
1

南⾧野医療センター 篠ノ井総合病院 リハビリテーション科 永井洋平

第９回CV-NET信州

心臓
リハビリテーションって？

以下：心リハ
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リハビリ＝体を動かす事？

心リハのイメージって？

リハビリテーションと聞くと、

・リハビリスタッフが主体として、実施。

・運動療法が中心。

・身体機能低下の改善・維持が目的。

、、、心臓リハビリテーションは、これらとは異なる！

心臓リハビテーションとは

｜心疾患の患者が、体力を回復し、快
適な社会生活・社会復帰をすると共
に、再発や再入院を防止するために
実施する総合的なプログラム。

心リハの目的

心血管疾患における心臓リハビリテーションに関するガイドライン2021
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心臓リハビリテーションの定義

心リハの定義

① 医学的評価

② 運動処方に基づく運動療法

③ 冠危険因子の是正

④ 患者教育およびカウンセリング

⑤ 最適薬物治療

を多職種チームが協調して実施し、再発や再入院抑制を含む、

予後を改善する、⾧期に渡る多面的・包括的プログラム。

（日本心臓リハビリテーション学会）

-急性心筋梗塞・狭心症・急性心大血管疾患

-上記に対する外科手術後

-慢性心不全・末梢動脈閉塞性疾患・慢性の心大血管疾患により
一定以上の呼吸循環機能の悪化及び、日常生活能力の低下がある

心リハの対象疾患

※詳細は、省略。

｜社会復帰や心理面でのフォ

ロー。

｜心疾患患者は、抑うつの発

生率が高い。

｜疾患の知識、内服、食事、

セルフモニタリング、禁

煙、運動習慣など。

｜多職種で実施する。

カウンセリング 患者教育

心リハの内容

｜有酸素運動・レジスタンス

トレーニングが中心。

｜運動耐容能と適切な運動強

度を把握する為、心肺運動

負荷試験などを実施する。

運動療法

運動療法

用語の整理

運動療法・薬物治療・患者教育など総合的な概念。

心臓リハビリテーション

適切な運動処方に基づく有酸素運動や、

レジスタンストレーニング（筋力トレーニング）など。
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急性冠症候群に対する推奨・エビデンスレベル

・心リハは、運動耐容能・冠危険因子を

是正し、QOLを向上させ、再発や心血

管死亡率を低下。

｜運動耐容能の改善。
｜予後の改善。
｜QOLの向上。

・日本循環器学会ガイドラインにおいて

も、推奨。

心血管疾患における心臓リハビリテーションに関するガイドライン2021

虚血性心疾患において、
運動療法をはじめ、包括的な心リハは有効！

- 目的：心筋梗塞患者の心リハ参加割合と予後評価

- 期間：登録期間/1982~1998年 観察期間/６.6（±4.6）年

- 対象：1821名の心筋梗塞患者 参加群/1000名・非参加群/812名

心筋梗塞患者に対する観察研究

-結果：参加群は３年後までの累積で、死亡-56%、再発-28%

Witt BJ, et al: J Am Coll Cardiol 2004; 44: 988-96

心筋梗塞患者に対する心リハ実施の予後比較

大幅に悪化！

Witt BJ, et al: J Am Coll Cardiol 2004; 44: 988-96
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心筋梗塞患者に対する心リハ実施の予後比較

一般住民と変化がない！

Witt BJ, et al: J Am Coll Cardiol 2004; 44: 988-96
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心リハの時間的区分

心血管疾患における心臓リハビリテーションに関するガイドライン2021

入院～退院までのイメージ（前回復期まで）
離床プログラムから、包括的心リハへ

平行して、患者教育・カウンセリング

判定基準
｜胸痛・呼吸困難感などがない
｜心拍数が120bpm以上、また、40bpm以上の増加がない
｜危険な不整脈がない
｜心電図上でST変化がない
｜血圧が20mmHg以上の上昇・低下がない

→前回復期へ
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Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day~9 Day~10 Day~14

負荷試験 ベッドUP 坐位/立位 トイレ歩行 50m 200m CPX
（心肺運動負荷試験）

運動療法へ

安静度 ベッド上 ベッド周り トイレ歩行 室内 棟内 シャワー浴 院内

患者指導 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

多職種
支援 ・栄養・服薬は、Day5までに実施し、計2回。（管理栄養士・薬剤師にて実施）

当院における心筋梗塞パス（14日間の場合）

Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day~9 Day~10 Day~14

負荷試験 ベッドUP 坐位/立位 トイレ歩行 50m 200m CPX
（心肺運動負荷試験）

運動療法

安静度 ベッド上 ベッド周り トイレ歩行 室内 棟内 シャワー浴 院内

患者指導 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

多職種
支援 ・栄養・服薬は、Day5までに実施し、計2回。（管理栄養士・薬剤師にて実施）

ポイント解説｜CPXとは

心肺運動負荷試験（CPX）とは
・運動耐容能を求める標準検査
＝どれだけ酸素を供給・利用し、エネ
ルギーを作れるかを評価

・心血管系・呼吸系の機能を運動中の
呼気ガス分析により、評価する試験

｜嫌気性代謝閾値（AT）

｜最高酸素摂取量（Peak VO2）

※亜最大負荷試験では、求めない。

｜VE/VCO2（換気効率の指標）など。

、、、AT・運動耐容能とは？

●

嫌気性代謝閾値（AT）とは
運動処方（個々の体力に合わせた適切で安全なプログラム）のために重要

｜運動強度が低い段階では、酸素を使用してエネルギー産生（好気性代謝）する。運動強度が増加し、酸素消費量が摂取量を上
回り、酸素不足になると、酸素を利用せずエネルギーを産生（嫌気性代謝）する。
好気性代謝に、嫌気性代謝が加わる点を嫌気性代謝閾値（AT）と呼ぶ。（ATを超えても、身体が無酸素状態になるわけではない）

