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　日本は、諸外国に例をみな
いスピードで高齢化が進行し、
国 民の医 療 や介護の需要が、
さらに増加 することが見込ま
れる。このため厚生労働省は、
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、地域包括ケアシステムの
構築を推進している。地域包括
ケアシステムでは、地域住民に
対し、保健サービス、医療サー
ビスおよび在宅ケア、リハビリ
テーションなどの介護を含む
福祉サービスを、関係者が連
携、協力して、地域住民のニー
ズに応じて一体的、体系的に
提供していく必要がある。
　今後、心血管疾患の合併症
を持つ高齢者の増加が見込ま
れる。循環器疾患を持った高
齢者に対するケアを、地域の
保健、医療、介護、福祉の資

源が連携、統合されて運営さ
れることが 益々必要 になって
くると思われる。
　心臓リハビリテーションと
は、心血管疾患合併患者が、
体力を回復し自信を取り戻し、
快適な家庭生活や社会生活に
復帰するとともに、再発や再入
院を防止することをめざして
行う総合的活動プログラムのこ
とで、生命予後、生活の質を
改善することが多くの臨床研究
で証明されている。
　本特集では、地域包括ケア
時 代 に お ける 心 臓 リハ ビリ
テーションの現状と課題につ 
いて、各分野のトップランナー
の先生方にご解説いただいた。
今後、日本が立ち向かわない
といけな い 超高齢化時代 に、
心 血 管 疾 患を持った患者に、
よりよい医療を提供すること
ができる一助になれば幸いで
ある。

　心臓リハビリテーション（心リハ）は、

「心疾患患者の最適な身体的、心理的、

社会的状態を回復および維持し、基礎

にある動脈硬化の進行を抑制し、さら

に罹病率と死亡率を低下させることを 

めざす多面的介入」と定義され、豊富

公立八鹿病院 院長／日本心臓リハビリテーション学会 前理事長　後藤葉一

わが国の心臓リハビリテーションの
現状と課題

なエビデンスに基づいて、日・米・欧の

急性心筋梗塞・冠動脈バイパス術後、

慢性心不全、心疾患 二次予防などの

診療ガイドラインにおいて、クラスⅠ

として強く推奨されている。超高齢患

者や慢性多重併存症保有患者が急増

しつつあるわが国において、医学的評

価に基づく運動療法と多職種介入によ

る包括的疾病管理により運動耐容能改

善 /要介護化防止と再入院抑制 /長期

予後改善をめざす心リハ は、まさに

超高齢化時代に必須の医療介入とい 

える。

　2004年の全国実態調査の結果1）で

は、循環器専門医研修施設526施設の

うち、緊急冠動脈インターベンション

（PCI）実施施設は92%であったのに対

し、退院後の外来通院型心リハ実施施

設はわずか 9%にすぎず、PCIの普及

に比べて外来心リハ の普及が極めて

遅 れていることが 明らかにされた。

2015年の全国実態調査では、外来心

リハ実施率は43%と大幅に上昇した

ものの、PCI実施施設の98%に比べる

と依然として著しく低率であった。す

なわち、わが国において急性心筋梗塞

（AMI）の急性期侵襲的治療が極めて

高率に普及している一方で、退院後の

外来心リハの普及が遅れている状況が

明らかである。

　一方、施設における心リハ実施率と

は別に、患者の心リハ参加率も重要で

ある。2004年の全国実態調査に基づ

く推計では、全 AMI患者の外来心リ

ハ参加率は4～ 8%と推計された。海

外のAMI 後の外来心リハ 参加率は、

米国で14～35%、英国で29%、フラ

ンスで23%と報告されており、これら
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　いわゆる団塊の世代が後期高齢者

