
【はじめに】心臓リハビリテーション（以下、心リ
ハ）は動脈硬化性疾患や慢性心不全の運動耐容能や
生活の質、生命予後などの改善に有効であることが
多くの研究により明らかとなっている1）。心リハ
の定義として、1995年の米国公衆衛生局（U.S. 
Public Health Service）2）による「心リハとは、医
学的評価、運動処方、冠危険因子是正、教育、およ
びカウンセリングからなる長期にわたる包括的プロ
グラムである。このプログラムは、個々の患者の心
疾患に基づく身体的・精神的影響を最小限にとどめ、
突然死や再梗塞のリスクを軽減し、症状をコント
ロールし、動脈硬化の進行過程を安定化または退縮
させ、心理社会的および職業的状況を改善すること
を目的とする。」があり、さらに2005年の AHA 声
明3）で、心リハの目的として長期予後改善を掲げ
ている。心リハには、表1に示すような効果が認め
られており、標準的薬物治療に匹敵する効果が示さ
れ、主要な心血管治療法の1つとなっている。また、
2010年度診療報酬改訂での、心大血管疾患リハビ
リテーション（以下、心大血管リハ）の施設基準は
表2に示すとおりで、施設基準には（Ⅰ）と（Ⅱ）が
あるが、（Ⅰ）と（Ⅱ）の違いはスタッフの違いであ
り、（Ⅱ）ではその点数や施設条件から健全経営は
難しいとされ、何とか（Ⅰ）を取る努力をするべき
だとされている。
熊本県内で心臓リハビリテーションが受けられる医
療機関は、「熊本医療ナビ」の「急性心筋梗塞に関
する医療機能情報」の中で22の医療機関が掲げら
れている。熊本県は11の医療圏域に分けられ、心
臓リハビリテーションを行なっている医療機関は、
11圏域のうちの熊本圏域に15施設、有明圏域；1
施設、菊池圏域；3施設、球磨圏域；2施設、天草
圏域；1施設の5医療圏域で22施設である。他の6
医療圏域（宇城・鹿本・阿蘇・上益城・八代・芦北
圏域）には心臓リハビリテーションを施設基準を取

得して行なっている医療機関はないことになる。特
に、熊本市に22施設（68.2%）と集中している状況
となっている。
上天草市立上天草総合病院は、天草上島の東南に位
置し、上天草市の南端の龍ヶ岳町にあり、天草圏域
で唯一の心大血管リハビリテーション施設基準を取
得し、心臓リハビリテーションを行なっている医療
機関である。
当院では平成21年7月より心臓リハビリテーショ
ンチームを発足し、月1回の勉強会や病院見学など
を行い、準備を整えた上で、平成23年5月に心大
血管リハビリテーションの施設基準 II（医師；1名、
理学療法士（専従）；1名）を取得し、同月より心臓
リハビリテーションを開始した。心リハを開始半年
後の平成23年6月からは、患者さん向けの心臓リ
ハビリテーション教室を毎月一回開催し、患者さん
に対する教育を行なっている。

【目的】当院における心臓リハビリテーションの現
状を把握し、特徴を確かめるため、平成23年5月
より平成24年4月までの1年間の心大血管リハビリ
テーション施行患者についてまとめたので報告する。

【結果】

1．心リハ施行疾患（表；心大血管疾患リハビリテー
ション施行患者）

平成23年5月から平成24年4月までの期間に心リ
ハを施行した対象疾患（表）は、慢性心不全；55名

（男；18名、女；37名）、急性心筋梗塞；13名（男；
6名、女；7名）、狭心症；4名（男；4名）、開心術
後；2名（男；1名、女；1名）、大動脈疾患；3名

（男；1名、女；2名）、閉塞性動脈硬化症；3名
（男；2名、女；1名）の計25名であった。平均年齢
は79.6歳（男；79.6歳、女；79.7歳）であった。入
院患者；75名、入院から外来まで継続した患者；3
名、外来患者；2名に施行した。心大血管疾患リハ
ビリテーション施行患者（80名）の約2/3（55名）を
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心不全患者が占めていた。次いで、虚血性心疾患が
約20% を占めていた。男女ともに、心大血管リハ
ビリテーション施行患者の基礎疾患としては、心不
全が多かった（男；56%、女；77.1%）。また、男性
は女性と比べて虚血性心疾患の割合が多かった

