
保健医療2035
保健医療の価値を高める
保健医療システムへの投入資源に対して、人々が得られる価値を最大化する。「より良い医療をより
安く」享受できるよう、患者にとっての価値に基づく医療の質の向上や効率化を促進し、地域主体で
その特性に応じて保健医療を再編する。
ⅰ）より良い医療をより安く享受できる
ⅱ）地域主体の保健医療に再編する

主体的選択を社会で支える
人々が自ら健康の維持・増進に主体的に関与し、デザインする。また、健康は個人の自助努力のみで
維持・増進できるものではなく、個人を取り巻くさまざまな環境、いわゆる「健康の社会的決定要因」
を考慮した取組を進める。
ⅰ）自らが受けるサービスを主体的に選択できる
ⅱ）人々が健康になれる社会環境をつくり、健康なライフスタイルを支える

日本が世界の保健医療を牽引する
国境のない新興・再興感染症の封じ込めや災害時の支援などに貢献する機能を強化。我が国が、グ
ローバルなルール作りに積極的に貢献し、諸外国の保健医療水準を向上させ、ひいては我が国の保健
医療の向上や経済の成長に資する好循環を生み出す。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokeniryou2035/future/



イノベーション環境
新たな価値や新たなアイデアを創造することで、社会に変革をもたらすための環境を整備。技術開発のみなら
ず、それに対応したシステム（人材、情報、資金など）の確立が必須。
2020年まで
治験や臨床試験のプラットフォーム整備
2035年まで
がんや認知症などの研究推進のための多様な研究財源の確保
国内外のイノベーション人材の我が国への集積

情報基盤の整備と活用
ICT等により、医療の質、価値、安全性、パフォーマンスを飛躍的に向上させる。保健医療データベースを整
備・活用し、遠隔診断・治療・手術などの基盤を整備。
2020年まで
ヘルスケアデータネットワークの確立・活用（公的データなどの医療等IDによる連結）
検診・治療データの蓄積・分析による予防・健康・疾病管理の推進
2035年まで
予防、診断、治療、疾病管理、介護、終末期（人生の最終段階）において、データを活用した政策評価プロセ
スの確立

安定した保健医療財源
将来世代に負担を強いることのないよう、公的医療保険の機能と役割、給付と負担のあり方やあらゆる新たな
財源確保策についても議論を重ね、財源を確保

保健医療2035
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次世代型の保健医療人材
あらゆる医療従事者が、常に良い保健医療の提供に邁進できるようにする。複数の疾患を有する患者を総
合的に診る能力や、予防、公衆衛生、コミュニケーション、マネージメントに関する能力を有する医師の
養成や保健医療と福祉の多職種連携を前提とした人材育成を推進。
2020年まで
公衆衛生大学院の増設等による医療政策人材の育成
2035年まで
医療や福祉の資格の共通基盤（連携の促進や養成課程等）を整備
医師の偏在等が続く地域における保険医の配置・定数の設定等

世界をリードする厚生労働省
徹底した業務改善を行い、必要な人員を確保した上で、 横断的なマネージメントやコミュニケーション機
能と能力を強化し、機動的で積極的に現場とつながることのできる組織を作る。国際的にも、グローバ
ル・ヘルス、健康危機に対して迅速かつ的確に動く組織として認識される水準を目指す。
2020年まで
「保健医療補佐官（Chief Medical Officer）」の創設（任期5年）
グローバル・ヘルス・イニシアティブの策定
「医療イノベーション推進局」の創設
2035年まで
あらゆるグローバル対話・政策形成において先導的役割を確立

保健医療2035
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1）日本の社会経済全体の課題
人口動態の変化（少子化、高齢化、人口減少）
経済成長の鈍化
財政の危機的状況
地域間格差の拡大、一部地域の存続が困難となる可能性
相対的貧困、世代間格差の拡大
一人暮らしの増加

2）日本の保健医療の課題
疾病構造の大幅な変化（生活習慣病や多疾患などの慢性化・複雑化）
保健医療に係るリソースに対するニーズの増加・多様化
保健医療サービスと患者の価値とのミスマッチ
医療従事者の専門細分化
プライマリケアや慢性期の医療の質
過剰診断、過剰治療、過剰投薬、頻回・重複受診等
複雑化・高度化する技術革新
医療従事者への過度な負担
医療の透明性や説明責任の不足

3）グローバル・ヘルスの課題
パンデミックインフルエンザやエボラ出血熱等の感染症や災害などの健康危機への対応
世界的な高齢化の進展・慢性疾患の増大
発展途上国等におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）実現への動き
新たなグローバル・ヘルス・ガバナンスとルールの構築
保健医療サービスのボーダーレス化
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アドバンス・ケア・プランニング

