
本日は心不全チーム医療推進のための基礎知識として、心不全患者さんのケアにかかわ
る皆さまに知っておいてほしい、心不全の基礎的なことから、治療薬や日常のケア、チー
ム医療の役割などについて、お話しさせていただきます。
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こちらは、本日お話しさせていただく内容となります。

1．心不全の現状とチーム医療の必要性
2. チーム医療に必要な心不全の病態の理解
3. 心不全に用いられる治療薬の役割
4. ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬セララ®使用時のカリウムマネジメント
5. リハビリ・食事指導・意思決定支援のポイント
6. 心不全のチーム医療のスタッフ構成と役割

についてご紹介させていただきます。
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1. 心不全の患者数の増加とともに、高齢の患者さんが増えて

いる。心不全患者さんは医療以外の問題をかかえる場合も

多く、チーム医療が必要である。

2. 入退院を繰り返しながら身体機能が低下していく疾患のた

め、再入院を防ぐことができる疾患管理が求められている。

3. 多職種チームによる疾患管理プログラムの導入は、心不全

の再入院率の低下、QOL改善、医療費の削減、入院期間

の短縮に有用である。

心不全の現状とチーム医療の必要性

Point

まず、心不全の現状とチーム医療の必要性について、ご説明します。

このパートでは、こちらに示す3点について、データを交えながらご紹介します。

１．心不全の患者数の増加とともに、高齢の患者さんが増えている。心不全患者さんは医
療以外の問題をかかえる場合も多く、チーム医療が必要である。
2．入退院を繰り返しながら身体機能が低下していく疾患のため、再入院を防ぐことができ
る疾患管理が求められている。
3．多職種チームによる疾患管理プログラムの導入は、心不全の再入院率の低下、QOL
改善、医療費の削減、入院期間の短縮に有用である。
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こちらは、心不全のリスクと進展ステージとして、心不全の経過を示しています。

左半分は「心不全リスク」つまり、心不全が発症する前の経過、右半分は「症候性心不全」
つまり、心不全発症後の経過を表しています。

心不全は、長い経過の中で、急性増悪による入退院を繰り返しながら、徐々に身体機能や
QOLが低下し、最後は死に至る病気です。

一旦、急性増悪を起こすと、退院後も身体機能は以前と同じレベルまでは戻らない場合が
多いといわれています。

そのため、入院患者さんには、よりよい状態で退院を迎えてもらい、再入院をできる限り防
ぎ、ステージCの期間をいかに長くするかが重要になっています。
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心不全のリスクと進展ステージ

心不全は急性増悪による入退院を繰り返し、
徐々に身体機能が低下していく疾患です
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こちらは、心不全と主要ながんの生存率を表しています。

心不全は、がんに匹敵する予後不良な疾患です。
心不全の5年生存率は50%前後と、大腸がんや前立腺がん、卵巣がんなどの予後と同程
度でした。

近年は、治療が進歩し少しずつ予後は向上してきていますが、それでも心不全は予後不
良な疾患といわれています。
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心不全と主要ながんの生存率 ［海外データ］

【対象】 英国スコットランドのPCCIUコホートのデータより、2002年から2011年に心不全やがんと診断された患者を後ろ向きに解析した。男性28,064例、女性28,594例
【方法】 対象患者の5年生存率を追跡調査した。
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心不全の5年生存率は50%前後であり、
がんと比べても予後不良な疾患といえます

Mamas, MA. et al.: Eur J Heart Fail 19(9): 1095, 2017



わが国の心不全患者数は高齢者人口の増加とともに急激に増加しており、心不全パンデ
ミックともいわれています。

高齢化や生活習慣病の増加に伴い、2025年には128万人まで、急激に増加することが予
測されています。

予後不良である心不全をいかに防ぎ、進展しないように管理するかは、重要な臨床課題と
なっており、心不全専門医だけでなく、患者さんに関わるすべての方々で心不全患者さん
のケアを行っていくことが求められてきています。
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わが国の心不全患者数の推移（推計値）