（男；32%、女；14.6%）。
2．心大血管リハ算定単位（図；心大血管リハビリ

テーション算定単位数）
算定単位数は、平成23年5月から平成24年4月ま
では順調に増加してきており、平成23年9月は入
院患者数が少なかったため、減少していた。心リハ
を施行した患者のほとんどが入院患者であったため、
入院患者数に影響されることが認められたが、ここ
数ヶ月は外来患者の心臓リハビリテーションが施行
されており、その分の算定単位数の増加が認められ
た。
3．心臓リハビリテーション施行日数（表）
 心臓リハビリテーションの施行日数を心不全・急
性心筋梗塞患者について調査したところ、それぞれ
平均日数は心不全；17.5±5.7日、急性心筋梗塞；
15.8±9.9日であった。いずれの疾患も入院期間が
長くなり、長期にわたって行なっている患者を認め
た。
4．心大血管リハ導入・未導入単位算定比較（表4）
当院には総数4名の理学療法士がおり、心リハ担当
の理学療法士は1名で午後の半日を心大血管リハを
実施し、午前中は疾患別リハビリテーション（疾患
別リハ）を行っているので、心大血管リハで0.5名、
疾患別リハは3.5名で単位算定をカウントしている。
平成23年5月を例にとってみると、心リハを導入
したため、疾患別リハでは理学療法士3.5名で max 
1470単位算定できるが、実際に算定できた単位は
765単位であり、それに心大血管リハビリの単位で
ある101単位を加えて、算定単位数は866単位で
あった。もし、心リハを導入してなかったら、4名
で疾患別リハのみの765単位であった（算定できる
max の単位数は1680であるが）。6月～9月も同様
であった。心大血管リハを導入したことにより、心
大血管リハの単位数が、疾患別リハの単位数に加算
されたことになり、採算性も十分に認められた。

【考察】当院で心大血管リハ施設基準を取得してか
ら1年間で心リハを施行した対象疾患は、基礎疾患
として慢性心不全の増悪で入院した患者が多かった
が、近年、動脈硬化性疾患の増加と人口の高齢化な
どのため、高齢者心不全が増加していることを反映
しているものと考えられる。特に地域病院では人口
の高齢化に伴い、高齢者心不全が多くなっているも
のと考えられ、今後、高齢者心不全に対する治療・
管理をどのように行っていくかが大切と考えられる。
このような状況で心大血管リハ算定単位数は、1年
間で徐々に増加していた。現在、入院患者に対して
の心リハがほとんどであるが、今後、当院では外来
患者に対しても心リハを行っていくことを目標とし
ており、さらに算定単位数は増加していくものと考
える。2010年度の診療報酬改訂での心大血管リハ
ビリテーション施設基準には（Ⅰ）と（Ⅱ）があり、

（Ⅰ）と（Ⅱ）の違いはほぼスタッフの違いである。
（Ⅱ）ではその点数や施設条件から健全経営は難し
いとされ、何とか（Ⅰ）を取る努力をするべきだと
されているが、当院での5ヶ月間の心大血管リハ算
定単位を、心大血管リハを導入しなかった場合で算
定した場合、導入して算定した場合の方が算定点数
が高くなり、施設基準（Ⅱ）ではあるものの経営的
にもプラスに算定でき、採算性の面でも効果的で
あった。今後、施設基準（Ⅰ）取得に向け、努力し
ていく必要があるが、同時に心大血管リハに関わる
スタッフ（看護師あるいは理学療法士）も増やす必
要がある。

【まとめ】当院の心リハ施行患者の特徴として、
（1）高齢者が多い、（2）基礎疾患として慢性心不全
が多い、（3）ほとんど入院患者である、などが認め
られた。施設基準（Ⅱ）での算定ではあるが、採算
性の面でも効果を認められた。今後は、（1）心大血
管リハ施設基準 I を取得する、（2）外来心リハを施
行する、などを目標として心リハを施行していく予
定である。
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平成23年度心臓リハビリテーション教室一覧