となる「2025年問題」を見据えた地域

包括ケアシステムは、超高齢社会の

日本に合った新しい医療および介護の

体制を作ることを意味している。地域

包括ケア病棟の役割は、急性期からの

転入院、在宅からの新入院、あるいは

在宅医療への転換など、地域に根ざし

た医療の提供を目標としている。それ

ゆえに、心臓リハビリテーションを行

う理学療法士に求められる能力は多様

となっており、「治す理学療法」から

「支える理学療法」までといった幅広

い内容が必要となる。

　当院は297床を有する心臓病専門

治療を中心とした医療機関だが、その

なかで地域包括ケアは1病棟を有し、

最大51床で運営を行っている。川元

隆弘地域包括ケア担当部長、能美幸

信主任医長を中心とし、看護師22名、 

介護福祉士 3 名 が 勤務している。ま

た、病院としてのリハビリテーション

科は、医師 9名、理学療法士15名、

作業療法士 2 名、言語聴覚士 3名と 

いう体制である。急性期、慢性期病

棟のリハビリテーション（図1）に 加

え、専用の心臓リハビリテーションセ

ンターでもリハビリテーション（図2）

を行うことで、1年間365日休みなく

リハビリテーションを 行っていること

を 特徴としている。また、地域包括

ケア病棟においては理学療法士を病

棟専従とすることで、ただ単に身体機

能を高めるだけでなく、実際の生活状

況をよく把握することが可能となり、

安全で具体的 なリハビリテーション

を行える環境を 作ることができてい

ると考える。

　地域包括ケア病棟では、急性期を

ある程度経過した患者（いわゆるポス

トアキュート）、在宅や介護施設など

からの症状の急性増悪した患者（いわ

ゆるサブアキュート）に対しても十分

な治療は継続して提供することがで

き、さらには地域に密着した病棟で

あることが求められる。リハビリテー

ションを充実させることで、身体機能

を回復させて在宅への復帰を円滑に

目指すことが可能となる。また、「患

者さんを在宅に復帰させる」という

共通の目標があるため、それに向かっ

て多職種で連携してチーム医療を実

践していくということが重要になる。

また、退院後の生活を見すえた指導

も可能となることで、円滑な在宅復帰

につなげることができると考える。た

だ、現時点でも心臓病専門病院での

地域包括ケア病棟の運営は試行錯誤

の面も多くある。ポストアキュートの

社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 副院長　廣畑　敦

地域包括ケアシステムにおける
心臓リハビリテーションの位置づけ

と比較すると日本の参加率が際立って

低いことが明らかになった2）。

　さらに、一般健康成人5,716名を対

象とする大規模インターネット調査の

結果3）によると、「脳卒中・骨折手術後

のリハ」について「知らない」と回答し

た人は3 % であったのに対し、「心リ

ハという言葉やその内容」については

「知らない」が 70%、「 聞いたことは

あるが内容は知らない」が23%、「知っ

ている」と回答した人はわずか7%で、

心リハの社会的認知度が極めて低い

