精査が⾏えたことリハスタッフが確保できた
・嚥下障害が難渋、グレーゾーンの症例は無理せず隔離解除後に改めて対応

・誤嚥時の咳などの感染リスク
・⾷思低下例が多く、摂⾷量が増えず（栄養⼠共々）悩むことが多い
差し⼊れなども⾯会制限があるため中々難しい点がある

・マスク、ガウン、シールド、防御壁を常に使⽤することが困難
・評価のみ対応し、訓練は未実施
・介⼊時間の制約のある中で⼀定の評価や訓練効果を上げなければならないこと
・咽頭痛と努⼒呼吸で積極的に進められなかった
・病態が特異的、重症例もいたこと
・認知症患者に難渋。特に⾷思が乏しい⽅。味覚・嗅覚障害との関連がありそうだが精査困難



Q . COVID-19患者を担当するPT、OT、STは、
COVID-19患者以外の患者を担当していますか？

・COVID-19以外の患者対応後にCOVID-19 患者を対応する（30）
・COVID診療時はCOVID病棟専⽤のスクラブへ着替える（6）
・陽性者に他の患者より先に関わらなければならない際には、シャワー、

着替え後に他の患者へ伺う（5）
・感染対策、⼿指衛⽣の徹底（4）
・介⼊時間や順番の制限はかけていない（2）
・免疫不全患者、⼩児患者は担当しない（2）
・防護具を装着して介⼊していても、そこから48時間が経過してから

他の疾患の患者さんへの介⼊をしている

「はい」と回答した⽅のみ
他の患者を担当する際の⼯夫



Q .直接リハビリテーション介⼊を実施した
重症COVID-19患者の最も多い転帰

・⼤きな変化はない (23.5%)
・他の急性期病院への転院が増えた (17.3%)
・回復期病院への転院が増えた(17.3%)
・⾃宅退院が増えた (12.3%)
・療養型病院への転院が増えた (4.9%)
・死亡退院が増えた
・当院はほぼ挿管、ECMOレベルを対象としているため、ＮＨFになると転院

するため転帰にあまり変化はないが、転院⾃体は⾮常にスムーズになった
・⾃宅復帰症例も増えたが、HＯＴ導⼊となった⽅が多かった

第1波の時点(2020年6⽉)との変化 有効回答数81回答

2.4%



Q .重症COVID-19患者が⾃施設から他院へ転院した場合、
連携して患者のフォーアップをしているか？ 有効回答数82回答

他の急性期病院や
回復期病院と連携してフォローアップしている 9.8%(8回答)

転院した症例に
関しては

フォローアップしていない82.9%(68回答)

・⾃施設に回復期病棟が併設されており、⾃宅退院困難な症例は⾃施設の
回復期病棟に転棟している

・転院先から連絡がない限り特になし
・系列病院内では最⼩限の情報共有をしている
・フォローできる⼈はその後の経過も追いかけている
・通常通りの転院。その後の外来診察などのフォローアップはあり。軽症例はなし

その他 7.3%



Q .重症COVID-19患者が⾃施設から⾃宅退院した場合、
外来でのリハビリテーションなど継続したフォローアップは
実施しているか 有効回答数83回答

・HOT導⼊患者のフォローアップを⾏っている（2）
・外来で呼吸評価を数症例のみ（2）
・退院時の状況により訪問リハビリと連携
・必要な症例には評価と運動指導を⾏なっている
・フォローできる⼈はその後の経過も追いかけている
・定期的にCPX実施している症例あり
・外来診察時状況確認して理学療法的アドバイスをしている
・ケースバイケース

⾃施設から直接⾃宅退院する症例はいない

⾃施設で外来リハビリテーションを実施している

通所・訪問リハビリテーションなどと連携をおこなっている

⾃宅退院症例に関してはフォローアップしていない

その他

8.4%(7回答)

67.5%(56回答)

7.2%(6回答)

2.4%(2回答)



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りますか？

・⾃⾝の感染や、スタッフや家族へうつしてしまうかもしれないという恐怖（19）
・他の患者の診療やその他業務との時間調整など（5）
・PPE着⽤の多さや煩雑さ（3）
・使⽤物品やリハビリスペースの狭さににストレスを感じる（2）
・病院スタッフ以外の⼈から、感染者のように扱われる、誹謗中傷（2）
・変異株に対して、PPEは適切かどうか不安に思うこともある
・⻑時間勤務。夜間腹臥位対応など
・ストレスフルな患者に対応することのストレス
・⽇中の直接介⼊の時に、何かミスをしたのではないかという焦り
・他スタッフとの動線分離に伴う孤独感、閉塞感
・多職種での綿密なコミュニケーション
・死亡する急変者への対応や閉鎖的な空間（レッドゾーン）での勤務
・同居する家族以外と会うことができない
・通常患者と⽐べ圧倒的に時間がかかり⾝体ストレス
・旅⾏や会⾷ができないもどかしさ
・N-95マスクによる肌荒れ
・⾃宅に戻らずホテルで過ごす事になるので、⾷事が偏ったり、⾦銭的な負担も増えた
・沖縄県では全国最悪の状況が⻑期化した。ストレス性の突発性難聴になり⽿が聞こえなくなっ
たが、業務は⽌められないためステロイドをしながら業務継続をしていた