「今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプ
ロセス」
患者が望めば、家族や友人とともに行われる。
患者が同意のもと、話し合いの結果が記述され、定期的に見直され、ケアにかかわる
人々の間で共有されることが望ましい。 
ACPの話し合いは以下の内容を含む
・患者本人の気がかりや意向 
・患者の価値観や目標 
・病状や予後の理解 
・治療や療養に関する意向や選好、その提供体制

Informed Consent：IC（説明と同意）
Advance Directive：AD（事前指示）
Advance Care Planning：ACP（人生会議）



エンド・オブ・ライフ ケア
End of Life care：EOL care

人生の終末期における医療・ケア

病気や老いによって人生の終焉を迎える時期に提供される医
療・看護・介護のこと。終末期医療に関する概念の一つ。疼痛
(とうつう)や不安を和らげる緩和ケアに加えて、認知症や慢性疾
患など幅広い疾患を対象に、本人が症状や治療法を理解し、穏
やかな最期を迎えられるよう支援する。

大辞泉より



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステム

認知症の人

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要です。

厚生労働省資料より



○ 疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、地域における

医療・介護の関係機関（※）が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要である。

（※）在宅療養を支える関係機関の例

・地域の医療機関 （定期的な訪問診療の実施）

・在宅療養支援病院・診療所（有床） （急変時に一時的に入院の受け入れの実施）

・訪問看護事業所 （医療機関と連携し、服薬管理や点眼、褥瘡の予防、浣腸等の看護ケアの実施）

・介護サービス事業所 （入浴、排せつ、食事等の介護の実施）

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、市町村が中心と

なって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を図る。

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】在宅医療・介護の連携推進の方向性

（イメージ）
地域包括支援センター

在宅療養支援診
療所（無床）
（１人開業医）

患者

在宅療養支援病院

在宅療養支援診療所
（有床）

介護サービス事業所

在宅医療において積極的役
割を担う医療機関※

訪問診療

訪問看護等

訪問診療

訪問診療

２４時間体制
の支援

介護サービス

２４時間在宅医療提供体制の支
援（１人開業医等の夜間対応の
支援、急変時の一時入院受け入
れ、レスパイト等）

入院（急変時の
一時受け入れ）

一時入院

連携

薬局、訪問看護
ステーション等

在宅医療連携拠点機能
（市町村、医師会等）

関係機関の
連携体制の
構築支援

※在宅療養支援病院/診療所の中から
位置づけられることを想定

・地域の医療・介護関係者による
協議の開催
・医療・介護関係機関の連携促進
・在宅医療に関する人材育成や
普及啓発

厚生労働省資料より



在宅支援診療所
患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と24時間連
絡を取れる体制を維持すること。 
患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。 
担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステー
ションと連携する体制を維持すること。 
緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、そ
の際に円滑な情報提供がなされること。 
在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。 
地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。 
年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

日本訪問診療機構 
http://jvmm.jp/zaitaku-intro.php 2018.11



呼吸器専門診療所が訪問リハを行うと…
慢性呼吸器疾患 
　身体活動の維持　増悪発見と予防　終末期医療 
肺炎（NHCAP） 
　摂食嚥下　離床　介護との連携　終末期医療 
小児 
　医療的ケア児への対応　呼吸療法との協働 
末期癌、非癌の終末期 
　緩和医療と呼吸リハ　対象や方法の研究 
在宅呼吸療法との関わり（難病） 
　リスク管理　社会の多様性　外出・社会参加



在宅呼吸リハの内容
バイタルサイン測定、呼吸器評価、一般所見評価
運動療法（一般的な施設、環境）
自由歩行、自重や重錘などのトレーニング、個別的な筋力ト
レーニング、呼吸筋力トレーニング
コンディショニング
呼吸練習、リラクセーション、胸郭可動域練習、ストレッチン
グ、体操、排痰法

ADL練習＋教育と指導
身体活動の維持と向上、動作指導と練習、福祉用具の選定と利
用練習、通所職員や訪問介護職への指導、家族指導、ケアプラ
ンへの提案



呼吸リハビリテーションとは、呼吸器に関連した病気を持つ患
者が、可能な限り疾患の進行を予防あるいは健康状態を回復・
維持するため、医療者と協働的なパートナーシップのもとに疾
患を自身で管理して、自立できるよう生涯にわたり継続して支
援していくための個別化された包括的介入である。 

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会，日本呼吸理学療法学会，日本呼吸器学会 
呼吸リハビリテーションに関するステートメント 
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2018年 第27巻 第 2 号 95-114



