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臨床研究

医療における疾患の予防⽅法、診断⽅法及び
治療⽅法の改善、疾患原因及び病態の理解なら
びに患者の⽣活の質の向上を⽬的として実施され

る医学系研究であって、⼈を対象とするもの
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研究デザインの種類
意図した介⼊の有無

介⼊研究 観察研究

RCT ⾮RCT 分析的研究 記述的研究

縦断研究 横断研究

コホート研究 ケースコントロール研究

ランダムに割り付けを⾏ったか︖ ⽐較対照はあるか︖

要因とアウトカムの測定時期は︖

観察の向きは︖

Yes No

Yes No Yes No

異なる 同時

後ろ向き前向き
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コロナに有効な新薬Aが開発されました。
「薬Aの服薬によりコロナ症状が改善する」

ことが報告されました。

どのように証明する︖



研究デザイン

Patient（対象） コロナ患者に

Intervention（介⼊） 新薬Aを服薬したら

Comparison（⽐較） 服薬しない⼈と⽐べて

Outcome（結果） 症状が改善するか

PICO、PECOを⽴ててみよう︕
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どのように証明する︖

症状

症状コロナ患者

服薬する

服薬しない

⽐
較
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本⽇の到達⽬標

なるべく短時間で
論⽂を解釈する
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本⽇のお品書き

介⼊研究の構造がわかる
論⽂を読む⼿順がわかる



SLIDESMANIA.COM

論⽂のどこから情報を
読むべきか︖
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論⽂の構成（バンクーバー⽅式）

Title

Abstract

Introduction

Material & Method

Result

Discussion

題⽬

要旨

はじめに

対象と⽅法

結果

考察
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論⽂のイメージ
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論⽂を読むステップ
１. Titleを読む

２. Abstractを読む

３. Figureを確認

４. Methodを確認
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論⽂を読むステップ

Titleを読む PICOを⽴てる
研究デザインをイメージする

Abstractを読む PICO、研究デザインを再度確認する

Figureを確認 差を確認する

Methodを確認 バイアスを評価する
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Titleを読む

PICOを⽴てる
研究デザインを予想する

超⾼齢者急性期⼊院患者における機能低下に対する運動介⼊の効果
ー無作為化臨床試験ー

Effect of Exercise Intervention on Functional Decline in Very Elderly Patients During Acute Hospitalization
ー Randomized Clinical Trial ー
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Titleを読む

超⾼齢者急性期⼊院患者における機能低下に対する運動介⼊の効果
ー無作為化臨床試験ー

Effect of Exercise Intervention on Functional Decline in Very Elderly Patients During Acute Hospitalization
ー Randomized Clinical Trial ー

Patient 急性期病院に⼊院中の超⾼齢患者に

Intervention 運動を⾏ったら

Comparison 運動を⾏わなかった⼈と⽐べて

Outcome 機能が良くなるのか︖悪くなるのか︖
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論⽂を読むステップ