ことが明らかにされている（図）。この

ことは、心疾患患者や家族に対して、

医療者 サイドから積極的に心リハの

メリットを伝達し、心リハへの参加を

強く推奨する必要があることを意味し

ている。

　わが国の心リハに関する実態調査

から明らかになったことは、「エビデン

スと実態との大きなギャップ」である。

そのギャップを解消し、わが国におい

て心リハを心血管標準治療として広く

普及させるための課題と具体的方策と

して、1）心リハ実施施設の大幅増加、

2）外来心リハへの参加率と継続率の

向上、3）疾病管理プログラムとして

の心リハの質の向上、4）心リハの社

会的認知度向上と普及、の4点をあげ

たい（表）。これらの方策により、急性

期治療により救命された患者が退院後

に質の高い外来心リハプログラムに参

加する結果、心疾患患者の自覚症状・

QOL・長期予後の改善と要介護化防止

を、低い医療経済的負荷で効果的・効

率的に実現できることを期待したい。

文献
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図1 急性期、慢性期病棟のリハビリ
テーション

図2 専用の心臓リハビリテーションセンター

表 わが国に心臓リハビリテーションを広く普及させるための方策

課題 具体的方策

1）心リハ実施施設の大幅増加

① 心大血管リハの施設基準の緩和

② 病院幹部や医療スタッフへの啓発

③ 院内クリティカルパスへの心リハの組み込み

④ 急性期病院と心リハ実施施設の間の連携

2）外来心リハへの参加率と
　継続率の向上

① 患者・家族への教育・動機づけ

② 外来心リハ施設増加や夜間/休日実施による利便性向上

③ 外来心リハを組み込んだ地域連携パスの活用

④ 地域運動施設との連携

3）疾病管理プログラムとしての
心リハの質の向上

① 標準プログラムや心肺運動負荷試験の普及

② 高齢・心不全患者向けプログラムの確立

③ 個別的リスク評価に基づく最適メニューの設定

④ 心リハ部門への循環器科看護師の配置

⑤ 心リハ従事人材の育成

4）心リハの社会的認知度向上と
普及

① マスメディアへの積極的発信

② 自治体・医師会との連携による社会全体への心リハの周知・啓発

③ 小中高校教育での循環器病予防のための運動習慣醸成

④ 医学教育への心リハの組み込み

⑤ わが国におけるエビデンスの構築

図 心臓リハビリテーションの社会的認知度調査 （一般人対象）（文献3より）
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Q.  脳卒中・骨折手術後のリハビリテーション
という言葉やその内容を知っていますか？

Q. 心臓リハビリテーションという言葉やその
内容を知っていますか？

一般人5,716名を対象として実施された心リハの認知度に関するインターネット調査において、脳卒中・
骨折手術後のリハを知らない割合は3%のみであったのに対し、心リハを知らない割合は70％と著しく
高値であった。
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みならず、サブアキュートをいかに