実施形態
外来：呼吸リハビリの継続から身体活動性向上を目指す

入院：退院後の生活を見据えた介入

在宅（ホーム・リハビリテーション）：実生活での問題解決

地域・コミュニティ：社会生活による身体活動性向上

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会，日本呼吸理学療法学会，日本呼吸器学会 
呼吸リハビリテーションに関するステートメント 
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2018年 第27巻 第 2 号 95-114



呼吸器リハビリテーションの適応
肺炎、無気肺等
肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、COPDに対するLVRS等の呼吸器疾患又はその手術後
COPD、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎、神経筋疾患で呼吸不
全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等
食道癌、胃癌、 肝臓癌、咽・喉頭癌等の患者であって、 これらの疾患に係る手術日から概ね１週間
前の患者及び手術後

症状 コンディショニング 全身持久力 
トレーニング

筋力(レジスタンス) 
トレーニング ADLトレーニング

COPD ＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋

気管支喘息 ＋ ＋＋＋ ＋

気管支拡張症 ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋

肺結核後遺症 ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋

神経筋疾患 ＋＋ ＋

間質性肺炎 ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋

術前・術後の患者 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋

気管切開下の患者 ＋ ＋ ＋ ＋

空欄：評価できず　　＋：適応が考慮される　　＋＋：適応である 　＋＋＋：適応であり有用性を示すevidenceが示されている
呼吸リハビリテーションマニュアル−運動療法−　第2版

診療報酬の手引き



呼吸器リハビリテーションの
呼吸理学療法手技の適応と方法（抜粋） 

リラクセーション：呼吸困難軽減に関する手技 
呼吸介助法：換気改善、痰の移動、呼吸仕事量減少、呼吸困難軽減
で、基本手技の1つ 
徒手胸郭伸張法：胸郭柔軟性改善、肋椎関節可動性拡大、換気量改
善、胸郭周囲筋緊張抑制、姿勢改善 
胸郭捻転手技、側屈、背部伸展、シルベスター法 
排痰法：咳嗽介助、修正体位排痰、呼吸介助法、squeezing、
springing、post lifts:(仰臥位で背側、特に下葉上下葉区、後肺底区
の換気改善、吸気量増加)、完全に除去されない場合に吸引 
呼吸体操：換気運動と身体活動（体幹、上肢）を組み合わせたスト
レッチ体操

呼吸理学療法標準手技より



慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、有害な粒子または気体への重大な曝露に
よって引き起こされる気道 and/or 肺胞の異常に起因する、持続的な呼
吸器症状および気流制限によって特徴付けられる、一般的で予防可能かつ
治療可能な疾患である。 
最も一般的な呼吸器症状には、呼吸困難、咳 and/or 痰の産生が含まれ
る。これらの症状は、患者によって過小報告される可能性がある。 
COPDの主なリスク因子はタバコ喫煙であるが、バイオマス燃料暴露や大
気汚染などの他の環境曝露が寄与する可能性がある。 
曝露に加えて、宿主因子はCOPDを発症しやすくする。これらには、遺伝
的異常、異常な肺の発達および老化の加速が含まれる。 
COPDは、呼吸器症状の急激に悪化する期間があり、増悪と呼ばれる。 
ほとんどの患者において、COPDは並存する重大な慢性疾患と関連し、罹
患率および死亡率を増加させる。

COPD　定義と概要

2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease　より講師訳



吸入薬の略語
短時間作用型β2刺激薬 
short-acting β2adrenergic agonists:SABA 
長時間作用型β2刺激薬 
long-actingβ2-adrenergic agonists:LABA 
短時間作用型ムスカリン拮抗薬（抗コリン薬） 
short-acting muscarinic antagonists:SAMA 
長時間作用型ムスカリン拮抗薬（抗コリン薬） 
long-acting muscarinic antagonists:LAMA 
吸入ステロイド 
inhaled corticosteroids:ICS
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COPD安定期管理

COPD診断と治療のためのガイドライン第5版　2018



対象　n=110
訪問呼吸リハが実施された在宅COPD患者 
男性99例、女性11例 
年齢　80.0±7.5歳

45%

43%

7%5%

grade1
grade2

grade3grade4

mMRC COPD患者に対する運動療法は在宅期間に影響するか
佐々木謙,他：リハビリテーション・ケア合同研究大会神戸2015

運動群 コンディシ
ョニング群 p値

年齢 79.7歳 80.6歳 0.6772

訪問頻度 1.45日/
週

1.46日/
週 0.9911

要介護度 1.29 2.40 0.001

mMRC 3.11 3.63 0.002

重症

最重症



運動群(69例)

非運動群(41例)