Titleを読む PICOを⽴てる
研究デザインをイメージする

Abstractを読む PICO、研究デザインを再度確認する

Figureを確認 差を確認する

Methodを確認 バイアスを評価する
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Abstract を読む
【Design，Setting，Participants】
スペインのナバラにある三次公⽴病院の急性期医療ユニットで、2015年2⽉1⽇から2017年8⽉30⽇まで、単⼀施設、単⼀盲検のランダム
化臨床試験が実施されました。急性期⼊院を受けている合計370⼈の⾮常に⾼齢の患者は、運動またはコントロール（通常のケア）介⼊
にランダムに割り当てられました。 Intention-to-treat analysis が実施された。
【Interventions】
対照群は、必要に応じて⾝体的リハビリテーションを含む通常の病院でのケアを受けました。院内介⼊には、個別の中程度の強度
の抵抗、バランス、および歩⾏運動（1⽇2回のセッション）が含まれていました。
【Main Outcomes and Measure】
主要なエンドポイントは、BIとSPPBで評価された、ベースラインから退院までの機能的能⼒の変化でした。⼆次エンドポイントは、認知
および気分の状態、⽣活の質、握⼒、せん妄、滞在期間、転倒、退院後の転院、退院後3か⽉での再⼊院率と死亡率の変化でした。
【Results】
分析に含まれた370⼈の患者のうち、209⼈は⼥性（56.5％）でした。平均（SD）年齢は87.3（4.9）歳でした。⼊院期間の中央値は、両⽅
のグループで8⽇でした（四分位範囲、それぞれ4⽇と4⽇）。介⼊期間の中央値は5⽇でした（四分位範囲、0）。患者1⼈あたりの平均
（SD）は朝5回と⼣⽅4回でした。介⼊による副作⽤は観察されませんでした。運動介⼊プログラムは、通常のケアに⽐べて⼤きなメリッ
トをもたらしました。退院時、運動グループは、通常のケアグループと⽐較して、SPPBスケールで2.2ポイント（95％CI、1.7-2.6ポイン
ト）、バーセル指数で6.9ポイント（95％CI、4.4-9.5ポイント）の平均増加を⽰しました。。⼊院は機能的能⼒の障害をもたらしました
（ベースラインから退院までの平均変化-5.0ポイント（95％CI、-6）。通常ケアグループでは8〜-3.2ポイント）、運動介⼊はこの傾向を逆
転させました（1.9ポイント; 95％CI、0.2-3.7ポイント）。介⼊はまた、0.2ポイントに対してSPPBスコア（2.4ポイント; 95％CI、2.1-2.7ポイ
ント）を改善しました。95％CI、コントロールで-0.1〜0.5ポイント）。有意な介⼊効果は、通常のケアグループよりも1.8ポイント（95％
CI、1.3-2.3ポイント）の認知レベルでも⾒られました。

【Conclusions and Relevance】
運動介⼊は、⾮常に⾼齢の患者の急性⼊院に関連する機能低下を逆転させるのに安全かつ効果的であることが証明されました。
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Abstract を読む
【Design，Setting，Participants】
スペインのナバラにある三次公⽴病院の急性期医療ユニットで、2015年2⽉1⽇から2017年8⽉30⽇まで、単⼀施設、単⼀盲検のランダム
化臨床試験が実施されました。急性期⼊院を受けている合計370⼈の⾮常に⾼齢の患者は、運動またはコントロール（通常のケア）介⼊
にランダムに割り当てられました。 Intention-to-treat analysis が実施された。
【Interventions】
対照群は、必要に応じて⾝体的リハビリテーションを含む通常の病院でのケアを受けました。院内介⼊には、個別の中程度の強度
の抵抗、バランス、および歩⾏運動（1⽇2回のセッション）が含まれていました。
【Main Outcomes and Measure】
主要なエンドポイントは、BIとSPPBで評価された、ベースラインから退院までの機能的能⼒の変化でした。⼆次エンドポイントは、認知
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Patient 急性期病院に⼊院中の超⾼齢患者に

Intervention 運動を⾏ったら

Comparison 通常ケアと⽐べて

Outcome BI、SPPB
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論⽂を読むステップ

Titleを読む PICOを⽴てる
研究デザインをイメージする

Abstractを読む PICO、研究デザインを再度確認する

Figureを確認 差を確認する

Methodを確認 バイアスを評価する
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Figure を確認

Abbreviations: ADLs, activities of daily living; CAM, Confusion Assessment Method; EurolQol-5D, EuroQol Questionnaire–5 Dimensions; GDS, Yesavage Geriatric Depression Scale; 
MMSE, Mini-Mental State Examination; OR, odds ratio; QoL, quality of life; SPPB, Short Physical Performance Battery.
aAll data, except for CAM, were derived from linear mixed-effects model. For each group, data are expressed as change from baseline (admission) to discharge, determined by 
the time coefficients (95% CI) of the model. For example, for the SPPB scale, 0.2 corresponds to the coefficient estimated from the model. The between-group difference was 
determined with time × group interaction coefficient. For CAM, data are the proportion of patients in whom delirium developed.
bExplanations of scales used are given in the footnotes to Table 1.
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Figure を確認
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Figure を確認

Abbreviations: ADL, activities of daily living; IQR, interquartile range.
aMann-Whitney test.
bFisher exact test.
cMid–P value exact test.
dχ2 Test.
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論⽂を読むステップ

Titleを読む PICOを⽴てる
研究デザインをイメージする

Abstractを読む PICO、研究デザインを再度確認する

Figureを確認 差を確認する

Methodを確認 バイアスを評価する
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バイアスの種類

選択バイアス 情報バイアス 交絡バイアス

対象者を選択する過程で
発⽣するバイアス

情報の収集や測定時に
発⽣するバイアス

原因と結果の両⽅に
影響を与えるバイアス
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どこに選択バイアスが潜んでいる︖