わが国の心不全患者数は、年々増加しており、
2025年には約128万人になると推計されています

「心不全パンデミック」といわれるように、心不全は高齢化などに伴って今後も増加することが予想されており、わが国の重要な臨床課題になっていま
す。
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【対象】 佐渡心不全研究における左室機能不全（LVD）の有病者数（2003年データ）、国立社会保障・人口問題研究所報告書における推計人口（2006年データ）
【方法】 2005年の心不全による外来患者数（97.9万人）を起点とし、上記のデータを基に、2035年までの患者数を推計した。

Okura, Y. et al.: Circ J 72(3): 489, 2008 より作図



次に、チーム医療に必要な心不全の病態の理解について、ご説明します。

このパートでは、こちらに示す２点について、データを交えながらご紹介します。

１．心不全はさまざまな原因疾患を背景に有し、増悪因子を契機に急激に悪化し、発症す
る。
２．NYHA心機能分類は、自覚症状の程度で心不全の重症度を分類したものである。
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チーム医療に必要な心不全の病態の理解 

Point

1. 心不全はさまざまな原因疾患を背景に有し、増悪因子を契

機に急激に悪化し、発症する。

2. NYHA心機能分類は、自覚症状の程度で心不全の重症度

を分類したものである。



まず、心不全の定義を示します。

心不全とは、高血圧や心筋梗塞などさまざまな疾患が原因となって、心臓の機能が低下し、
むくみや息切れなどが起こり、身体機能が低下していく病態を言います。

心不全診療ガイドラインでは、
なんらかの心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて

心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、それに伴
い運動耐容能が低下する臨床症候群と定義されています。

一般に、心不全という言葉は知られているのですが、どんな病気かは十分に理解されてい
ないため、一般向けの定義についても示されています。

一般向けには、心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くな
り、生命を縮める病気、と定義されています。
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心不全の定義

心不全とは、なんらかの心臓機能障害、すなわち、心臓に器

質的および/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代

償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、

それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群

一般向け定義

心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむく

みが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病

気です

日本循環器学会／日本心不全学会合同ガイドライン：急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）, 2018  P.10 Ⅱ. 総論より
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf（2021年8月閲覧）
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心不全の症状

心不全は心臓のポンプ機能が低下し、全身に

血液を送り出せないことで、低心拍出の症状と

うっ血症状がみられます

全身に血液が十分行き届かないことによる

低心拍出の症状 うっ血の症状

血液が身体にたまることによる

血圧が下がる
すぐに疲れる

息苦しい
足がむくむ
体重が増える

横になると苦しい
息が切れる
夜間に咳が出る

監修：兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 部長 佐藤 幸人 先生

こちらは、心不全の具体的な症状を示しています。

心不全は心臓のポンプ機能が低下し、全身に血液を送り出せないことで、全身に血液が
行き届かないことで起こる、低心拍出の症状と、全身に血液がたまることでおこるうっ血症
状がみられます。

具体的に、低心拍出の症状は、血圧が下がる、すぐに疲れるなどがみられます。

うっ血の症状は、息苦しい、足のむくみ、体重が増える、横になると苦しい、息切れ、夜間
に咳が出るなどの症状がみられます。
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心不全症状が悪化したときの対応

早めの受診が必要な症状

横になっても息苦しい
苦しくて横になれない

冷や汗が出て苦しい

脈が急に速くなり
気を失いそうになる

体重が数日で2kg
ほど増えている

息苦しさがある

足にむくみがある

緊急受診が必要な症状

これらの症状が悪化のサインであることを患者さんに伝え、
悪化の兆候を見逃さず、どのように対応すべきかを知っておくことが大切です

監修：兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 部長 佐藤 幸人 先生

こちらに示す症状は心不全が悪化したときのサインです。これらの症状がみられたときは、
速やかな対応が必要です。

心不全が悪化したときの症状とその対応を患者さんに伝え、悪化の兆候を見逃さず、どの
ように対応すべきかを知っておくことが大切です。

具体的に、冷や汗が出て苦しい、横になっても息苦しい、苦しくて横になれない、脈が急に
速くなり気を失いそうになる などの症状がある場合は、危険な状態である可能性があり、
緊急受診が必要です。