開催日 演題 担当 参加人数

第1回 平成23年10月21日 心臓リハビリテーションとは 医師 21

第2回 平成23年11月11日

狭心症・心筋梗塞について 医師

19

運動療法について 理学療法士

第3回 平成23年12月16日

減塩について 管理栄養士

12

心臓リハビリテーションの検査について 臨床検査技師

第4回 平成24年1月20日

お薬の基礎について 薬剤師

8

日常生活についての注意点 看護師

第5回 平成24年2月17日

心不全について 医師

19

動脈硬化を防ぐために 管理栄養士

第6回 平成24年3月16日 心肺蘇生法について 看護師 11

• 当院では、平成21年7月より心臓リハビリ
テーションチームを発足し、月1回の勉強会や

病院見学などを行ない、準備を整えた上で、
平成23年5月に心大血管リハビリテーション
の施設基準 II(医師;1名、理学療法士(専
従);1名)を取得し、同月より心臓リハビリテー
ションを開始した。

熊本県は、11の医療圏域に分
かれているが、心臓リハビリテー
ションを受けることができる医療
機関は、そのうちの熊本圏域・
有明圏域・菊池圏域・球磨圏
域・天草圏域の5地域にあるの
みで、他の宇城圏域･鹿本圏
域･阿蘇圏域･上益城圏域･八
代圏域･芦北圏域の6地域には
心臓リハビリテーションを施行し
ている医療機関がない．
また、熊本圏域（熊本市）に心臓
リハビリテーション施行医療機関
が集中している(22医療機関中
15機関；68.2%)｡

有明

菊池

熊本

天草

球磨

鹿本

阿蘇

宇城 上益城

八代

芦北

• 病床数：195床 (一般 149床・療養 46床)
• 1日外来数：約500名
• 職員数：363名
• 診療科目：内科･代謝内科･呼吸器内科･消化器内
科･循環器内科･アレルギー科･小児科･外科･整形
外科･泌尿器科･肛門外科･産婦人科･眼科･耳鼻咽
喉科･リハビリテーション科･放射線科･麻酔科･歯科
口腔外科･皮膚科･神経内科･消化器外科･精神科

上天草市立上天草
総合病院

上天草市立上天草総合病院

• 地域病院における心臓リハビリテーションの
現状を把握し、特徴を確かめるため、平成23
年5月より平成24年4月までの1年間の心大

血管疾患リハビリテーション施行患者につい
てまとめる。

男性 女性 計

心不全 18人 37人 55人

急性心筋梗塞 6人 7人 13人

狭心症 4人 0人 4人

開心術後 1人 1人 2人

大血管疾患 1人 2人 3人

閉塞性動脈硬化症 2人 1人 3人

計 32人 48人 80人

平均年齢 79.6歳 79.7歳 79.7歳

入院患者;75人、入院→外来患者;3人、外来患者;2人

2, 2.5%
3, 3.8%

3, 3.8%

4, 5.0%

13, 16.3%

55, 68.8%

慢性心不全 急性心筋梗塞 狭心症

大血管疾患 末梢動脈閉塞性疾患 開心術後

心不全 55

急性心筋梗塞 13

狭心症 4

大血管疾患 3

末梢動脈閉塞性疾患 3

開心術後 2

80

(単位；人)
心大血管疾患リハビリテーション施行患者の約2/3を心不全患者が占めていた。
次いで、約20％を虚血性心疾患が占めていた。

男性

6, 19%

4, 13%

2, 6%
1, 3% 1, 3%

18, 56%

心不全

急性心筋梗塞

狭心症

末梢動脈閉塞性疾患

大血管疾患

開心術後

女性

37, 77.1%

7, 14.6%

0, 0.0%1, 2.1%2, 4.2% 1, 2.1%

心不全

急性心筋梗塞

狭心症

末梢動脈閉塞性疾患

大血管疾患

開心術後

男性 女性

心不全 18 37

急性心筋梗塞 6 7

狭心症 4 0

末梢動脈閉塞性疾患 2 1

大血管疾患 1 2

開心術後 1 1

32 48

男女ともに、心大血管リハビリテーション施行患者
の基礎疾患としては、心不全が多かった(男；56％、
女；77.1％)。
男性は、女性と比べて虚血性心疾患の割合が多
かった(男；32％、女；14.6％)

(単位；人)

男 女 全体

心不全 14.2±8.6(4～37) 19.8±14.8(2～66) 17.5±5.7(2～66)

急性心筋梗塞 16.0±12.7(6～40) 15.7±7.9(5～26) 15.8±9.9(5～40)