⾼齢者を対象とした運動の効果に関する臨床研究

⺟集団 標本
（全⾼齢者） （⾼齢者）
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どこに選択バイアスが潜んでいる︖

⾼齢者を対象とした運動の効果に関する臨床研究

⺟集団 標本
実際

（全⾼齢者）
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バイアスの種類

選択バイアス 情報バイアス 交絡バイアス

対象者を選択する過程で
発⽣するバイアス

情報の収集や測定時に
発⽣するバイアス

原因と結果の両⽅に
影響を与えるバイアス
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情報バイアス

介⼊群

対照群
評価者

⽢めな評価

厳しめな評価
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盲検化
対象者 介⼊者 評価者 解析者

単純盲検化 〇
⼆重盲検化 〇 〇
三重盲検化 〇 〇 〇
四重盲検化 〇 〇 〇 〇
PROBE法 〇 〇
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バイアスの種類

選択バイアス 情報バイアス 交絡バイアス

対象者を選択する過程で
発⽣するバイアス

情報の収集や測定時に
発⽣するバイアス

原因と結果の両⽅に
影響を与えるバイアス
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男性 肺がん

喫煙

交絡バイアス
原因 結果

別の要因
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対象者のベースラインを確認
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介⼊⽅法を確認
＜通常ケア群＞
必要に応じて⾝体的リハビリテーションを含む
習慣的病院ケア

＜介⼊群＞
5〜7⽇間、20分間のセッション（午前、午後）
・午前の部
抵抗運動、バランス訓練、歩⾏訓練
・午後の部
下肢の⾃動運動、歩⾏訓練
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Abstract を読む
【Design，Setting，Participants】
スペインのナバラにある三次公⽴病院の急性期医療ユニットで、2015年2⽉1⽇から2017年8⽉30⽇まで、単⼀施設、単⼀盲検のランダム
化臨床試験が実施されました。急性期⼊院を受けている合計370⼈の⾮常に⾼齢の患者は、運動またはコントロール（通常のケア）介⼊
にランダムに割り当てられました。Intention-to-treat analysis が実施された。
【Interventions】
対照群は、必要に応じて⾝体的リハビリテーションを含む通常の病院でのケアを受けました。院内介⼊には、個別の中程度の強度
の抵抗、バランス、および歩⾏運動（1⽇2回のセッション）が含まれていました。
【Main Outcomes and Measure】
主要なエンドポイントは、BIとSPPBで評価された、ベースラインから退院までの機能的能⼒の変化でした。⼆次エンドポイントは、認知
および気分の状態、⽣活の質、握⼒、せん妄、滞在期間、転倒、退院後の転院、退院後3か⽉での再⼊院率と死亡率の変化でした。

Patient 急性期病院に⼊院中の超⾼齢患者に

Intervention 運動を⾏ったら

Comparison 通常ケアと⽐べて

Outcome BI、SPPB
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論⽂を読むステップ

Titleを読む PICOを⽴てる
研究デザインをイメージする

Abstractを読む PICO、研究デザインを再度確認する

Figureを確認 差を確認する

Methodを確認 バイアスを評価する



介⼊研究



介⼊研究

Titleを読む
Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study

COVID-19の⾼齢患者における呼吸リハビリテーション︓ランダム化⽐較試験
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Titleを読む
Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study

Patient COVID-19に罹患した⾼齢患者に

Intervention 呼吸リハビリテーションを⾏ったら

Comparison 呼吸リハビリテーションを⾏わない⼈と⽐べて

Outcome 機能的予後︖在院⽇数︖がよくなるのか︖

COVID-19の⾼齢患者における呼吸リハビリテーション︓ランダム化⽐較試験
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Abstract を読む
【Background】
コロナウイルス病2019（COVID-19）の患者、特に⾼齢患者の呼吸機能、⾝体機能、⼼理機能にさまざまな程度の障害が報告されています。
改善され退院したCOVID-19患者の経験により、タイムリーな呼吸リハビリテーション介⼊は、予後を改善し、機能的保存を最⼤化し、⽣
活の質（QOL）を改善する可能性がありますが、この介⼊の結果を調査する研究は世界中にありません。

