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心不全患者をシステムで診る
その入院から退院そして外来管理まで

2012年9月22日，神戸国際会議場で
第9回日本循環器看護学会学術集会
ランチョンセミナーが開催された．
「心不全患者をシステムで診る〜その
入院から退院そして外来管理まで〜」
と題した講演で，疾患としての心不
全のとらえ方と治療，継続的な管理
を行ううえでのポイントを解説した．

心不全は病態に応じた
治療の選択が可能に

心不全には，治療のゴールがなく，患
者には高齢者が多いという特徴がある．
その病態は，心臓になんらかの異常が生
じて左心室の機能が落ち，心拍出量が低
下することに始まる．ただし，心拍出量
が低下しても，神経体液性因子が亢進し
てpreload（前負荷）とafterload（後負荷）
が上昇し，臓器に血液を再配分する“代償”
によって循環は保たれる．
加藤氏は，「長い時間をかけて神経体液
性因子が亢進することにより，心臓にさ
らに負担がかかる悪循環に陥ります．こ
れが慢性心不全です」と説明した（図1）．
続いて加藤氏は，心不全治療に使われ
る薬剤に関する2つの研究を紹介．神経
体液性因子の1つであるレニン・アンジオ
テンシン・アルドステロン系（RAAS）を
構成するアンジオテンシンⅡは，心筋肥
大や線維化を引き起こし，心筋を傷つけ
る作用がある．
これに対し，ハーバード大学のマーク・
ファファー氏が動物実験を経て，心筋梗

塞の患者にRAASを抑制するACE阻害
薬を投与するスタディを実施したところ，
ACE阻害薬投与群はプラセボ群に対して
死亡率が低下した．「この研究がもとにな
り，現在では，心筋梗塞発症後，必ず
ACE阻害薬もしくはARBを投与します」
と解説した．
また，1980年代から2000年ごろまで
心不全治療で主に使われていた強心薬に
ついては，「強心薬を使うと，退院時は患
者さんが元気になりますが，退院後の突

然死が増加しました．そこで見直された
のがβブロッカーです」と説明．すでに
1975年にワグシュタイン氏がβブロッカ
ーによる症状や予後，心拡大改善効果の
症例報告を行っていたものの，症例数が
7例と少なく，心機能の落ちた患者に心
機能を落とす薬物の投与など，当時の医
学界では受け入れられなかった．しかし，
強心薬による突然死の増加でβブロッカ
ーが見直され，COPERNICUS＊1などの
大規模臨床試験も行われた．

座長

井上 智子氏
東京医科歯科大学大学院
保健衛生学研究科研究科長
先端侵襲緩和ケア看護学分野

第9回日本循環器看護学会学術集会
ランチョンセミナー開催
共催：大塚製薬株式会社

＊1　COPERNICUS：Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival

図1　心不全の病態

前負荷と後負荷の上昇による
心肥大と末梢血管の収縮

手足の血管収縮による
臓器への血液の再配分

神経体液性因子の
亢進による循環の代償

心拍出量の低下

左心室の機能低下

心筋の傷害

講演者

加藤 真帆人氏
日本大学医学部 内科学系
循環器内科学分野助教
Brigham & Women's 
Hospital, Harvard Medical 
School ; Fellow



120　月刊ナーシング　Vol.33 No.1 2013.1

現在，症状や兆候を呈する慢性心不全
で，体内に水がたまっている場合には利
尿薬，高血圧であれば血管拡張薬によっ
て症状改善や，ADLやQOL向上を行う．
これに対して患者の予後延長の目的で使
われるのがβブロッカーやRAAS抑制効
果のあるACE阻害薬，ARBである．「そ
のほかにも強心薬や心臓再同期療法
（CRT）もしくはICDつきCRTなどによ
り，慢性心不全の悪の連鎖をさまざまな
箇所で断ち切る治療を行っています」と話
した．

クリニカルシナリオと
Nohria/Stevenson分類で管理

急性心不全とは，循環動態の代償が行
われていない病態であり，慢性心不全は
安静にしていればほとんど症状のない病
態をいう．
「心不全の診断には，フラミンガムの診
断基準がありますが，これは治療薬に十
分な効果がなかった時代につくられたも
ので，現在は薬で症状を抑えられます．
しかし，症状を抑えても心臓になんらか
の異常が発生した時点でその患者さんは
慢性心不全なのです」
慢性心不全は，①ステージA：高リス
ク患者，②ステージB：無症候患者，③
ステージC：有症候患者，④ステージD：
難治性患者，という経過をたどり，徐々
に悪化していく．しかし，心不全では，
その経過中に急性増悪が起こる（図2）．

「喘息でたとえれば，喘息が慢性心不全
で，喘息発作が急性心不全です．喘息発
作がなくても喘息が治ったわけではなく，
服薬や生活管理をしなければ発作が起こ
ります．ですから，心臓になんらかの異
常が起これば，それはすべて慢性心不全
なのです」
心不全による入院患者の主訴の80％は
呼吸苦で，そのほかにむくみや低心拍出
による全身倦怠感がある．入院時には，
症状をターゲットにした治療が行われる
が，心不全患者は高齢化が進んでおり，
長期臥床による廃用症候群を防ぐため，
すみやかに，かつ安全に安静度を上げて
いくことも重要なポイントとなる（図3）．
現在，急性心不全患者の治療には，ク
リニカルシナリオが用いられている．こ
れは，心不全による急性増悪時の収縮期
血圧が心臓の予備能になるという考え方
を基軸とした分類である（図4）．
「クリニカルシナリオのよさは，ファー
ストタッチからどんな治療をしたらよい
かがわかるところです．主訴の改善をは
かったら，次に，Nohria/Stevenson分
類で臨床病型を把握します」（図5）

