
呼吸リハビリテーション

所属：ソフィア訪問看護ステーション池上 分室
西馬込　夏目暁彦



注意点

・聴診器のあて方、呼吸音などの確認は行いません。 

・技術面(呼吸介助など)は臨床により積み重ねるため、
今回は行いません。 

・明日からすぐに使える引き出しが増やせる。 
・大した話ではありません。



目次

１. 呼吸と環境について 
・口と鼻呼吸（実技） 
・環境評価と工夫　　　　　

２. 呼吸と姿勢について 
・楽な姿勢   （実技）  
・姿勢評価と姿勢対応

３. 呼吸と運動について 
・誰でもできるエクササイズ（実技） 
・運動と活動量

０. 呼吸リハビリ概要について 15分

20分

20分

20分

休憩 5分

休憩 5分

質疑応答 5分



ことばと呼吸
• 息のつく言葉を思い出して
①息が切れる 呼吸が続かなくなり、苦しくなる。
②息が合う 互いの動きや気持ちがぴったり合う。
③息が詰まる 重苦しく感じたり、緊張したりして息苦しくなる。
④息が長い 物事が長く続いている
⑤息が弾む 運動したり、興奮したりして、呼吸が激しくなる。
⑥息を凝らす 息をするのを抑えて、じっとしている。
⑦息を殺す 息をする音もしないくらい、静かにじっとしている。
⑧息を抜く 一休みする。
⑨息を呑む 驚いて息を止める。

⑩息が掛かる
吐く息が掛かるほど身近だということで、権力を持つ人
と深いつながりがあること。 
る /10点三省堂 例解小学ことわざ辞典 ワイド版 ２０１０年



息切れ(呼吸困難)の悪循環
呼吸困難

栄養不足、体重減少食欲不振

活動量の低下
廃用性変化 
筋萎縮、身体機能
の失調・低下

疾患の進行



呼吸リハビリテーション
包括的な考え方

日常生活の指導

運動療法

栄養指導

肺理学療法

薬物療法

酸素療法 精神的サポート

教育(禁煙・管理)



呼吸リハビリテーション
日常生活の指導

１．息苦しくなる動作とその理由を理解 
２．息切れになれる（経験） 
３．呼吸法を習得 
４．呼吸と動作のタイミングをあわせる 
５．パニックコントロールを身につける 
６．負担のかからない動作の方法や要領を工夫 
７．ゆっくり動作を行う 
８．休憩の取り方を工夫 
９．計画性を持って余裕のある生活を過ごす 
１０．息切れに合わせて住まいを工夫 
１１．低酸素血症が強い場合、適切な酸素療法

息切れセルフマネジメント

１１か条



Smoking Story
1分50秒



呼吸リハビリテーション
教育(禁煙・管理)

身 
体 
へ 
の 
有 
害 
な 
影 
響

年

20分

12
時間

2週～
3ヶ月

1年
5年 10年

1～9ヶ月

15年

脈拍数 正常

血液中の一酸化炭素 正常

呼吸機能の改善、虚血性心疾患リスク 軽減

咳、息切れ 軽減
虚血性心疾患リスク 喫煙時の半分 軽減

喉頭がん,食道がんリスク 喫煙時の半分 軽減 
5～15年で脳卒中リスク タバコを吸わない人と同じ

肺がん死亡リスク 喫煙時の半分

虚血性心疾患リスク  全くタバコを吸わない人と同じ



呼吸リハビリテーション
運動療法

筋パワー 敏捷性

身体組成

柔軟性

全身持久力

平衡性 スピード

筋力・筋持久力
運動能力

健康関連 
体力



呼吸リハビリテーション
運動療法・肺理学療法

コンディショニング

ADLトレーニング

全身持久力・筋力トレーニング

ゴール達成



呼吸リハビリテーション
栄養指導

・食事療法や栄養補給療法の指標 
｛体格指数(BMI)、標準体重比(％IBW)｝

BMI：体重kg÷（身長ｍ×身長ｍ） 18.5未満 
やせ

18.5以上25未満 
普通

25以上 
肥満

IBW：身長ｍ × 身長ｍ × 22＝ □  

％IBW：体重kg ÷ IBW□ × 100 ＝ ○

22を標準として

80～90％ 
軽度

70～79％ 
中等度

0～69％ 
高度栄養障害の分類(日本静脈経腸栄養学会)