【Objective】
COVID-19の⾼齢患者の呼吸機能、QOL、可動性および⼼理的機能に対する6週間の呼吸リハビリテーションの効果を調査すること。

【Methods】
この論⽂は、観察的、前向き、準実験的研究の結果を報告し、72⼈の参加者を完全に募集し、そのうち36⼈の患者が呼吸リハビリテー
ションを受け、残りはリハビリテーション介⼊なしで受けた。次の結果が測定されました︓⼀酸化炭素（DLCO）のプレチスモグラ
フィーと拡散肺容量を含む呼吸機能検査、機能検査（6分の歩⾏距離検査）、⽣活の質（QOL）評価（SF-36スコア）、⽇常⽣活動作⽣活
（機能的⾃⽴度評価法、FIMスコア）、および精神状態テスト（SAS不安およびSDSうつ病スコア）。

【Results】
介⼊群での6週間の呼吸リハビリテーション後、FEV1（L）、FVC（L）、FEV1 / FVC％、DLCO％、および6分間の歩⾏テストに有意差が⾒
られました。SF-36スコアは、8次元で、介⼊グループ内および2つのグループ間で統計的に有意でした。介⼊群のSASおよびSDSスコアは
介⼊後に減少しましたが、不安のみが2つの群内および群間で有意な統計的有意性を⽰しました。

【Conclusions】
6週間の呼吸リハビリテーションは、COVID-19の⾼齢患者の呼吸機能、QOL、および不安を改善することができますが、⾼齢者のうつ病
にはほとんど有意な改善がありません。
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介⼊後に減少しましたが、不安のみが2つの群内および群間で有意な統計的有意性を⽰しました。

【Conclusions】
6週間の呼吸リハビリテーションは、COVID-19の⾼齢患者の呼吸機能、QOL、および不安を改善することができますが、⾼齢者のうつ病
にはほとんど有意な改善がありません。
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Abstract を読む
【Objective】
COVID-19の⾼齢患者の呼吸機能、QOL、可動性および⼼理的機能に対する6週間の呼吸リハビリテーションの効果を調査すること。

【Methods】
この論⽂は、観察的、前向き、準実験的研究の結果を報告し、72⼈の参加者を完全に募集し、そのうち36⼈の患者が呼吸リハビリテー
ションを受け、残りはリハビリテーション介⼊なしで受けた。次の結果が測定されました︓⼀酸化炭素（DLCO）のプレチスモグラ
フィーと拡散肺容量を含む呼吸機能検査、機能検査（6分の歩⾏距離検査）、⽣活の質（QOL）評価（SF-36スコア）、⽇常⽣活動作⽣活
（機能的⾃⽴度評価法、FIMスコア）、および精神状態テスト（SAS不安およびSDSうつ病スコア）。

Patient COVID-19に罹患した⾼齢患者に

Intervention 6週間の呼吸リハビリテーションを⾏ったら

Comparison 呼吸リハビリテーションを⾏わない⼈と⽐べて

Outcome 呼吸機能、6分間歩⾏、QOL、SF-36、FIM、SAS、SDS
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差を確認
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対象者のベースラインを確認
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フローチャート
を確認

除外
20
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バイアスを確認

Participants: were recruited from Hainan General Hospital central hospital and
Huanggang Central hospital, which were designated by the government to admit
COVID-19 from January 1, 2020 to February 6, 2020. Inclusion Criteria: (1) with a
definite diagnosis of COVID-19; (2) aged 65 years or above; (3) > 6 months after
the onset of other acute diseases; (4) mini-mental state examination (MMSE)
score > 21; (6) no COPD or any other respiratory disease; and (7) forced
expiratory volume in 1 s (FEV1) > 70%. Exclusion criteria: (1) moderate or severe
heart disease (Grade III or IV, New York Heart Association); (2) with severe
ischemic or hemorrhagic stroke or neurodegenerative diseases. Study Design:
This study is an open randomized controlled trial. Participants were aware of all
rehabilitation procedures, including respiratory rehabilitation (2 sessions per
week for 6 weeks), once a day for 10 min. The demographic characteristics of
each subject were assessed prior to randomizing the subject. Odd numbers of
patients were in the intervention group while even numbers of patients in the
control group using a computer-generated allocation order. Interventions
included: (1) respiratory muscle training; (2) cough exercise; (3) diaphragmatic
training; (4) stretching exercise; and (5) home exercise. For respiratory muscle
training, participants used a commercial hand-held resistance device (Threshold
PEP; Philips Co.) for three sets with 10 breaths in each set; parameters were set
at 60% of the individual’s maximal expiratory mouth pressure, with a rest period
of 1 min between the two sets. Three sets of 10 active coughs were adopted for
cough exercises. For diaphragmatic training, each participant performed 30
maximal voluntary diaphragmatic contractions in the supine position, placing a
medium weight (1–3 kg) on the anterior abdominal wall to resist diaphragmatic
descent. In stretching exercises, the respiratory muscles are stretched under the
guidance of a rehabilitation therapist. The patient was placed in the supine or
lateral decubitus position with the knees bent to correct the lumbar curve.
Patients were ordered to move their arms in flexion, horizontal extension,
abduction, and external rotation. In terms of home exercises, subjects were
instructed in pursed-lip breathing and coughing training, and asked to undergo
30 sets per day.