また、体重が数日で2kgほど増えている、息苦しさがある、足にむくみがある などの症状

がある場合は、水分や塩分の摂り過ぎ、薬がきちんと飲めていないなど、なんらかの原因
が考えられます。生活を見直して早めの受診が勧められます。

そのほかにもいつもと異なる症状がある場合は、医療機関に連絡するように患者さんにご
指導ください。



心不全を悪化させる因子は、こちらに示すように多岐にわたっています。

急性冠症候群や不整脈、感染症などの医学的要因の他に、予防可能な非医学的要因も
あります。

心不全による入院の誘因は、塩分・水分の摂り過ぎ、薬の飲み忘れ、過労などの予防可
能な非医学的要因が上位を占め、医学的要因より多いという報告もあります。

急性増悪による再入院予防のためには、原因疾患への介入だけではなく、予防可能な要
因に対する患者さんの教育も必要であるといわれています。
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心不全の増悪因子

急性冠症候群

不整脈

感染症
肺炎・感染症心内膜炎・敗血症など

急性肺血栓塞栓症

COPDの急性増悪

塩分・水分制限の不徹底

服薬アドヒアランス不良

過度のストレス・過労

血圧の過剰な上昇

薬剤
    NSAIDs、陰性変力作用のある薬剤、 
    癌化学療法など

ホルモン、代謝異常

機械的合併症

日本循環器学会／日本心不全学会合同ガイドライン：急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）, 2018  P.75 Ⅹ. 急性心不全を参考に作成
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf（2021年8月閲覧）



心不全増悪による再入院の原因

その他

塩分・水分制限の
不徹底

Tsucihashie M, et al.: Am J Cardiol. 64 (12):  953, 2000 

対象: 1997年1月1日～12月31日の間に福岡市の循環器病棟を有する5つの病院において、うっ血性心不全で退院した患者230例のうち追跡期間中に再入院した93例
方法: 1999年10月～12月、郵送または電話で患者の生存、死因、心不全悪化による再入院とその原因などについて、データを追跡収集した（平均追跡調査2.4年）。

再入院の原因として、最も多いのは「塩分・水分制限の不徹底」、次いで「感染症」、
「治療薬の服薬不徹底」でした。
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コントロール不足

心筋虚血
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感染症 20%
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33%

患者側要因

医学的要因
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こちらは、うっ血性心不全で入院していた患者さんが退院後、心不全増悪による再入院となった
原因について、追跡調査を行った結果です。
（縦軸は再入院の原因、横軸は該当する患者さんの割合を示しています。）

再入院の原因として、最も多いのは「塩分・水分制限の不徹底」、次いで「感染症」、「治療薬
服薬の不徹底」の順に多くなっており、患者さんのセルフケアによる心不全の管理がいかに難しい
かを示しています。

塩分・水分制限は心不全管理において、欠かせないテーマです。
しかし、食事に入っている塩分がどれくらいかわからない、「のどの渇き」を我慢するのが難しいなど、
患者さん自身でのコントロールには限界があると考えられます。

心不全管理におけるこのような側面を考慮すると、再入院予防のためには、先生方だけでなく、や
はり、看護師、薬剤師などさまざまな職種の方々で介入が有用である考えられています。
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心不全の病期進行は、2001年のアメリカ心臓病学会/アメリカ心臓病協会（ACC/AHA）の
心不全に関するガイドラインで示された、心不全のステージ分類がよく用いられます。

がんと同様にステージ分類することで、各ステージですべきことを明確化し、早期診断・治
療の重要性が示されています。

心不全発症リスクの高い前段階をステージA（器質的心疾患がないリスクステージ）または
B（器質的心疾患のあるリスクステージ）とし、心不全発症後をステージC（心不全徴候を有
する心不全ステージ）、D（治療抵抗性心不全ステージ）に分類しています。