呼吸リハビリテーション
薬物療法・気管支拡張薬 

・抗コリン薬 
・β2刺激薬 
・テオフィリン薬 
・吸入ステロイド薬 
・長時間型β2刺激薬 
・吸入ステロイド薬の合剤 
・抗アレルギー薬 
・喀痰調整薬 
・抗菌薬(抗生物質) 
・鎮咳剤 
・抗線維化剤 
・その他

◎症状の改善 
 ◎病気を進行させない 
 ◎急な増悪の予防（適切な吸入指導）



呼吸リハビリテーション
酸素療法

酸素不足
・息切れ 
・赤血球が増える 
・肺の高血圧 
・睡眠障害 
・運動能力の低下 
・記憶力の低下 
・右心不全

酸素療法
・息切れ　軽減 
・生存期間　延長 
・運動能力向上 
・入院回数,日数　軽減 
・精神神経機能向上 
・QOL向上



呼吸リハビリテーション
精神的サポート

不安
健康を保つ

病気の理解 生活の工夫

栄養のとり方 定期的な服薬
感染予防

禁煙

生活動作の
工夫

呼吸法 急な悪化時の
対処法



中等度

呼吸リハビリテーション
プログラム構成

軽症

重症

高負荷

低 
負 
荷

全身持久力・筋力 
トレーニング

応 
用

基礎

ADL 
トレーニング

コ 
ン 
デ 
ィ 
シ 
ョ 
ニ 
ン 
グ



目的
お客様の

呼吸困難感の軽減

身体活動制限を減らす

QOLの低下を阻止
環境

運動

姿勢

リラクゼーション



１. 呼吸と環境について

ⅱ）環境評価と工夫　 
　・寝具（ベッド、布団） 
　・  マットへの圧力と身体

ⅰ）口と鼻呼吸について 
　・口、鼻呼吸 
　・腹式、胸式、胸腹式呼吸 
  



１. 呼吸と環境について
鼻呼吸の空気の流れ  
① 鼻から入った空気 → 鼻甲介(海綿状の骨) 
(入ってきた空気を規則正しい一定のパターンに整える)

② 鼻の内部は袋小路 → 弁と鼻甲介が空気の向きと
速さを調節

③ 細かい動静脈が張り巡らされたネットワークに最
大限の空気が触れるようにする

④ 同時に鼻の粘膜にも最大限の空気が触れ、肺に送
る空気を温め、加湿、殺菌が行われる。



１. 呼吸と環境について
鼻呼吸の役割  
＜メリット＞ 
・口呼吸に比べ、呼吸抵抗50％大きい 
・呼吸量が減り、体内取り込み酸素量が20％増える 
・空気が温まり、湿度が上がる  (喉の奥で30℃、肺で37℃) 
・大量の細菌やバクテリアが除去 
・運動時の鼻呼吸は有酸素運動と同じ効果 
・一酸化窒素の貯蔵庫(鼻)→健康維持

口呼吸への影響 
☑脱水症になりやすい        ☑いびきや睡眠障害の原因 
☑口の中が酸性になりやすく、歯や歯茎の病気になりやすい 
☑口内バクテリアの種類が変わり、口臭の原因になる 



１. 呼吸と環境について
一酸化窒素の役割  
＜働き＞ 
・一酸化窒素の貯蔵庫(鼻) 
・肺の中の気道や血管を拡張 
・『血圧調整』,『恒常性の維持』,『神経伝達』,
『免疫機能』,『呼吸機能』など