対策
選択バイアス ランダム抽出 △
情報バイアス 盲検化 ×

交絡バイアス
ランダム化 〇

ITT解析 ×
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介⼊⽅法を確認
Participants: were recruited from Hainan General Hospital central hospital and
Huanggang Central hospital, which were designated by the government to admit
COVID-19 from January 1, 2020 to February 6, 2020. Inclusion Criteria: (1) with a
definite diagnosis of COVID-19; (2) aged 65 years or above; (3) > 6 months after
the onset of other acute diseases; (4) mini-mental state examination (MMSE)
score > 21; (6) no COPD or any other respiratory disease; and (7) forced
expiratory volume in 1 s (FEV1) > 70%. Exclusion criteria: (1) moderate or severe
heart disease (Grade III or IV, New York Heart Association); (2) with severe
ischemic or hemorrhagic stroke or neurodegenerative diseases. Study Design:
This study is an open randomized controlled trial. Participants were aware of all
rehabilitation procedures, including respiratory rehabilitation (2 sessions per
week for 6 weeks), once a day for 10 min. The demographic characteristics of
each subject were assessed prior to randomizing the subject. Odd numbers of
patients were in the intervention group while even numbers of patients in the
control group using a computer-generated allocation order. Interventions
included: (1) respiratory muscle training; (2) cough exercise; (3) diaphragmatic
training; (4) stretching exercise; and (5) home exercise. For respiratory muscle
training, participants used a commercial hand-held resistance device (Threshold
PEP; Philips Co.) for three sets with 10 breaths in each set; parameters were set
at 60% of the individual’s maximal expiratory mouth pressure, with a rest period
of 1 min between the two sets. Three sets of 10 active coughs were adopted for
cough exercises. For diaphragmatic training, each participant performed 30
maximal voluntary diaphragmatic contractions in the supine position, placing a
medium weight (1–3 kg) on the anterior abdominal wall to resist diaphragmatic
descent. In stretching exercises, the respiratory muscles are stretched under the
guidance of a rehabilitation therapist. The patient was placed in the supine or
lateral decubitus position with the knees bent to correct the lumbar curve.
Patients were ordered to move their arms in flexion, horizontal extension,
abduction, and external rotation. In terms of home exercises, subjects were
instructed in pursed-lip breathing and coughing training, and asked to undergo
30 sets per day.

（1）呼吸筋トレーニング
市販の携帯型抵抗装を⽤いて，1セット10回の呼吸を3セット
⾏い，パラメータは個⼈の最⼤呼気⼝圧の60%に設定2セット
の間に1分間の休息時間を設けた.

（2）咳払い運動
咳の練習は10回の能動的な咳を3セット⾏った.

（3）横隔膜トレーニング
横隔膜の下降に抵抗するために中程度の重 (1~3kg)を腹部に
置いて，仰臥位で横隔膜最⼤随意収縮を30回⾏った.

（4）ストレッチ運動
セラピストの指導のもと，呼吸筋のストレッチを⾏った.腰椎
のカーブを矯正するため，患者は膝を曲げた状態で仰臥位ま
たは側臥位になった.患者は上肢を屈曲，⽔平伸展，外転，外
旋させるように指⽰された。

（5）ホームエクササイズ，呼吸筋トレーニング
ホームエクササイズとして⼝すぼめ呼吸法と咳払いのトレー
ニングを指導し，1⽇30セットを実施してもらった。
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論⽂を読むステップ

Titleを読む PICOを⽴てる
研究デザインをイメージする

Abstractを読む PICO、研究デザインを再度確認する

Figureを確認 差を確認する

Methodを確認 バイアスを評価する