軽症の心不全に目を向け介入を開始することの重要性について、強調した分類となってい
ます。
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ステージA ステージB ステージC ステージD

高血圧・動脈硬化
糖尿病・肥満
メタボリックシンドローム

陳旧性心筋梗塞
無症候性の弁膜症
特発性心筋症
二次性心筋症

左記の疾患に
息切れ、易疲労感
運動耐容能低下を伴う

最大限の内科的治療にも反
応しない
安静時に心不全症状を伴う
入退院を繰り返している

降圧（ARB/ACE阻害薬）
血糖管理
禁煙
運動療法
食事療法

左記の治療に加え
β遮断薬
植込み型除細動器（ICD）の考慮
二次性心筋症では原疾患の治療

ARB/ACE阻害薬
β遮断薬
利尿薬・V2受容体拮抗薬
ジギタリス
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

ステージA～Cの治療
終末期医療
ホスピス

心不全ハイリスク
器質的心疾患や心不全
症状のない状態

器質的心疾患
心不全症状はない

器質的心疾患があり、心
不全の現症または既往
がある（治療に反応）

難治性心不全

心臓再同期療法（CRT）
植込み型除細動器（ICD）

心臓移植
補助人工心臓

Yancy, CW. et al.: Circulation 128(16): e240, 2013 / 小笹寧子: HEART nursing 31(10)：20, 2018を参考に作成

心不全のステージ分類（ACCF/AHA）



NYHA心機能分類

分類 症状 具体的な症状

Ⅰ
• 心疾患はあるが身体活動に制限はない
• 日常的な身体運動では著しい疲労、動悸、呼吸困難

あるいは狭心痛を生じない

階段、坂道を上がる、
早歩きなどで息が切れない

Ⅱ

• 軽度ないし中等度の身体活動の制限がある。安静時
には無症状

• 日常的な身体活動で疲労、動悸、呼吸困難あるいは
狭心痛を生じる

階段、坂道を上がる、
早歩きなどで息切れを感じる

Ⅲ

• 高度な身体活動の制限がある
• 安静時には無症状

• 日常的な身体活動以下で疲労、動悸、呼吸困難ある
いは狭心痛を生じる

短い平地歩行、家の中の移動、
軽い家事などでも息切れを感じる

Ⅳ
• 心疾患のため、いかなる身体活動も制限される
• 心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する
• わずかな労作でこれらの症状は増悪する

常に息切れがある、
発作性夜間呼吸困難、
起坐呼吸

自覚症状の程度により心不全の重症度を分類

Yancy, CW. et al.: Circulation 136(6): e137, 2017 / 中村牧子ほか: HEART nursing 31(10): 6, 2018を参考に作成
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こちらに示すのはNYHA（ニーハまたはナイハ、エヌワイエイチエーと読みます）心機能分類
です。
NYHA心機能分類は自覚症状の程度により心不全の重症度を分類しています。

心不全の重症度は、先ほどの心不全ステージ分類と、NYHA心機能分類で評価されること
が多く、その大きな違いは“可逆性かどうか”ということです。
NYHA心機能分類は治療によって重症度が変わりますが、先ほどの心不全ステージ分類は
通常“不可逆的”なので、元のステージに戻ることはないといわれています。