   ＜効果＞ 
・高血圧を予防 
・動脈瘤を予防 
・コレステロール値↓ 
・動脈の老化を防ぎ、柔軟性を保つ

《一酸化窒素が作られる場所》 
☑鼻腔 
☑血管内壁 
(全身に張り巡らされた全長10万km)



Q.あなたの呼吸はどれですか？

１.口で呼吸 

２.鼻で呼吸 

３.口も鼻も両方



　では、実際に鼻呼吸、
口呼吸を計測してみま
しょう。 
・スマートフォン用意 
・30秒 口呼吸数 
・30秒 鼻呼吸数 

１．口呼吸 30秒　 
２．鼻呼吸 30秒

実技①
１. 呼吸と環境について

鼻呼吸 VS 口呼吸 
・呼吸数は？ 
・どんな感じの違い？ 
・どちらが楽だった？ 

その他



　 
　安静にしている時は
鼻だが、運動すると口
で呼吸している。鼻が
つまっているから口で
呼吸している。 
　鼻は呼吸、口は食べ
物ではないだろうか。

回答　３

１. 呼吸と環境について



Q.あなたは腹、胸式呼吸のどれですか？

１.腹式呼吸 

２.胸式呼吸 

３.胸腹式呼吸　　　
(どちらもあり)



　では、実際に腹式、
胸式呼吸を確認してみ
ましょう。 
・スマートフォン用意 
・手を胸と腹へ 
・呼吸数 

１．腹式呼吸 30秒　 
２．胸式呼吸 30秒

実技②
１. 呼吸と環境について

腹式呼吸 VS 腹式呼吸 
・呼吸数は？ 
・どんな感じの違い？ 
・どちらが楽だった？ 
・調整できた？ 
その他



　 
　腹式呼吸は横隔膜呼
吸で吸気は収縮、呼気
で弛緩する。 
　胸式呼吸は肩周囲の
呼吸補助筋が働きやす
く、エネルギーロスが
多くなる。

回答　1

１. 呼吸と環境について



１. 呼吸と環境について
ⅰ）口と鼻呼吸について 
　・口、鼻呼吸 
　・腹式、胸式、胸腹式呼吸 
   

ⅱ）環境評価と工夫　 
　・寝具（ベッド、布団） 
　・フラット or ギャッジ 
　・マットへの圧力と身体 



Q.あなたはどこで寝てますか？

回答は 

１.布団 

２.ベッド 

３.ソファー 

４.その他



　 
　個人、環境、身体状
況により変わる。その
方の状況に合わせる。

回答  
個人による

１. 呼吸と環境について



１. 呼吸と環境について

e-ヘルスネット 快眠のためのテクニック　よく眠るために必要な寝具の条件と寝相・寝返りとの関係 
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 有竹清夏

正しい寝姿勢 
背骨の曲がり幅が立った
状態の約半分：2～3cm

柔らかすぎる 
背骨が曲がり過ぎ、寝返り
多くなる

硬すぎる 
耐圧を感じやすく、寝心
地が悪くなる



１. 呼吸と環境について

住宅の快適な温度と湿度を理解する　http://standard-project.net/smarthouse/room-temperature.html



１. 呼吸と環境について

不快指数 フリー百科事典 wikipedia　https://ja.wikipedia.org/wiki/不快指数　

※不快指数＝0.81✕温度＋0.01✕湿度(0.99✕温度-14.3)＋46.3

不快指数 体感
～55 寒い
55～60 肌寒い
60～65 何も感じない
65～70 快い
70～75 やや暑い
75～80 やや暑い
80～85 暑くて汗が出る
85～ 暑くてたまらない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BF%AB%E6%8C%87%E6%95%B0


１. 呼吸と環境について

e-ヘルスネット 快眠のためのテクニック　よく眠るために必要な寝具の条件と寝相・寝返りとの関係 
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 有竹清夏

