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外来呼吸リハビリを施行した特発性肺線維症の 1 例
― 労作時低酸素が高度な症例に対する工夫 ―
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【 目的 】特発性肺線維症（IPF）は、慢性的に肺に高度の線維
化が起き不可逆性の蜂巣肺形成をきたす予後不良の難治性疾

最終評価時は、6 分間歩行距離 310 m、歩行終了時の mBS7、
下肢疲労 mBS2。SGRQ は Symptoms のみ 75.1に改善した。
身体活動量では、歩数 1,877 歩 / 日、運動強度 1.004 METs/

患である。
IPF の特徴である運動時低酸素血症は、低酸素性肺血管攣

日、立位時間 5 時間 29 分、座位時間 12 時間 26 分、NRADL

縮による心機能低下や高次能機能障害等、身体に様々な悪影

16 点（動作速度 6 点、息切れ 6 点）
、24 時間 SpO 2 は平均値

響を及ぼすことで日常生活の障害を引き起こす可能性がある。

89.3%、最低値 70.8%、平均脈拍数 88.12bpm であった。リ

今回、外来呼吸リハ介入により、運動耐容能改善と日常生

ハにより明らかな改善を示した項目は、6 分間歩行距離、

活での低酸素血症軽減の両者を達成できた症例を経験したた

SGRQ Symptoms スコア、座位時間、24 時間 SpO2 最低値

め報告する。

であった。

【 症例紹介 】74 歳男性。喫煙歴 47 pack × year で 68 歳から
禁煙。修正 MRC scale は Grade 3。

【 考察 】進行期 IPF 患者に対して、週 2 回（6 回）の外来呼吸
リハ介入によって、40 m の 6MWT 改善を認めた。IPF 患者

動脈血ガス分析は、PaO 2 68.5 torr と低下していた。呼吸
機能検査は、VC 1.88L（62.9%）
、FEV2 1.71L（73.7%）と

における 6MWT の臨床的に意義のある最小変化量（MCID）
は 24-47 m であり今回の改善は有意と考えられた。一方、日

拘束性換気障害を認めた。DLco 6.25 ㎖/min/㎜Hg（46.4%）

常生活における歩数、運動強度、NRADL の動作速度、24 時

と拡散能の低下を認めた。

間 SpO2 の最低値、平均脈拍数は低下を示し、座位での休息

2016 年に IPF と診断され、同年オフェブカプセル内服開
始されたが、副作用にて体重が 12 ㎏減少し、2017 年 7 月に

回数を増やす動作指導は有効であったと考えられる。これに
伴い、SGRQ の Symptoms も改善を認めていた。

ピレスパ錠に変更された。在宅酸素療法の導入を検討された

IPF 患者においても身体活動量の向上は重要であると考え

が、労作時呼吸困難感（DOE）の改善がなく、歩行距離の改

られるが、本症例は動作時の低酸素血症が高度であり、身体

善も認めず導入には至らなかった。DOE のため日常生活動

に様々な悪影響を及ぼす可能性が考えられた。したがって身

作に支障をきたしており、外来呼吸リハ（週 2 回）を開始した。

体活動量を低下させる懸念はあったが、座位での休憩回数を

【 説明と同意 】本研究はヘルシンキ宣言に則り、今回の報告

増加、連続立位動作を減少するような指導を実施した。

にあたり患者様とその御家族に書面での承諾を得た。

今回、身体活動量は低下したにも関わらず、6MWT で有

【 経過 】初期評価時は、6 分間歩行距離 270 m、歩行終了時の

意な改善が得られたことから、呼吸リハプログラムと動作指

呼吸困難感は修正 Borg Scale（ 以下 mBS）5、下肢疲労 mBS

導の両者が効果を示したと考えられる。今後 HOT が導入さ

4。SGRQ は total 65.6（ Symptoms 81.0, Activity 73.0,

れ、日常生活動作時の低酸素血症が抑制できた場合には、さ

Impacts56.6）であった。身体活動量では、歩数 2,244 歩 / 日、

らに動作指導に変更を加え活動量を上げていくような工夫が

運動強度 1.008 METs/ 日、1 日あたりの立位時間 5 時間 33

必要になるであろう。

分、座位時間 10 時間 24 分、NRADL 24 点（動作速度 13 点、

今回進行期の IPF であったにも関わらず、外来呼吸リハ

息切れ 6 点）
、24 時間 SpO2 は平均値 90.1%、最低値 65.7%、

を実施することで運動耐容能が改善し、また患者教育を行う

平均脈拍数 88.9 bpm であった。

ことで動作方法を習得し労作時低酸素と自覚症状を軽減でき

呼吸リハプログラムは、全身調整訓練、下肢筋力訓練、全

た症例を経験した。

身持久力訓練、動作指導を実施した。全身持久力訓練は、鼻

【 理学療法研究としての意義 】一般的には、身体活動量を向

カニューレ 3L の酸素吸入下にインターバルトレーニングを

上することが必要とされている。しかし、呼吸リハにより運

実施し、最大酸素摂取量の 60 ～ 70% 負荷とした。整容、軽

動耐容能を改善させつつ、日常生活の低酸素血症や自覚症状

作業（物干し、水まき）
、階段昇降時は連続立位時間が長く、

を軽減させる目的で身体活動量を抑えることも患者によって

労作時低酸素血症も顕著であったため、動作指導として座位

は必要である可能性がある。本症例を通して、病態が進行し

での休憩回数を増やすよう指導した。また、休息は pulse

ている間質性肺炎患者に対する新たな理学療法プロセスの一

oximeter を参考にするよう指導し自己管理を促した。

助となると考える。
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