｜ATにおける、心拍数・負荷（1分前）を、運動の指標にすれば、安全かつ効率的！
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運動耐容能とは

2 心臓

酸素をエネルギーとして利用、二

酸化炭素を排出する

3 骨格筋肺

呼吸で肺から酸素を取り入れる

1

｜運動負荷に耐えるために必要な呼吸器・心血管・骨格筋の能力＝酸素の供給、利用する能力

骨格筋に酸素を供給する

この3つが上手く回り続けることが、重要。
心筋梗塞で心機能が低下すれば、運動耐容能は低下！逆に、リハビリで骨格筋機能を向上させれば、上昇！

最高酸素摂取量は、運動耐容能の指標

｜酸素摂取量は、運動強度に伴って増加するが、や

がて頭打ちとなる。その時点を、最高酸素摂取量

と呼び、呼吸循環器系の機能を表し、運動耐容能

の指標となる。

｜生命予後と相関がある。

最高酸素摂取量（Peak VO2）

Giannuzzi et.al, Circulation 2003; 108: 554-559.

・

Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day~9 Day~10 Day~14

負荷試験 ベッドUP 坐位/立位 トイレ歩行 50m 200m CPX 運動療法へ

安静度 ベッド上 ベッド周り トイレ歩行 室内 棟内 シャワー浴 院内

患者指導 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

多職種
支援 ・栄養・服薬は、Day5までに実施し、計2回。（管理栄養士・薬剤師にて実施）

ポイント解説｜運動療法とは ①有酸素運動と②無酸素運動

・短時間で実施する高負荷の運動。

・骨格筋量の増加。

・エネルギー産生は、TCA回路によらず、

乳酸が上昇する。

２ スクワットなどエルゴメーターなど

・負荷が軽く、⾧時間実施できる。

・筋量は増加しない。

（TypeⅡb→ⅡaやⅠへの変化はある）

・酸素存在下で働くTCA回路により、脂質・ブドウ糖を燃

焼。

1
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｜ATレベルの心拍数を目標 ｜有酸素運動

（エルゴメーターや歩行）

強度 種類

運動処方の例（前期回復期）

｜週３～５回

１日10分程度から

頻度・時間

｜運動量として、頻度・時間・強度の積を考慮する＝総量を考える。

｜漸増/漸減を意識し、定負荷・短時間から開始する事もある＝継続のために、重要。

Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day~9 Day~10 Day~14

負荷試験 ベッドUP 坐位/立位 トイレ歩行 50m 200m CPX 運動療法

安静度 ベッド上 ベッド周り トイレ歩行 室内 棟内 シャワー浴 院内

患者指導 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

多職種
支援 ・栄養・服薬は、Day5までに実施し、計2回。（管理栄養士・薬剤師にて実施）

ポイント解説｜患者指導におけるSTEP

STEP1

｜安静度の確認。

｜症状出現時のNsコール。

｜心臓リハビリについての指導。

1

STEP33

｜日常での注意点。

｜緊急時の受診・発作時の対応。

2 STEP2

｜疾患について。

｜療養行動の必要性。

｜セルフモニタリングについて。

｜指導に対する理解度の確認・追加指導。

｜一次救命処置の指導。

STEP4/54

Nsによる患者指導内容

｜重要なのは、外来での心リハ継続

予後よりも、効果が出やすいとされる

健康関連QOLについて、心リハの効果

が検討された22の無作為試験のうち、

介入が8週間であった試験では改善が

なかった。

12週においても、半数以上は、改善が

なく、介入が、示されるものの多くは

16週間以上であった。

⾧期予後改善のエビデンスの多くは、

退院後の心リハによるものであり、退

院後も、通院型リハビリテーションを

実施するべきである。

退院後は、外来リハへ

心血管疾患リハビリテーションに関するガイドライン2012
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看護師は、心リハのコーディネーター

「現在の心臓リハビリが、心疾患患者の二次予防、⾧期予後、QOL改善

を目指す包括的プログラムである事を考えると、循環器科看護師が心

臓リハビリチームの中で、コーディネーター役を果たす事が適任と思

われる」

後藤葉一 南江堂「狭心症・心筋梗塞のリハビリテーション第4版」

当院の循環器Ns・病床

｜心臓リハビリテーション指導士
｜心不全認定看護師
｜心不全療養指導士
｜循環器専門Ns

｜循環器HCU

｜循環器病棟

急性期における役割

・HCUにおいては、リハビリスタッフより先行して、坐

位・立位負荷を実施する事が多い。

※介助量が多い・重症の患者の場合は合同で実施。

・心理的サポートや、心リハの重要性について説明。

｜初回離床・心リハの導入
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回復期における役割

｜患者教育

｜カウンセリング

・個別面談により、生活習慣や病態管理などの指導。

・精神・社会的側面から。

｜集団講義
・患者・家族に対し、各分野の講義を実施。

（理想は月2回から）

- 心リハは、運動だけでなく、包括的プログラム。

-リハスタッフだけでなく、多職種連携が重要。

-病院の規模によって差はあれど、やれる事から取り組む。

まとめ