心不全ワークシートを活用した
多職種による介入を実践

日本大学医学部附属板橋病院では，継
続的な治療とケアを行うために，心不全
ワークシートを活用して入院から退院ま
でを各職種がフォローしている．

加藤氏は，「心筋梗塞はクリティカルパ
スがよく知られていますが，心不全はバ
リアンス発生頻度が高く，日数での分類
ができません．そのため，当院のワーク
シートは心不全の病態ごとに4つのステ
ージに分けています」と説明．心不全ワー
クシートは，入院時から超急性期，急性期，
回復期，退院準備期の4つのステージで
患者の病態に応じて設定されているとい
う．
「ワークシートのもう1つの特徴は，医
師，看護師，理学療法士，管理栄養士，
薬剤師が各ステージで行うことが1枚に
まとめられていることです」
医師がステージを決定したのち，各職
種がそれに応じてケアやリハビリを進め
られるのがメリットだという．ワークシ
ート導入前は30m歩行が可能になるまで
10日以上かかったが，導入後は5日で
30m歩行ができ，1週間足らずで200m
歩行も可能になった．
ワークシート導入後は入院期間も短縮
化され，退院時の6分間歩行も以前より
距離が長くなった．加藤氏は，「廃用症候
群を起こさず，早期に患者の安静度を上
げられるのが，このワークシートの利点
です」と解説した．
また，同時に行う患者指導では，「やさ
しく，わかりやすく，最初に生死にかか
わることを説明し，入院中に自己管理に
取り組む姿勢を身につけることが重要」と
指摘．入院中，歩行が可能になったら患

図2　心不全の経過 文献1）より
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図3　入院中の集中的な心不全管理
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起坐呼吸，あまりむくみは
ない．心臓肺うっ血，肺水
腫は非常に強い．体重増加
はみられない

CS1
収縮期血圧>140mmHg

CS4：心筋梗塞　　CS5：左心不全以外の原因

血管拡張薬

体重増加がある．下腿のむ
くみが強く，肝腫大もある．
肺うっ血はCS1ほど強くは
ないが心拡大が著明．入院
2 週間前から発作性夜間呼
吸困難あり．起坐呼吸で搬
送される

CS2
収縮期血圧100〜140mmHg

利尿薬

低心拍出がある．入退院を
繰り返し，低ナトリウム血
症がみられる．左心室のみ
ならず右心室も悪化．ドブ
タミン塩酸塩の投与だけで
は改善せず，PDEⅢ阻害薬
などが必要，補助人工心臓
も適応

CS3
収縮期血圧<100mmHg

強心薬

初期治療の
治療指標

◦症状の改善
◦脈拍数の低下
◦収縮期血圧の維持，改善

◦尿量
◦適正な灌流の回復

クリニカルシナリオに沿った治療がうまくいかない場合は，
病態を考慮し，右心カテーテル検査も考慮する

図4　クリニカルシナリオ（CS）分類による病態と治療 文献2）より一部改変

者自身に体重測定をしてもらい，ノート
に記録したものを看護師がチェックする
など，患者自身が取り組む習慣を身につ
けられるような支援を行うことの必要性
を強調した．

慢性心不全は退院後の
継続的な管理が重要

加藤氏は，「再入院の予防に最も重要な
のは，治療内容ではなく，退院後の継続
的な管理」であるとし，重症心不全患者を
対象に，スワン-ガンツ・カテーテルで治
療した群と対照群で退院後の予後が変わ
らなかったという無作為割付比較対照試
験ESCAPE＊2や看護師によるナースサ
ポートなどを紹介．ナースサポートは，
高度な医療情報なしに，プラクティカル
ナースが電話をかけ，問診や薬剤の調節

などを行うものだという．
加藤氏は，「何かあったら連絡をくださ
いというのではなく，こちらから連絡す
ることが大切」とし，問診でデータを集め，
電話で薬剤の調節をすることで，外来で
薬剤を調節する量が減り，短い外来の時
間でも心不全コントロールができること
を強調．日本では看護師の資格の問題や
診療報酬上の問題があり，すぐには実践
は困難だが，「この課題が打開できなけれ
ば，今後ますます高齢者の心不全は増加
すると思います」と説明した．
講演の最後に，「心不全患者さんの治療
にスーパードクターはいりません」と話
し，医師，看護師，理学療法士，薬剤師，
管理栄養士，そして患者や家族がチーム
として心不全治療にあたる必要性を強調．
「ただし，やる気やモチベーションとい

ったスタッフの気持ちに依存した心不全
治療はシステムではありません．入院か
ら退院，外来指導までスムーズに移行で
きるシステムを導入していく必要がある
と思います」と結んだ．

◆
セミナーの最後に座長の井上氏から，

「心不全治療にサムスカ®錠を使う場合，
水分制限がいままでと変わっています．
水分制限の緩和に関する適正使用支援の
資材を大塚製薬が準備していますので，
興味のある方はご覧ください」と紹介した．

＊2　ESCAPE：Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness 

初診時の管理

酸素投与（必要ならNPPV）
ニトロールスプレー

血圧，体温，酸素飽和度，理学的検査，
生化学検査，胸部X線検査，
B型ナトリウム利尿ペプチド，
超音波検査など
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図5　Nohria/Stevenson分類 文献3）より
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