NYHAⅠ度は、最も軽症で、心疾患はあるが日常生活の身体活動の制限はなく、階段や坂
道、早歩きなどでも息切れなどは起こらない状態です。

NYHAⅡ度は、安静時には無症状ですが、階段や坂道、早歩きなどで息切れを生じる軽度
症状の状態です。

NYHAⅢ度は、安静時には無症状ですが、家の中での移動や軽い家事など日常的な活動
でも息切れを感じる状態です。

NYHAⅣ度は、心疾患のためにいかなる身体活動にも制限がある重度の状態です。安静時
にも心不全症状や狭心痛が常にあり、わずかな労作で症状が増悪する状態です。

NYHAは、New York Heart Associationの略です。



心不全の経過

左室リモデリング・潜在性心機能障害

数年～数十年 数ヵ月

顕性心不全

糖尿病

高血圧

脂質異常症

喫煙

左室肥大

心筋梗塞

死心不全

収縮機能障害

拡張機能障害

心不全はさまざまな原因疾患を背景に有し、
増悪因子を契機に急激に悪化し、発症します

Vasan, RS. et al.: Arch Intern Med 156(16): 1789, 1996を参考に作成

こちらは、心不全発症前からの長期的な経過を示しています。

心不全はほとんどの心疾患の終末像といわれています。

高血圧や糖尿病などさまざまな原因疾患を背景に、心肥大や心筋梗塞などを経て、左室リ
モデリング、拡張機能障害や収縮機能障害など心機能障害が数年から数十年かけて徐々
に進行し、増悪因子を契機に急激に悪化し、心不全を発症します。

心不全の悪化因子は先ほども出てきた、薬の飲み忘れ、塩分・水分の摂取が多い、通院
の中断、過労、感染症、血圧上昇、虚血や不整脈の悪化などで、これらを契機に急激に状
態が悪化して、急性心不全を発症することがあります。

これらの悪化因子は多くの場合、チームでの介入により、防ぐことができると考えられます。
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続いては心不全に用いられる治療薬に関して、以下の4点についてご紹介します。

１．心不全治療薬は、症状を良くする薬と、予後を改善する薬にわけられる。

２．心不全治療は、症状を抑えるだけでなく、予後改善を目指すまで進歩し、主流となる治
療薬が変化している。
３．急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版では、各薬剤の推奨度が変更され、
より早期からの治療が推奨されている。
４．左室の収縮能が低下した心不全HFrEFに対して、アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻
害薬あるいはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）、β遮断薬と、セララの併用により、
再入院率を抑制することが明らかになっている。
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心不全に用いられる治療薬の役割 

1. 心不全治療薬は、症状を良くする薬と、予後を改善する薬に

わけられる。

2. 心不全治療は、症状を抑えるだけでなく、予後改善を目指す

まで進歩し、主流となる治療薬が変化している。

3. 急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版では、各薬

剤の推奨度が変更され、より早期からの治療が推奨されて

いる。

4. HFrEFに対して、ACE阻害薬（ARB）、β遮断薬と、セララの

併用により、再入院率を抑制することが明らかになっている。

Point



まず、心不全治療管理薬を示します。

心不全治療管理薬は、大きく急性期管理と慢性期管理の2つに分類され、治療薬や治療
法も異なります。

急性期には、個々の病態に基づき、救命し症状を和らげる治療を行います。
うっ血には全身の浮腫を主とする体うっ血と肺水腫を主とする肺うっ血の2種類があり、体
うっ血には利尿薬、肺水腫には利尿薬と血管拡張薬が治療の主体になります。
そして組織低灌流の所見を認めれば強心薬の適応となります。

慢性期管理には、エビデンスに基づき予後を改善する治療を行います。

亢進したレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系および交感神経系に関わる神経体液
性因子を抑制することで予後を改善させます。

主な治療薬は、アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬またははアンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬（ARB）、β遮断薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬となっています。
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心不全治療管理薬

症状を和らげる治療と、
予後を改善する治療にわけられます

慢性期管理

予後を改善する治療

エビデンスに基づく

急性期管理

うっ血の解除

利尿薬

血管拡張薬

低心拍出の解除

強心薬

ポンプ駆動数 / 調律の適正化

ペースメーカ

除細動

ジギタリス

抗不整脈薬

救命し症状を和らげる治療

個々の病態に基づく

長期予後の改善

ACE阻害薬 / ARB

β遮断薬

ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

猪俣孝元: 心不全管理をアートする 脚本はどう作るか, メジカルビュー社, P92, 2017を参考に作成



こちらは、心不全の病態の概念と治療薬の変遷の歴史をまとめています。

心不全治療は、単に症状を抑えることから、予後改善を目指すまでに進歩し、主流となる
治療薬も変化しています。
心不全の概念が変わるにつれて、治療目標や、治療薬も変化してきています。