※「はい」と回答した⽅のみ
どの様な精神的ストレスを感じたか

はい 57.1%(48回答) いいえ 42.9%(36回答)



Q .隔離（レッドゾーン）解除の時期の⽬安をお答えください
有効回答数83回答

・発症から15⽇間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合（3）
・医師とICTとの判断で個別対応（2）
・発症後14⽇後のケースと陰性を確認するケースが混在
・軽快⽇設定から2⽇間発熱が無ければ退院または転院、⼀般病棟への転棟
・TRC.抗原検査と組み合わせて判断
・重症患者では発熱などの症状消失から3⽇後
・発症から20⽇後、PCR2回陰性もしくはCT値35以上が2回など複合的にICTが判断

発症から10⽇後

発症から14⽇後

発症から20⽇後

PCR検査連続2回陰性後

その他

32.5%(27回答)

8.4%(7回答)

14.5%(12回答)

13.3%(11回答)

31.3%



Q .隔離解除後のリハビリ介⼊⽅法
有効回答数84回答

・通常の⼊院患者以上のPPEにてCOVID19専⽤のリハルームで介⼊
・解除後は退院もしくは転院されるので介⼊⾃体を⾏っていない
・発症後14⽇後のケースと陰性を確認するケースが混在
・COVID-19患者以外の⼀般患者もサージカルマスク、フェイスシールドで対応
STはN95マスク、フェイスシールドで対応を⾏っている

・隔離病棟から転棟後2〜3⽇は通常以上のPPEで介⼊し、それ以降は通常と同等

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

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

その他

8.3%(7回答)

19.0%(16回答)

10.7%

45.2%(38回答)

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

通常の⼊院患者と同等のPPEにて個室で介⼊

通常の⼊院患者と同等のPPEにて訓練室で介⼊ 41.7%(35回答)

(複数回答可)

9.5%(8回答)



Q .隔離解除後のリハビリ介⼊⽅法について⼯夫点（その１）
・隔離解除後は⼀般な患者と同等の対応（８）
・すぐに必要なOT.STの介⼊を依頼し、リハ強化
・病室内での⾃主トレをの頻度を増やし、直接介⼊の頻度を減らす
・陰性確認後であっても念の為その⽇の担当患者の最後に⾏う
・⼀般⼊院患者さんとは時間を変えてリハ室にて実施
・PICS発症例や繊維化は遷延してる症例が多い為、post-COVIDを部⾨内で共有
・濃厚接触とならないよう、1回あたり1単位程度とする
・透析患者など免疫不全がある場合は医療関連感染症や⽇和⾒感染を予防する

ために逆隔離（Full PPE）対応を取ることもある（担当科医師やICTの判断）
・咳嗽などのエアロゾルリスクが残存していたり、密着度が⾼い場合は隔
離解除となっても必要に応じて full PPEにて介⼊する。

・ステップアップ式のプログラム、⾃⼰訓練チェックシート作成
・在宅酸素を導⼊して早期に⾃宅退院するのか、少し⻑めに経過を⾒て

できるだけ在宅酸素を導⼊しないか、ある程度患者の希望を聴取している



Q .隔離解除後のリハビリ介⼊⽅法について⼯夫点（その２）
・労作時の低酸素、⾃宅退院に向けての評価の強化
・ICT管理上、⼀般病棟転倒後も14⽇間のコホート期間がある、訓練室
出療時は⼀般患者と時間を分ける

・ICU−AWや呼吸器離脱困難患者にはマンパワーをかけて頻度と量を確保
・隔離解除直後は、1-2⽇は病棟内に留める。
使⽤物品はエタノールクロスでふく

・リハビリ室に出棟する場合は他の患者と⼀緒にならないように時間帯を
調整するか、病棟内でリハビリ実施

・他患者とはエリア、時間帯を区切る
・隔離中から神経学的評価を実施し、隔離解除後から医師とコロナ患者の

リハ回診を⾏い、コロナ脳症やICUAW(ニューロパチー)の診断をより早期
に⾏うことで、呼吸から脳⾎管算定に変更、リハの量と質を強化している

・担当療法⼠の固定化、ゴーグルの使⽤、休⽇を含む⾃主トレーニング指導
・必要性に応じての対応、陰性確認後は低負荷⾼頻度で関われるよう

スケジュールを調整
・感染に対し不安があれば個⼈の判断でFullPPE
・担当者が変わることが多いので、COVIDの病態を含めた申し送り
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