効率よく受け入れをすすめることがで

きるかが当面の課題と考えている。

　心臓を含めたリハビリテーションは、

長い期間、出来高払いで治療を行っ

てきた。1日標準18単位、最大24単

位、週108単位が標準であったのが、

地域包括ケアシステムのなかでは、

いわゆる「まるめ」となっている。当院

の場合では、慢性心不全で治療歴が

長い方や、心臓大血管の手術後でなか

なか体力の回復が難しい方といった、

心臓リハビリテーションの必要な患者

を中心として1日2単位以上を提供す

るようにしている。もともと心機能が

良くない患者さん達にとって、うまく

心臓リハビリテーションを行い、在宅

に帰すという取り組みはまだ 始まっ

たばかりで手探り状態のことも多く

ある。おそらくは地域包括ケア病棟

の運営については、地域性、病院の

立ち位置によって異なる。循環器専門

病院における地域包括ケア病棟のあ

り方をこれからも模索していかなけ

ればならない。

はじめに
　高齢心不全患者の増加を背景に、心

不全に併存するフレイル（心不全フレ

イル）への対応は循環器臨床における

喫緊の課題となっている。健康高齢者 

と 同 様 、 心 不 全 フレイルも 骨格筋

を含む各種臓器の生理機能（予備能）

の低下 で特徴 づけられ、“要介護 ”や 

“死亡”のリスクを高める1、2）。本稿では

心不全フレイルの発生機序と、我々

が進めている「心不全フレイルの診断

基準開発を目的とした多施設前向きコ

ホート研究（FLAGSHIP）」の知見を紹

介したいと思う。

想定される心不全フレイルの発生機序
　身体的フレイルの中核とされるサ

ルコペニアは、加齢で生じる一次性

（原発性）と、活動低下や栄養不良に

加え、内分泌異常や神経変性疾患な

ど種々の病態が誘因となる二次性と

に分類される（図1）3）。心不全で問題

となるカヘキシアは二次性サルコペ

ニアの誘因と位置づけられる。しか

し、高齢心不全患者では元々フレイ

ルの状態にあった者が心不全を発症

することもあり、心不全フレイルの臨

床像には両者が混在する（図2）4）。事

実、地域在住高齢者を対象とした研究

で、フレイルが心不全発症の予測因子 

となることが報告されており5）、その

因果関係は双方向性である可能性が

高い。

　カヘキシアによる心不全フレイル

の 背 景 機 序 には 多 要 因 が 関 与 する

（図3）。その代表的機序は、腸管うっ

血が 腸内バクテリアの転移を生じ、

免疫反応による炎症性サイトカイン

の発現を促すものである。重症化に伴

い、炎症性サイトカイン上昇を誘発す

る細菌の数が増すことも指摘されてお

り6）、腸内フローラは心不全管理のフ

ロンティアとなりつつある。また、加

齢や抑うつに加え、炎症や腸管うっ血

などによる食欲低下も関与する。加え

て、インスリン抵抗性、グレリン抵抗

性、ミオスタチンレベル上昇などの同

化抑制系の作用も高まっており7）、同

化作用の相対的な低下に拍車をかけ

る。一方、実臨床で遭遇する心不全フ

レイルは、加齢、廃用、栄養不良など 

の多因子が重複しており、カヘキシア

によるフレイルを鑑別することは容易

ではない。おそらく、心不全症状の

出現や疾患特異的バイオマーカーの

上昇などと体重減少の関連性で判断

することが現実的であろう。

心不全フレイルの診断基準：
FLAGSHIP研究の知見から
　心不全フレイルの診断基準は、健

康高齢者で開発された Friedらの基準

（体重減少、筋力低下、歩行速度低下、

易疲労感、活動低下の5項目で定義）

が多く用いられている。しかし、現

在のフレイルやサルコペニア基準の

カットオフ値は縦断的調査に基づいて

おらず、いまだ暫定的なものといわ

ざるをえない8）。さらに、医学的治療

や心臓リハビリテーションへの反応性

についても今後の課題である。

　我々は2015年より全国約30 の急

性期病院の協力を得て、心不全フレ

イルの診断基準開発を目的とする

FLAGSHIP研究を開始した9）。すでに

約3,400名（心不全増悪入院例、高齢

心筋梗塞例）の登録が完了し、近い将

来、心不全フレイルの診断項目とカッ

トオフ値が報告できる予定である。

　これまでの FLAGSHIP解析により、

フレイル（暫定基準）が既存の予後指

標とは独立して心不全再入院の予測

因子となる一方で、フレイルのみで

イベント発生を予測できるほどの説明

量はないことも判明している。これ

らの知見をもとに、心不全の長期管

理におけるフレイル診断の位置づけ

とその役割について提示する予定で

ある。

おわりに
　本稿では想定される心不全フレイル

の出現機序と、診断基準開発に係る

FLAGSHIP研究を紹介した。心不全

フレイルは、心不全臨床像の理解を

促し、かつ簡易に測定できることから、

心不全医療チームの共通言語となり

うる。しかしながら、まず診断基準

の確立が必要であることを強調して

終わりたいと思う。
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心不全におけるフレイル発生機序

図1 サルコペニアの出現機序
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はじめに
　心臓リハビリテーション（心リハ）は