湿度 音
寝室環境 

保湿性　吸湿・透湿・放湿性

温度 光

寝床内環境 
温度：33±1℃ / 湿度：50±5%

柔らかさ　　軽さ
硬さ・柔らかさ・耐久性



１. 呼吸と環境について
胸郭の動きと環境 
・下肺野；S10

安定と不安定の環境 
・支持基底面 

圧が大きくなり、接する部分が痛みやすい。 圧が大きく、捻じれも生じやすい。



休憩中
5分ほど



２. 呼吸と姿勢について
ⅰ）姿勢と呼吸の関連  
　・姿勢は変わるのか 
　・目的別ポジショニング 
　・姿勢の違い

ⅱ）姿勢評価 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース) 
　・隙間から重心探索



Q.呼吸と姿勢は変えられる？
回答 

１.変わる 

２.変わらない 

３.呼吸は変わるが姿勢
は変わらない 

４.呼吸は変わらないが
姿勢は変わる。



　 

姿勢も呼吸も変えられるの
ではないでしょうか。姿勢
は環境面を踏まえ、機能的
かつ物理的な側面を検討し
てみましょう。

回答 1　

２. 呼吸と姿勢について



２. 呼吸と姿勢について
ポジショニングの目的と方法

目的 角度・方法

褥瘡予防 20°～30°

気道クリアランス 頭部挙上60°

下側肺障害の予防・治療 腹臥位・前傾側臥位

VAP予防 頭部挙上30～40°

宇都宮明美　体位と呼吸管理　第1号 人工呼吸 64～67頁 2010　



２. 呼吸と姿勢について
姿勢の違いと腹筋による呼吸の関係

良い姿勢　vs　悪い姿勢
様々な姿勢



２. 呼吸と姿勢について
①背上60°膝20° ②背上60°のみ ③ずり下がり

③ずり下がり②背上60°のみ①背上60°膝20°

松本浩実 他 ギャッジアップ座位のずり下がり姿勢が呼吸筋活動とエネルギー消費に与える影響 理学療法科学 2008 23(5):659-663 

①背上60°膝20° ②背上60°のみ ③ずり下がり



２. 呼吸と姿勢について
ⅰ）呼吸と姿勢 
端座位で骨盤の傾きを変えた際の胸郭の拡張差 
上部：腋窩の高さ 
下部：剣状突起の高さ

武田広道ら 骨盤,脊柱アライメントが胸郭可動性と呼吸機能に及ぼす影響 理学療法科学 302(2):229-232,2015

50°後傾 中間位



２. 呼吸と姿勢について
ⅰ）姿勢と呼吸の関連  
　・姿勢は変わるのか 
　・目的別ポジショニング 
　・姿勢の違い

ⅱ）姿勢評価 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース) 
　・隙間から重心探索



＜評価 & リハビリ＞

＜効果＞ 
・リラクゼーション 
・胸郭可動域の拡大 
・換気量の改善 
・生活範囲の拡大 
・息切れ感の軽減

１．視診
２．触診
３．呼吸リハ

１ 

２ 

３

２. 呼吸と姿勢について

運動



２. 呼吸と姿勢について
ⅱ）姿勢評価（イメージ実技） 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース)

＜姿勢を観察するポイント＞ 
・視診 
　①矢状面 
　②前額面 (左右差含) 
　③重心の位置をイメージ

・接地面を触診(トレース) 
　イメージを確信へ 



２. 呼吸と姿勢について
ⅱ）姿勢評価（イメージ実技） 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース)

・接地面を触診(トレース) 
　イメージを確信へ 

＜姿勢を観察するポイント＞ 
・視診 
　①矢状面 
　②前額面 (左右差含) 
　③重心の位置をイメージ



２. 呼吸と姿勢について

ⅱ）姿勢評価（イメージ実技） 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース)