0 225 450 675 900

859日

259日
P〈 0.001

運動群　

コンディショニング群

0 225 450 675 900

mMRC4（20例）

mMRC4（28例）

871日

253日

P〈 0.05

在宅期間（最重症）

COPD患者に対する運動療法は在宅期間に影響するか
佐々木謙,他：リハビリテーション・ケア合同研究大会神戸2015



497.9230769

220.0909091

23.33333333

�1� �2� �3���

p＝0.1035

p＝0.027

P＝0.049

訪問リハの頻度と在宅期間

13例 11例 6例
週2日→1日 週2日 週3日以上



自主トレーニング
在宅で呼吸リハビリテーションが行われ、
運動療法を妨げる因子のない慢性呼吸器疾
患の患者11名（78.5歳）

酸素吸入
なし：4名　
0.5Ｌ/min：5名　
１Ｌ/min：2名　

基礎疾患　
COPD：7名　
oldTB+BA：3名　
BA：1名

運動処方　
頻度：3回以上/週　
強度：修正borg scale4以上　
時間：計20分以上/日　
種類：平地歩行

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PT監視 自主トレーニング時

P＜.059

3.18±1.604.64±1.43



ある1日のアクション
時刻 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

動作 排尿 起床 整容 朝食 排便 農作
業 昼食 農作

業 夕食 入浴 就寝

SA
BA

アシスト
ユース
（A）

吸入（A） A A A A

LAB
A

定期
吸入 吸入 吸入

LA
MA

定期
吸入 吸入

在宅呼吸ケア,中田隆文 
呼吸リハビリテーション最前線 身体活動の向上とその実践　塩谷
隆信・高橋仁美　編　医歯薬出版株式会社



9月 11月 1月 4月 7月

受診回数
（1月あたり） 5 3 3 1 1

平均歩数/日 1000歩 500～1000歩 1000歩 1500～3000歩

うつ 21 4

活動 28 41

連続歩行距離 20ｍ 100ｍ以上

電動エルゴメータ 15分/日 15分×2回/日 30分×2回/日 使用せず

吸入薬の使用/日 6吸入
6吸入（起床、
排便、入浴で
アシストユース）

8吸入（6回
アシストユース）

5吸入（4回
アシストユース）

5吸入（4回
アシストユース）

呼吸筋力 30cmH2O 35cmH2O

訪問回数/週 2 2 2 1 1

酸素吸入 3.0リットル 3.0リットル 3.0リットル 3.0リットル 3.0リットル

呼吸リハビリテーション最前線　身体活動の向上とその実践
塩谷隆信・高橋仁美　編

事例の経過



平均実施月数：28ヶ月

転帰 呼吸リハプログラム

訪問呼吸リハ　COPD

バイタルサイン測定 
症状観察 
コンディショニング 
胸郭可動域訓練 
呼吸介助手技 
呼吸筋力トレーニング 
有酸素運動 
生活指導
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COPD 疾病軌跡
1）末期がん 
亡くなる直前まで高い活動レベルを維
持するが、急速にレベルダウンし亡く
なる。 

2）内科疾患 
増悪を繰り返し、元の状態には回復せ
ず、増悪を契機に亡くなる。 

3）認知症など 
低い活動レベルで経過し亡くなる。

Lynn, J., & Adamson, D. M. (2003). Living well at the end of life. Adapting health care to serious 
chronic illness in old age