心筋梗塞後の社会復帰を目的として

始まったが、現在では心疾患治療そ

のものになっている。運動療法のみ

で心疾患が治療できるものではなく、

食事療法と生活習慣の改善、ストレ

ス管理も併せて初めてまともな治療と

なる。

労作性狭心症の心リハ治療
　労作性狭心症に対する経皮的冠動脈

インターベンション（PCI）は、予後も

胸痛も改善させない1、2）ばかりか、余

分な病変を作成させてしまうことが

まれではない。そのため、労作性狭心

症の初期治療は心リハであり、それで

も胸痛をコントロールできない場合、

PCI や 冠動脈バイパス術（CABG）を

実施するのが適切な治療方針である。

　労作性狭心症の治療目的は、胸痛

除去、新規発症予防、急性冠症候群

（ACS）発症予防である。心リハは、動

脈硬化病変の退縮、血流改善、心筋

酸素需要減少効果によって虚血閾値を

改善させる。

　冠危険因子管理は新規動脈硬化病変

発生を抑制する。従来より冠危険因子

として、肥満、糖尿病、脂質異常症、

高血圧、痛風、運動不足、喫煙、スト

レス、遺伝などがあげられてきた。最

近ではこれらにつき、さらに詳細が理

解されてきている。肥満は内臓脂肪の

ほか異所性脂肪も重要で、脂質に関

してはLDLの量と質のほか、食後高中

性脂肪血症の管理も重要である。糖

尿病は、食後高血糖やインスリン抵

抗性の段階から心疾患が増加すること

もわかってきた。ストレスは社会の

情勢により格段に増加している。こ

れらすべてに心リハは介入・改善可能

である。

　動脈硬化病変が安定している限り、

冠動脈狭窄率と ACS発症率は関係が

ないことから、運動療法は有意狭窄

病変の有無に関係なく実施しなけれ

ばならない。心肺運動負荷試験（CPX）

により虚血閾値を確認し、閾値以下で

運動療法を行う。有酸素運動、抵抗

運動、高強度インターバルトレーニ

ングを行う。CPXは必須である。極

度のストレスがなく脂質摂取過多が

ないことを確認し、プラークが不安

定化する状況ではないことを確認す

る。日常的に心リハに参加している 

と虚血閾値が低下した際に早期発見

できる。

　慢性心不全は、2週間かけて息切れ

感や倦怠感が増悪し、その後急性増悪

　国内の心臓リハビリテーション（心

リハ）に関連する代表的なガイドライ

ンとして、『心血管疾患におけるリハ

ビリテーションに関するガイドライン

（2012年改訂版）』が存在する。しかし、

ガイドラインには心リハの基本的な

方針や実施概要は記載されているが、

具体的な手順については記載されてい

ない。運動療法が冠動脈疾患患者の

運動耐容能を改善するとともに二次予

防に有用であることから、全国の医療

機関で急性心筋梗塞後の症例を中心に

運動療法が実施されている。また、心

不全に対する運動療法も、運動耐容

能の改善や長期予後改善に有用である

ことが示されている。最近では、高

齢心不全患者の爆発的な増加に伴い、

包括的心リハプログラムが疾病管理プ

ログラムとして活用されるようになっ

てきている。

　日本心臓リハビリテーション学会が

中心となり、心リハが急速に国内で

広がるなかで、その質を担保するた

め、これまでに、『急性心筋梗塞回復

期の心臓リハビリテーション標準プロ

グラム（2013年版）』と『心不全の心

臓リハビリテーション標準プログラム

（2017年版）』の2種類の標準プログ

ラムが作成された（図1）。どちらの

プログラムも、心リハのプログラムと

して必ず考慮すべき項目（必須項目）

と、今 後、各施設 が 心リハのプログ

ラムを整備していくなかで目標とすべ

き項目（努力項目）とに分けて記載さ

する。外来における頻回心リハは、増

悪徴候の早期発見に有用である。

　重症あるいは高齢心不全で歩行す

らできない心不全患者が増えている。

このような場合には、小筋群のトレー

ニングを行う。ひとりで実施させよ

うと指導すると膝痛やだるさを理由

に実施しない患者が多い。その場合、

外来心リハで監視下に少しずつ実施

する。居住地のすぐそばに監視型心

リハ施設を増加させたり、訪問看護

と訪問リハを行えるように社会的リ

ソースを整えることが急務である。運

動耐容能が良い場合には、抵抗運動、

有酸素運動、減塩指導、タンパク摂取

指導などが心リハの主要構成要素と

なる。多職種が連絡を取りながら実施

することが肝要である（図）。
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図 包括的心臓リハビリテーションの概要
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図1 心臓リハビリテーション標準プログラム
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はじめに
　心臓リハビリテーション（心リハ）は

多職種協働による包括的な介入で、心

リハの知識と言語の共有化が必要であ

り、2000年心リハ指導士認定制度が

創設された。2015年上級資格の上級

指導士・認定医認定制度が発足した。

心リハ指導士制度について
　日本心臓リハビリテーション学会

において、伊東春樹元理事長が「心リ

ハは多職種による包括的リハビリテー

ション」の理念の下、各職種で共通の

認識・知識を有するために資格の立ち

上げを理事会で提案し、2000年学術

集会の谷口興一会長が賛同し、濱本絋

理事を責任者として群

馬で第1回認定試験が

行われた。図に心リハ

指導士数および医師・

理学療法士の取得人数

を 示 すが、診 療 報 酬

の改正のたびに、資格

の必要性が認識され、

有資格数が増加してい

る。

　 指 導 士（ R I C R ; 