・接地面を触診(トレース) 
　イメージを確信へ 

＜姿勢を観察するポイント＞ 
・視診 
   ①矢状面 
   ②前額面 (左右差含) 
　③重心の位置をイメージ

肩の高さ

腰の高さ

脚の位置



２. 呼吸と姿勢について

ⅱ）姿勢評価（イメージ実技） 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース)

・接地面を触診(トレース) 
　イメージを確信へ 

＜姿勢を観察するポイント＞ 
・視診 
   ①矢状面 
   ②前額面 (左右差含) 
　③重心の位置をイメージ 右寄りのイメージ



２. 呼吸と姿勢について

ⅱ）姿勢評価（イメージ実技） 
　・接地面を視診(姿勢観察) 
　・接地面を触診(トレース)

・接地面を触診(トレース) 
　イメージを確信へ 

＜姿勢を観察するポイント＞ 
・視診 
   ①矢状面 
   ②前額面 (左右差含) 
　③重心の位置をイメージ

体に沿って 
なぞってみよう



5分ほど



３. 呼吸と運動について
ⅰ）呼吸の役割 
   ・体内酸素レベルテスト 
　・ボーア効果 
　・酸素パラドックス 
　・運動負荷 

　 
　

ⅱ）ストレッチとエクササイズ 
　・首周り、肩周り 
   ・胸郭/体幹 

　 
　



３. 呼吸と運動について
ⅰ）呼吸と運動の生理学的な話

＜呼吸の役割＞ 
・体内へ酸素の取り込み、体外へ二酸化炭素の排出 
（成人 1分間当たり酸素：約250ml,CO2 約200ml） 
・体内貯蔵最大酸素量は約1000ml 
（呼吸停止すると約4分間で酸素欠乏状態に陥る） 
・安静時の毎分換気量は約6L,呼吸数10～15回 
・運動時の毎分換気量は約100～150L,200L 
（最大換気量は体格により規定され、トレーニングでほとんど変化しない）



３. 呼吸と運動について
ⅰ）呼吸と運動の生理学的な話
＜血液によるガス運搬＞ 
・血液に溶け込むO2,CO2はごくわずかで総運搬量のO21.5%,CO2 5% 
・残りのO298.5%は各組織へヘモグロビンと化学結合 
・O2と結合しているヘモグロビンの割合をO2飽和度 
（すべてのヘモグロビンがO2と結合…100%） 
・PO2が同じでもPCO2が高い環境下の方がヘモグロビンは運んできた
O2を多く解離する。



Q.健康を維持、増進するために
必要な体力はどれですか？

１.身体組成　　　　　　　　
(筋肉量・体脂肪量) 

２.体の柔軟性 

３.全身持久力 

４.筋力・筋持久力 

５.上記すべて



　 
　健康を増進するために、
身体組成(筋肉量を増やし
脂肪を減らす)を改善させ、
体の柔軟性を保ち、全身持
久力と筋力を維持・向上さ
せるトレーニングを定期的
に行うことが必要。

回答　５



１. 呼吸と運動について
BOLT Score ( 体内酸素レベルテスト ) 
1. テスト前の10分間は安静 
2. 鼻から普通に息を吸い、鼻から普通に息を吐く 
3. 鼻をつまむ(息を完全に止める) 
4. そのままの状態で「息をしたい」という最初の欲求を感じるまでの時間を
計測(つばを飲みたい、気管が収縮する感じ・呼吸(補助)筋などが勝手に収縮) 
5. 欲求を感じた時点でストップウォッチを止めて、鼻から手を離し、鼻で呼
吸を再開する 
6.通常の呼吸へ戻る

ⅰ）鼻呼吸評価　(ストップウォッチの準備)