COPD確定診断

治療（リハ）、通院

増悪、入院

治療（リハ）、通院

増悪、入院、通院困難

在宅医療（リハ）

終末期医療（リハ）

ACP

ACP



COPD増悪：
7例11回（39.3％）

呼吸器感染症：
7例8回（28.4％）

消化器関連症状：
4例5回（17.9％）

n = 28
15例

腰痛にて離床困難：1例1回（3.6％）
誤嚥：1例1回（3.6％）
胸部大動脈瘤破裂：1例1回（3.6％）
心不全：1例1回（3.6％）

1年間の訪問リハで遭遇した急変

訪問リハビリを施行した慢性閉塞性肺疾患患者の急変について
前山愛美，他　東北理学療法学 (0915-2180)25：49-54.2013　より一部改定


��	��������

施設入所：1回（感染症）

死亡：2回（心不全、胸部大動脈破裂）

入院：3回（感染症2例、心不全）



COPD重症度と介護度

要支援　要介護1　要介護2　要介護3　要介護4　要介護5 

軽症?　　重症？　　最重症？ 

わずかな介護　　　　　　　　　　　　　　　多くの介護 

要介護度＝介護にかかる時間　 
注意！　リスクは評価されない



全身持久力・筋力ト
レーニング

高負荷

低負荷

ADL 
トレーニング

基礎

応用

コンディ 
ショニング

軽症

中等症

重症

呼吸リハビリテーションマニュアル-運動療法-　第2版

1回のセッション



82歳,男性　COPD，糖尿病　要介護1 
X年 外来通院　HOT、夜間NPPV　インスリン自己注　 
X+1年　週2日の訪問リハ開始　屋外歩行練習（夏）　 
X+1年　週1日　エルゴメータ貸し出し（冬）　 
X+2年　週1日　屋外歩行練習（夏）　 
X+2年　週1日　エルゴメータ貸し出し（冬）　 
X+3年　週2日　レベルダウン　ながいき呼吸体操追加　 
X+3年（冬）　増悪、入院　NPPV調整 
X+4年（春）　退院　往診医紹介　週5日　コンディショニング 
エルゴメータ再開、週5日→3日→1日 
X+5年　増悪イベント（感染症、心不全）頻回 
（本人家族より在宅で看取る意思確認） 
X+5年9月　増悪、入院（輸血のみ、7日で退院） 
退院後、週3日　コンディショニング、エルゴメータ再開 
X+5年10月　増悪　end stageを家族に説明 
24時間補液管理　導尿　24時間HOT+NPPV　リハ継続　週5日 
X+5年10月　自宅にて永眠（COPD）

事例

人間らしい在宅生活をめざした慢性呼吸器疾患患者の教育・支援　在宅における患者教育　理学療法士の立場から 
中田隆文　日呼ケア・リハ学会誌27巻2号P128-131,2018.



在宅プログラムを意識する（事例紹介）
継続性のある計画
身体活動へのアプローチ

強いすすめ
指導者の熱意
十分なコンディショニング
運動に対する不安感の解消
他の人との助け合いプログラムのバラエティと楽しさ
定期的な運動試験
家族・友人のサポート
定期的トレーニング
運動の達成の記載（日記）
報酬システム（表彰、パーティ）

維持のための運動療法、身体活動増進へのアプローチ

呼吸リハビリテーションマニュアル-運動療法-　第2版



セルフマネジメント教育
セルフマネジメント教育は、健康問題を持つ人が疾患に関連する
知識を得るだけではなく、自身が多様な価値観に基づき達成目標
や行動計画を医療者と協働しながら作成し、問題解決のスキルを
高め，自信をつけることにより健康を増進・維持するための行動
変容をもたらす支援である。

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会，日本呼吸理学療法学会，日本呼吸器学会 
呼吸リハビリテーションに関するステートメント 
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2018年 第27巻 第 2 号 95-114



• 運動中は呼吸を調整する
• 動作を呼気（呼吸）に同調する
• 目的筋を可能な限り単独で強化する
• 各運動の間に深呼吸を1～2回入れる
• 運動時の姿勢を調節する
• 風通しの配慮
• 換気補助の併用
• 酸素療法を受けている患者では動作時の酸素流量（安静時
の1.5～2倍）で行う

• 呼吸困難の状態に合わせて運動量を調整する

呼吸リハビリテーションマニュアル　患者教育

安定期呼吸リハにおける患者教育



慢性呼吸器疾患患者の運動の制限因子
1）労作性呼吸困難
換気障害、異常な換気亢進、呼吸仕事量の増大
→　呼吸法の指導、動作指導、パニックコントロール
2）四肢骨格筋の機能異常
ディコンディショニング（廃用症候群　生活不活発病）
→　身体活動の維持、生活の構築

安定期呼吸リハにおける患者教育

呼吸リハビリテーションマニュアル　患者教育



セルフマネジメント教育の学習項目 

1 .セルフマネジメントの重要性
2 .肺の構造・疾患・理解
3 .禁煙 
4 .環境因子の影響 
5 .薬物療法  
6 .ワクチン接種  
7 .増悪の予防、早期対応 
8 .日常生活の工夫と息切れの管理 

9 .運動、活動的な生活の重要性
10.栄養・食事療法
11.栄養補給療法
12.在宅酸素療法
13.在宅人工呼吸療法
14.福祉サービスの活用
15.心理面への援助
16.倫理的問題 

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会，日本呼吸理学療法学会，日本呼吸器学会 
呼吸リハビリテーションに関するステートメント 
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2018年 第27巻 第 2 号 95-114



呼吸管理手法

気道
換気
酸素
循環

確保
補助
補給
補助



咳嗽と痰
気道内の分泌物、異物を体外に排除する生理的防御反射 
咳嗽反射（咳受容器、迷走神経） 

乾性咳　　　　　　　　　　結核、間質性肺炎　 

湿性咳で痰が膿性　　　　　細菌感染　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　（腐敗臭は嫌気性細菌感染） 
粘液性　　　　　　　　　　気管支喘息 
泡沫状　　　　　　　　　　肺気腫、心不全 
血痰　　　　　　　　　　　肺癌、結核、気管支炎　 
血性漿液性　　　　　　　　心不全