近年は、交感神経系、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン（RAA）系などが関与して
いることがわかってきており、アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬、アンジオテンシン
Ⅱ受容体拮抗薬（ARB）、β遮断薬による治療に加え、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
（MRA）による治療で慢性心不全患者さんの生命予後の改善が示されています。
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 心不全の概念が変わるにつれて、治療目標や、治療薬も変化してきています。

 近年は心不全には交感神経系、RAA系などが関与していることがわかってお

り、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬による治療が主流になっています。

 MRAによる慢性心不全患者さんの生命予後の改善が示されています。

目 標 予後改善症状を抑える

1960s 1980s

治療薬 利尿薬

強心薬

β遮断薬

MRA

血管拡張薬

ACE阻害薬またはARB

心不全の病態の概念と治療薬の変遷

心不全治療は、単に症状を抑えることから、
予後改善を目指すまでに進歩し、主流となる治療薬も変化しています

MRA：ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

監修：慶應義塾大学医学部 循環器内科 准教授 佐野 元昭 先生



こちらは、慢性心不全の治療に用いられる薬の役割を表したイラストです。

左から、強心薬はむちを入れることで心臓の動きを強める、β遮断薬は速度を落とすことで
心臓の働きを抑え休ませる、ACE阻害薬やARBは荷物を下ろして負担を減らすことで心
臓を休ませる、MRAはさらに負担を減らすことで心臓を休ませる働きあります。

それぞれの薬は役割が異なり、患者さんの治療には複数の薬を組み合わせて使うことが
望ましいと考えられています。
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慢性心不全治療薬の概念

強心薬

心臓の働きを強める 働きを抑えることで
心臓を休ませる

負担を減らすことで
心臓を休ませる

負担をさらに減らすことで
心臓を休ませる

β遮断薬 ACE阻害薬、ARB MRA

MRA：ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

Kats, AM.: Am J Cardiol 62(2): 3A, 1988 より引用改変
監修：兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 科長 佐藤 幸人 先生



2021年JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療

心不全治療アルゴリズム

日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン:2021年JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療, 2021 P.13, 第2章 心不全治療の基本方針より
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Tsutsui.pdf（2021年8月閲覧）

注）セララの効能又は効果は、高血圧症、慢性心不全（ACE阻害
薬又はARB、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患
者）です。セララ、スピロノラクトンとACE阻害薬、ARBは併用注意
です。禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。スピ
ロノラクトンの効能又は効果及び用法又は用量は、国内承認範囲
外の情報を含むため、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文
をご確認ください。

ス
テ
ー
ジ
分
類

薬
物
治
療

非
薬
物
治
療

ステージC
心不全ステージ

・ 器質的心疾患あり
・ 心不全症状あり
（既往も含む）

ステージD
治療抵抗性

心不全ステージ

・ 治療抵抗性
（難治性・末期）

心不全

慢性心不全の
急性増悪

（急性心不全）

疾病管理/運動療法/緩和ケア

HFpEF
（LVEF≧50％）

うっ血に
対し利尿薬
併存症に

対する治療

HFmrEF
（40≦LVEF＜50％）

個々の病態に
応じて判断＊1

HFrEF
（LVEF＜40％）

基本薬

ACE阻害薬
/ARB

+β遮断薬
+MRA

ACE阻害薬
/ARBから
ARNIへの
切替え＊2

SGLT2
阻害薬

適切かつ十分な薬物治療

ICD/CRT
経皮的僧帽弁

接合不全修復術＊3

補助人工心臓
心臓移植

治療薬
の

見直し

急性心不全に対する
初期対応から
急性期対応の
フローチャート＊

＊日本循環器学会，日本心
不全学会．急性・慢性心
不全診療ガイドライン
（2017年改訂版）P.79
図11参照

併用薬

うっ血に対し
利尿薬

洞調律
75 拍/分以上
イバブラジン

必要に応じ
ジギタリス

血管拡張薬
＊1 ACE 阻害薬/ARB投与例で
       ARNIへの切替えを考慮可
＊2 ACE阻害薬 /ARB未使用で
      入院例への導入も考慮
      （ただし保険適用外）
＊3 機能性、重症僧帽弁逆流、
       EF≧20%