Q.実際に計測しましょう？

・スマートフォン用意 
・息を吐いてから測定 
・どれくらい止められ
るか計測する。 

・つば、気管収縮、呼
吸筋収縮を感じるまで

健常な方でも息を吐い
た後に計測すると息苦
しくなるのが早く感じ
る。



Q.実際に計測しましょう？

どのくらい息を止める
ことができましたか。
無理せずに生理的な欲
求があるまで



１. 呼吸と運動について
BOLT Score ( 体内酸素レベルテスト )の結果・判定
ⅰ）鼻呼吸評価　(ストップウォッチの準備)

10秒未満(以下)
常に息苦しさを感じている。呼吸は胸が大きく動き、口呼吸 
安静時における1分間の呼吸回数は15～30回

20秒程度
息を吐き終えると呼吸が自然に止まる時間が1～2秒 
安静時における1分間の呼吸回数は15～20回

30秒程度
息を吐いた後に呼吸が自然に止まる時間が3秒程度 
安静時における1分間の呼吸回数は10～15回

40秒程度
息を吐いた後に呼吸が自然に止まる時間は4～5秒 
安静時における1分間の呼吸回数は6～10回



１. 呼吸と運動について
ボーア効果 
1904年　デンマーク人生理学者 クリスティアン・ボーア 
血中の二酸化炭素の圧力は、体内の呼吸代謝において重要な役
割を果たしている。



１. 呼吸と運動について
・深呼吸しても血中の酸素は増えない。消費カロリー
が増える 
・呼吸の目的は体内にある余分な二酸化炭素を排出
すること

酸素パラドックス

体内の二酸化炭素の役割 
・血中の酸素が体内の細胞に放出されるのを助ける 
・気道と血管の壁の平滑筋を拡張する 
・血液のpH値を調整する



 息止め時の生理学的なイメージ 

１. 呼吸と運動について
ⅰ）体内酸素レベルテスト　

換気反応(CO2) 
二酸化炭素分圧(肺胞換気量の指標)が上昇すると換気が刺激される反応。 
換気が正常(Paco2=40mmHg前後)に維持されるのはこの反応に依存。

O2が肺へ入らない
体内CO2排出できない

肺・血液  :  CO2 増
CO2が呼吸を誘発

分
時
換
気
量



１. 呼吸と運動について
負荷の強さ 高強度負荷 低強度負荷

定義 ・個々のVO2peakに対して60～80％ ・個々のVO2peakに対して40～60％

利点 ・同一運動刺激に高い運動能力の改善 
・生理学的な効果は高い

・在宅で継続しやすい 
・抑うつや不安感の改善効果は大きい 
・リスクが少ない 
・アドヒアランスが維持されやすい

欠点
・すべての方への施行困難(重症例) 
・リスク高い、付き添い、監視が必要 
・アドヒアランスの低下

・運動能力の改善が少ない 
・運動効果の発言に長期間を要する

適応

・モチベーションが高い症例 
・肺性心、重症不整脈、器質的な心疾
患がないこと 
・運動時にSPO2 90％以上

・高度な呼吸困難症例 
・肺性心合併症例 
・後期高齢者



３. 呼吸と運動について
ⅰ）呼吸の役割 
   ・体内酸素レベルテスト 
　・ボーア効果 
　・酸素パラドックス 
　・運動負荷 

　 
　

ⅱ）ストレッチとエクササイズ 
　・首周り、肩周り 
   ・胸郭/体幹 

　 
　



肩と呼吸筋ストレッチ

体幹屈曲

 ストレッチ 編

体幹伸展

上部体幹回旋 下部体幹回旋



肩と呼吸筋ストレッチ

体幹回旋も良い

セルフ ストレッチ 編



肩と呼吸筋 エクササイズ
大胸筋

負荷：ペットボトル程度 

前鋸筋

腹筋腹筋



お客様の

Change your Respiration. 
Change your Life !

呼吸困難感の軽減

身体活動制限を減らす

QOLの低下を阻止

環境
運動

姿勢