(単位；日)
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外来 0 0 0 12 15 6 0 2 34 48 64 42

入院 101 124 151 208 98 192 245 179 166 189 204 244

合計 101 124 151 220 113 198 245 181 200 237 268 286
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算定
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max
単位

算定
単位

max 
単位

算定
単位

max 
単位

算定
単位

疾患別

リハビリテー
ション

心リハ
導入

1470 765 1680 983 1554 916 1764 927 1407 908

心リハ
未導入

1680 765 1920 983 1776 916 2016 927 1608 908

心大血管疾患
リハビリテーション

4560 101 5280 124 4800 151 5520 220 4800 113

心リハ導入：理学療法士0.5日心リハ
心リハ未導入：理学療法士心リハなし

• 当院の心臓リハビリテーション施行患者の特徴とし
て、

– (1)高齢者が多い

– (2)基礎疾患として心不全が多い

– (3)特に、女性で基礎疾患として心不全が多い

– (4)男性は女性に比し、虚血性心疾患の割合が多い

– (5)ほとんど入院患者である

– (6)入院リハビリテーション日数が長い患者がいる

などが認められた。

熊本県内で心臓リハビリテーションが受けられる施設（熊本医療ナビ） 

上天草総合病院の概要 

当院での心臓リハビリテーションに対する取り組み 

心大血管疾患リハビリテーション施行患者 

I. はじめに 

II. 目的 

III. 結果 

平成23年度心臓リハビリテーション教室 

男女別 

心臓リハビリテーション施行日数 心大血管リハビリテーション算定単位数 

心大血管リハ導入・未導入単位算定比較 
(平成23年5月～9月) 

結果のまとめ 

V. まとめ 

• 当院で心大血管リハ施設基準を取得してからの1年間で心大血管リハを施行した対象疾患は、基礎疾患として慢性心不全の増悪で入院した患者が多かった。 
• 近年、動脈硬化性疾患の増加と人口の高齢化などのため、高齢者心不全が増加していることを反映しているものと考えられる。 
• 特に地域病院では人口の高齢化に伴い、高齢者心不全が多くなっているものと考えられ、今後、高齢者心不全に対する治療・管理をいかに行うかが大切と考

えられる。 
• このような状況で当院の心大血管リハ算定単位数は、1年間で徐々に増加していた。 
• 現在、入院患者に対しての心大血管リハがほとんどであるが、今後、当院では外来患者に対しても心大血管リハを行っていくことを目標としており、さらに算定

単位数は増加していくものと考える。 
• 2010年度の診療報酬改訂での、心大血管リハの施設基準には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、 (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いはほぼスタッフの違いである。(Ⅱ)ではその点数や施設条件

から健全経営は難しいとされ、何とか(Ⅰ)を取る努力をするべきだとされているが、当院での心大血管リハ算定単位を、心大血管リハを導入しなかった場合で
算定した場合、導入して算定した場合の方が算定点数が高くなり、施設基準(Ⅱ)ではあるものの経営的にもプラスに算定でき、採算性の面でも効果的であった。 

• 今後、施設基準(Ⅰ)取得に向け、努力していく必要があるが、同時に心大血管リハに関わるスタッフ(看護師あるいは理学療法士)も増やす必要がある。  

IV. 考察 

• 当院の心大血管リハ施行患者の特徴として、(1)高齢者が多い、(2)基礎疾患として慢性心不全が多い、などが認められた。 
• 施設基準(Ⅱ)での算定ではあるが、採算性の面でも効果が認められた。 
• 今後は、(1)心大血管リハ施設基準 Iを取得する、(2)外来心リハを施行する、などを目標として心リハを施行していく予定である。 

熊本県は、11の医療圏域に分かれて
いますが、心臓リハビリテーションを受
けることができる医療機関は、そのうち
の熊本圏域・有明圏域・菊池圏域・球
磨圏域・天草圏域の5地域のみで、他
の宇城圏域･鹿本圏域･阿蘇圏域･上益
城圏域･八代圏域･芦北圏域の6地域に
は心臓リハビリテーションが出来る医
療機関がない． 
また、熊本圏域（熊本市）に心臓リハビ
リテーション施行医療機関が集中して
いる(22医療機関中15機関；68.2%)｡ 
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