痰が多い？
感染症
慢性呼吸器疾患
アレルギー
唾液、鼻汁
誤嚥
咳嗽能力低下
不適切な体位
不潔な口腔
挿管、気管切開、気管チューブの刺激
吸引による刺激、不十分な処置
喫煙、大気汚染、有害ガス吸引
悪性新生物
うっ血
加齢、姿勢の変化



最強の排痰法
咳（cough）
正しい咳をしてみよう
１）大きく息を吸う・・
２）声門を閉じて、息をこらえる
３）呼気筋（特に腹筋）に力を入れて・・
４）声門を一気に解放！

ほら、できた
・・・？できない！？・・・



フローボリューム曲線のパターン
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換気障害別排痰法
拘束性換気障害
肺活量が低下、肺気量位が低下
→吸気を工夫（胸郭可動性＋吸気の筋力）
神経筋疾患

閉塞性換気障害
呼気時に気道が閉塞する、呼気抵抗が増大
→呼気を工夫（胸郭可動性＋気道陽圧＋呼気の筋力）
COPD、喘息



気道クリアランス 気道クリアランス法の選択基準：宮川 哲夫 
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌24巻3号 2014.298-305



Strickland SL.et al.AARC clinical practice guideline: effectiveness of nonpharmacologic 
airway clearance therapies in hospitalized patients.Respir Care. 2013;58:2187-93

気道のクリアランス



気道のクリアランス
体位排痰法  
Coughing 
Huffing 
Gargling 
Forced expiration technique  
Active cycle breathing technique 
Autogenic drainage 
percussion,clapping 
vibration 
Post lift 
呼吸介助手技 
Squeezing 
Springing 
PEPバルブ 
フラッター、アカペラ 
（気管内）吸引 
気管支鏡 
排痰補助装置

気道内分泌物の移動に有効
古典的だが、簡易で効果あり
体位排痰法では不十分なことも多い

外科術後、急性疾患、身体障害、認知機能障害な
ど、不適当な場面もある



気道のクリアランス
体位排痰法  
Coughing 
Huffing 
Gargling 
Forced expiration technique  
Active cycle breathing technique 
Autogenic drainage 
percussion,clapping 
vibration 
Post lift 
呼吸介助手技 
Squeezing 
Springing 
PEPバルブ 
フラッター、アカペラ 
（気管内）吸引 
気管支鏡 
排痰補助装置

方法を指導、練習し患者自身が習得
症状のある時、または定期的に実施

理解力、意欲に依存する
自力で痰が喀出できる



気道のクリアランス
体位排痰法  
Coughing 
Huffing 
Gargling 
Forced expiration technique  
Active cycle breathing technique 
Autogenic drainage 
percussion,clapping 
vibration 
Post lift 
呼吸介助手技 
Squeezing 
Springing 
PEPバルブ 
フラッター、アカペラ 
（気管内）吸引 
気管支鏡 
排痰補助装置

排痰に介助が必要
体位変換が禁止、不可能
自己排痰では不十分

徒手的にクリアランスを促す
手技を妨げる外傷、疾患がない
胸郭に十分な可動性がある
十分な換気がある

＋吸引などの処置
＋人工換気
＋排痰補助装置 
＋その他の排痰手技



気道のクリアランス
体位排痰法  
Coughing 
Huffing 
Gargling 
Forced expiration technique  
Active cycle breathing technique 
Autogenic drainage 
percussion,clapping 
vibration 
Post lift 
呼吸介助手技 
Squeezing 
Springing 
PEPバルブ 
フラッター、アカペラ 
（気管内）吸引 
気管支鏡 
排痰補助装置

排痰器具を用いる方法
侵襲的な処置

排痰器具は自己管理
痰吸引は実施頻度が高い
排痰補助装置は在宅で処方



排痰補助装置

処方の3条件
神経筋疾患等（脊髄損傷、脳性麻痺は含まれる）
人工呼吸器を使用している
入院患者以外（在宅療養）

＋



平成29年

死因 総数 男 女

死亡数(人) 死亡率 死亡数(人) 死亡率 死亡数(人) 死亡率

全死因 1340433 1075.4 690704 1138.4 649729 1015.6

悪性新生物＜腫瘍＞ (1) 373178 299.4 (1) 220301 363.1 (1) 152877 239.0

心疾患（高血圧性を除く） (2) 204203 163.8 (2) 96151 158.5 (2) 108052 168.9

脳血管疾患 (3) 109844 88.1 (3) 53151 87.6 (4) 56693 88.6

老衰 (4) 101787 81.7 (5) 25886 42.7 (3) 75901 118.6

肺炎 (5) 96807 77.7 (4) 53110 87.5 (5) 43697 68.3

不慮の事故 (6) 40395 32.4 (6) 23151 38.2 (6) 17244 27.0

誤嚥性肺炎 (7) 35740 28.7 (7) 20069 33.1 (7) 15671 24.5

腎不全 (8) 25135 20.2 (10) 12569 20.7 (9) 12566 19.6

自殺 (9) 20431 16.4 (9) 14308 23.6 (14) 6123 9.6
血管性及び詳細不明の
認知症 (10) 19559 15.7 (15) 6990 11.5 (8) 12569 19.6