急性増悪

代償化

上記の組合せ

※上図は、慢性心不全に関する情報です。
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こちらは2021年3月に公表された、ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不
全診療に掲載された、新しい不全治療治療アルゴリズムです。

HFrEFの治療に、新しく承認された治療薬による薬物治療の流れが加わり、それに伴って、
これまでの治療薬の記載も大きく変わりました。
今回のフォーカスアップデートによるHFrEF治療の重要な変更点の1つが、予後改善が示
されているACE阻害薬/ARB＋β遮断薬＋MRAが基本薬と記載された点です。

さらに、基本治療薬で効果が不十分な場合にはACE阻害薬/ARBをARNIへ切 り替えるこ
と、となっています。
また、糖尿病の有無にかかわらず、 心不全悪化もしくは心血管死の複合イベント抑制を期
待してSGLT2阻害薬の導入も考慮するが、SGLT2阻害薬の心不全治療における位置づ
けは更なる検証が必要であると記載されています。
基本治療薬による治療を行っても症候性で、洞調律かつ75拍/分以上の心拍数の場合、イ
バブラジンの導入が考慮される、となっています。

MRAが基本治療薬であることが改めてガイドラインで明記され、その上に新規治療薬が追
加される治療の流れがわかりやすく記載されました。



こちらは、急性・慢性心不全診療ガイドラインで示された、収縮能の低下した心不全
（HFrEF）における治療薬の推奨クラスとエビデンスレベルを示しています。

このようにたくさんの薬が使用されていますが、推奨クラスⅠ、エビデンスレベルAとなって
いるのは、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬、MRAの4剤です。

ACE阻害薬は「禁忌を除くすべての患者に対する投与」、ARBは「ACE阻害薬に忍容性の
ない患者に対する投与」、β遮断薬は「有症状の患者に対する予後の治療を目的とした投
与」、MRAは「ループ利尿薬、ACE阻害薬がすでに投与されているNYHA心機能分類Ⅱ度
以上、LVEF＜35%の患者に対する投与」が推奨されています。

（推奨クラスとエビデンスレベルについて）
推奨クラスは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲの5段階に分かれています。数値が小さいほど推奨度

が高く、クラスⅠは「手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがあるか、あるいは見
解が広く一致している」となっています。
エビデンスレベルは、レベルA、B、Cに分かれており、レベルAは「複数の無作為介入臨床
試験、またはメタ解析で実証されたもの」となっています。
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急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）
HFrEFにおける治療薬の推奨とエビデンスレベル