Registered Instructor of Cardiac 

Rehabilitation）は合格率が約70％の認

定試験で認定される。受験には、学会

認定講習会への参加、2 年以上の会

員歴、医師、看護師、理学療法士、臨

床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨

床工学士、臨床心理士、作業療法士、

健康運動指導士の資格、1年以上の心

リハの実地経験または心リハ研修制度

（心リハ研修施設は全国43施設で、自

施設での心リハ実地経験ができないも

のに対し研修40時間と10 例の症例報

告書作成を指導する）での受験資格認

定証の交付が必要である。

心リハ認定医・上級指導士制度について
　心リハ指導士制度の開始当初から、

上級資格は想定された。これは心リハ

指導士資格を持ち、心リハプログラム

を管理・運営・統括する能力を備え、心

リハの質の向上と普及・発展に積極的

に取り組む意欲を持ち、心リハ分野で

一定以上の実績を有する者に対して、

医師には認定医（Certified Physician 

of Cardiac Rehabilitation）、医師以外

の者には上級指導士（Senior Instructor 

of Cardiac Rehabilitation）を認定する

ものである。

　心リハ認定医・上級指導士には、心

リハプログラムが適切に管理・運営・統

括されることが期待され、学会認定優

良プログラム施設認定の要件に必須

である（表）。

　また、心リハ指導士の教育・人材育

成、医師では、認定医資格を設けるこ

とで若手医師の心リハ分野への参入の

促進を期待している。

おわりに
　日 本 心 臓 リハビリテーション学会

は、以上の認定制度とともに標準プロ

グラム（急性心筋梗塞・心不全）、レジ

ストリー 制度、地方支部制度によっ

て、わが国の心リハの質の向上と普及

に努めている。
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2013年

れている。さらに『心不全の心臓リハ

ビリテーション標準プログラム（2017

年版）』では、必須項目はチェックボッ

クス方式として、すべての必須項目

に チェックマークが入ることが 、心

不 全 に 対 する心 リハ 実施施設とし

て安全 かつ質の高い心リハ実施へ向

けた第一歩であることが示されてい

る。プログラムは心不全急性期の入院 

後から開始する離床プログラム、心

不全治療が進んで血行動態が安定し

た後の運動プログラム作成と患者教

育プログラム、退院後の医療機関連

携や再入院予防に向けた外来での疾

病管理を含めた包括的心リハ実施ま

でが、時間軸に沿って記載されてい

る（図2）。さらに、この標準プログラ

ムの対象は、主として入院前の ADL

が 十分に自立していて順調に心リハ

が 進 められる 症 例 を 念 頭 に 作成さ

れているが、重症心不全症例や CRT

（心室再同期療法）、LVAD（左心補助 

装置）などのデバイスによる治療を受

けている症例、さらに高齢フレイル

症例に対する心リハについても記載

されていて、すべての心不全患者に

対応できるプログラムが示されている。

　高齢社会を迎え、冠動脈疾患や心

不全のみならず、閉塞性動脈硬化症

や弁膜症に対する手術後の症例など、

心臓疾患罹患患者数は今後も増加す

ると思われる。再入院の予防、長期

生命予後の改善、身体機能低下予防を

目的に質の高い心リハを実施すること

が期待されていて、標準プログラムの

活用はその一助になると思われる。

文献
1）心不全の心臓リハビリテーション標準プログラム（2017年
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図2 疾病管理を含めた包括的心臓リハビリテーション
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図 心リハ指導士数の推移
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表 日本心臓リハビリテーション学会認定
優良プログラム施設の要件

● 認定医・上級指導士1名以上かつ心リハ指導士が2名以上

● 学会のレジストレーションに参画　● 学会発表 3題/3年以上

● 施設基準Ⅰ　● 敷地内禁煙

● 患者教育プログラム　● 看護師による個別指導

● 外来心リハ 50件/年以上　● CPX 50件/年以上

CPX：心肺運動負荷試験
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