男の8位は「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」で死亡数は15 253、死亡率は25.1

女の10位は「アルツハイマー病」で死亡数は11 191、死亡率は17.5



平成28年　肺炎による死亡（年代別）



医療介護関連肺炎：NHCAP
市中肺炎と院内肺炎の中間的な存在
市中肺炎、院内肺炎のいずれにも該当しない
長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している
90日以内に病院を退院した

介護（限られた身の回りのことしかできない、日中の50%以上
をベッドで過ごす状態）を必要とする高齢者、身障者
通院にて継続的に血管内治療（透析、抗菌薬、化学療法、免疫
抑制剤などによる治療）を受けている

総合的な医学的管理＋総合的なケア



成人肺炎診療ガイドライン2017
日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン2017作成委員会　一般社団法人日本呼吸器学会

1）患者背景のアセスメント
誤嚥性肺炎のリスク、疾患末期、老衰
状態を把握し、患者家族の意思、
QOLを尊重した治療・ケア

2）敗血症、HAPではI-ROAD、
NHCAPではA-DROP、耐性菌リスク
を評価し治療決定

個人の意思、QOLを考慮した
治療・ケアは誰が？どこで？

個人の意思や



Momosaki R, et al. Predictive factors for oral intake after aspiration pneumonia in older adults. Geriatr 
Gerontol Int 2015 May 8

誤嚥性肺炎による高齢患者66611例のうち，30日以内に59%が
全量経口摂取に到達（41%は経口摂取以外の方法に）

早期食事摂取群と一時的禁食群では、早期食事摂取群が死亡
率が低く、50％治療期間が短い

Maeda K, et al. Tentative nil per os leads to poor outcomes in older adults with 
aspiration pneumonia. Clin Nutr 2015, Oct.9

岸本裕充，大石善也，永長周一郎，他．口腔ケアからオーラルマネジメントへ
−医科歯科連携の重要性−．日本医事新報4459，2009，54−58．

オーラルマネジメントとは清掃（Cleaning）、リハビリテーション
（Rehabilitation）、教育（Education）、評価（Assessment）、歯科治
療（Treatment）、おいしく食べる（Eat）＝CREATE



高齢者肺炎の在宅呼吸リハ
気道のクリアランス 

離床、身体活動の向上 

適切な食事（口腔摂食、嚥下機能の改善と維持） 

口、喉を動かさないと廃用に陥る 

終末期医療



在宅NPPV:厚労省推定15,000症例　　在宅TPPV:厚労省推定2,500症例

在宅呼吸ケア白書2010　日本呼吸器学会

HMV患者数

今日の臨床サポート3,000人以上



注意！ 
ストレッチと関節可動域の維持訓練を行う。 

軽度～中等度の筋力低下の筋に対しては、適度の筋力増

強訓練も一時的には有効である。 

過剰な運動負荷は筋力低下を悪化させる可能性がある。 

　痙攣する筋肉に注意！

ALS患者さんのリハビリを考える



呼吸器症状と小児訪問リハ
呼吸障害に対する訪問リハが多い
痰がゼロゼロ、ゴロゴロする
ゼイゼイして息が苦しそう
繰り返す肺炎を予防したい

紹介元
基幹病院（医療連携室）
小児科専門医
往診医
訪問看護師
支援学校教員



平成28年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について  
文部科学省HP



平成28年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について  
文部科学省HP



平成28年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について  
文部科学省HP





脳性麻痺 筋ジストロフィー 脳腫瘍
脊椎損傷 免疫不全症候群 インフルエンザ脳症
ゴーシェ病 レッグリングハウゼン病 無脾症候群

超重症児 重症心身障害児 周辺児 他

超重症児 準超重症児 他

大島分類

重症心身障害マニュアル

当院での小児疾患に対する訪問リハビリの実態調査 
横田久孝､中田隆文,他　第35回東北理学療法学術集会 

N＝23



在宅看取り 2例
症状進行し入院 2例
症状進行し入院、死亡 2例
家族の疾病で育児困難 2例
転居 2例
施設入所 1例
保護者の希望で終了 1例
主治医変更に伴い終了 1例
通所に変更 1例
継続中 9例

小児訪問リハ（転帰）

当院での小児疾患に対する訪問リハビリの実態調査 
横田久孝､中田隆文,他　第35回東北理学療法学術集会 



難病の治療と症状緩和

進行 進行 進行 突然死 延命

治療
心身機能維持と活動と参加へのアプローチ

症状緩和のアプローチ
緩和

進行進行
進行 進行

？

難病・末期がんにおけるマイルストーンの設定と実践 
中田隆文,訪問リハビリテーション.2018.2.15



呼吸管理を 

希望する 
気管切開、胃ろう、人工呼吸器、排痰補助装置、コミュニケー
ション手段の早期導入 
身体機能の最大限の維持 

希望しない 
症状緩和を優先、どの医療処置まで行うか？ 
ALSの情報から選んだ生き方の実現 
失われる身体機能の見守りと対応

ALS患者さんのリハビリを考える



呼吸管理の意思決定と訪問リハ開始時期

自発呼吸　　・　・　　NPPV　　・　・　　TPPV
・・・　酸素、吸引器、吸入器、MI-E　・・・

54例

7例

19例

13例 7例

2例

在宅ALS患者の在宅呼吸管理と訪問リハビリテーション 
中田隆文　第20回日本在宅医学会大会



44%

10%

46%

積極的な呼吸管理無し NPPVまで TPPV

9%

9%

9%

11%

17%

46%

在宅中 在宅看取り 救急搬送され永眠 ALS以外の疾病で入院 社会的入院
その他

在宅ALS患者さんの経過



末期がんの症状
だるさ・倦怠（けんたい）感 
呼吸困難 
痛み 
口内炎・口内の乾燥 
味覚の変化・異常 
吐き気・嘔吐（おうと） 
痛み止め・消化管の狭さくによる吐き気・嘔吐（おうと） 
下痢 
便秘 
痛み止め使用時の便秘 
食欲不振・体重減少 
リンパ浮腫 
出血 
貧血 
しびれ 
脱毛



がん患者で呼吸困難を自覚する頻度は46～59％ 
肺癌だけでは75～87％ 
• がんに関連した原因（肺内腫瘍、悪性胸水、気道閉塞、リンパ管症など） 
• がん治療に関連した原因（放射線肺臓炎、薬剤性肺障害など） 
• がんとは関連しない原因（COPDなどの肺基礎疾患合併）

がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン2016年版 
日本緩和医療学会ガイドライン作成委員会　pp21、23
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佐藤深雪，中田隆文，他　在宅看取りを希望した末期癌患者の訪問リハビリ 
第17回日本在宅医学会もりおか大会



効果あり(n=23) 効果なし(n=5) P値
呼吸リハ効果（有/無） 23 5 0.0007
呼吸困難（n=9） 6 3 0.32
排痰（n=13） 12 1 0.002
呼吸困難＋排痰（n=6） 5 1 0.1
呼吸リハ実施期間 96日 18.4日 0.03
要介護度（n=27） 3.6 4.4 0.04
1週間あたり実施日数 3.6 日 4.4日 0.53
年齢 75.0歳 71.0歳 0.35
性差（男/女） 17/6 3/2 0.53
肺癌/他 11/12 2/3 0.75
COPDの合併（有/無）確定診断 4/19 0/5 0.31
在宅(施設)看取り/入院 17/6 2/2 0.31
HOT（有/無） 13/10 5/0 0.07
steroid 11/12 2/3 0.75
NSAIDs等 8/15 1/4 0.52
sedatives 1/22 0/5 0.63
bronchodilator 9/14 1/4 0.42
opioid 11/12 1/4 0.25
rescue 10/13 1/4 0.33
抗がん剤 3/20 0/5 0.39

呼吸リハ効果あり群・効果なし群の詳細

末期がん患者の呼吸器症状に対する訪問呼吸リハの効果 
中田隆文,他　第6回日本プライマリケア連合学会学術大会



在宅呼吸リハの内容
バイタルサイン測定、呼吸器評価、一般所見評価 
運動療法（一般的な施設、環境） 

自由歩行、自重や重錘などのトレーニング、個別的な筋力ト
レーニング、呼吸筋力トレーニング 
コンディショニング（呼吸練習、リラクセーション、胸郭可
動域練習、ストレッチング、体操、排痰法） 
ADL練習＋教育と指導 

身体活動の維持と向上、動作指導と練習、福祉用具の選定と
利用練習、通所職員や訪問介護職への指導、家族指導、ケア
プランへの提案
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