※上図は、慢性心不全に関する情報です。

推奨
クラス

エビデンス
レベル

Minds
推奨

グレード

Minds
エビデンス

分類

ACE阻害薬

禁忌を除くすべての患者に対する投与（無症状の患者も含
む） I A A I

ARB

ACE阻害薬に忍容性のない患者に対する投与 I A A I

ACE阻害薬との併用 IIb B C2 II

β遮断薬

有症状の患者に対する予後の改善を目的とした投与 I A A I

無症状の左室収縮機能不全患者に対する投与 IIa B A II

頻脈性心房細動を有する患者へのレートコントロールを目
的とした投与 IIa B B II

MRA

ループ利尿薬、ACE阻害薬がすでに投与されているNYHA
心機能分類II度以上、LVEF＜35%の患者に対する投与 I A A I

ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬

うっ血に基づく症状を有する患者に対する投与 I C C1 III

バソプレシンV2受容体拮抗薬

ループ利尿薬をはじめとする他の利尿薬で効果不十分な
場合に、心不全における体液貯留に基づく症状の改善を
目的として入院中に投与開始

IIa B B II

炭酸脱水酵素阻害薬・浸透圧利尿薬など

ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬、MRA以外の利尿
薬 IIb C C2 III

推奨
クラス

エビデンス
レベル

Minds
推奨

グレード

Minds
エビデンス

分類

ジギタリス

洞調律の患者に対する投与
（血中濃度0.8ng/mL以下に維持） IIa B C1 II

頻脈性心房細動を有する患者に対するレートコントロール
を目的とした投与 IIa B B II

経口強心薬

QOLの改善、経静脈的強心薬からの離脱を目的とした短期
投与 IIa B C1 II

β遮断薬導入時の投与 IIb B C1 II

無症状の患者に対する長期投与 III C D III

アミオダロン

重症心室不整脈とそれに基づく心停止の既往のある患者
における投与 IIa B C1 II

硝酸イソソルビドとヒドララジンの併用

ACE阻害薬、あるいはARBの代用としての投与 IIb B C2 II

その他

カルシウム拮抗薬の、狭心症、高血圧を合併していない患
者に対する投与 III B C2 II

Vaughan Williams分類Ⅰ群抗不整脈薬の長期経口投与 III B D III

α遮断薬の投与 III B D II

MRA：ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

日本循環器学会／日本心不全学会合同ガイドライン：急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）, 2018  P.34 V. 心不全治療の基本方針より
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf（2021年8月閲覧）



［参考］急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）
で示されたMRA処方対象の変更点

監修：国立循環器病研究センター 臨床研究部長 北風 政史 先生

急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）では、
MRAはACE阻害薬またはARB、β遮断薬とならび、NYHAⅡ度以上のHFrEFに

推奨クラスⅠ、エビデンスレベルAの薬剤として推奨されています

注）セララの効能又は効果は、高血圧症、慢性心不全（ACE阻害薬又はARB、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者）です。β遮断薬の中には慢性心不全患者に対して投与禁忌の
薬剤があります。微量アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者、中等度の腎機能障害のある患者は「セララの特定の背景を有する患者に関する注意（慢性心不全）：より頻回に血清カリウム
値を測定すること。高カリウム血症のリスクが高まるおそれがある。」となっています。
スピロノラクトンの効能又は効果及び用法又は用量は、国内承認範囲外の情報を含むため、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文をご確認ください。

※上図は、慢性心不全に関する情報です。 MRA：ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

収縮機能障害（HFrEF）への
MRAの推奨度

合併症を伴う心不全に対する
MRAの推奨度

慢性心不全治療ガイドライン
（2010年改訂版）

対象：NYHA Ⅲ度以上

推奨クラスⅠ・エビデンスレベルA

対象：高血圧合併心不全

推奨クラスⅠ・エビデンスレベルB

対象：NYHA Ⅱ度以上

急性・慢性心不全
診療ガイドライン（2017年改訂版）

推奨クラスⅠ・エビデンスレベルA

＊eGFR 30〜59mL/min/1.73㎡

推奨クラスⅠ 手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがあるか、あるいは見解が広く一致している。

エビデンスレベルA 複数の無作為介入臨床試験、またはメタ解析で実証されたもの。

対象：糖尿病合併心不全

推奨クラスⅡa・エビデンスレベルC

対象：腎機能低下を伴う心不全

推奨クラスⅡa・エビデンスレベルB
（透析症例を除く）

対象：高血圧合併心不全（HFrEF）

推奨クラスⅠ・エビデンスレベルA

対象：糖尿病合併心不全（HFｒEF）

推奨クラスⅠ・エビデンスレベルA

対象：CKD合併心不全（HFrEF）

ステージ3＊のCKDに対し、
推奨クラスⅠ・エビデンスレベルA
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2018年に改訂された急性・慢性心不全診療ガイドラインでは、MRAの処方対象範囲が大
きく変更されました。
こちらは、MRA処方対象の変更点をまとめたものです。

MRAはACE阻害薬またはARB、β遮断薬とならび、NYHAⅡ度以上のHFrEFに推奨クラ
スⅠ、エビデンスレベルAの薬剤として推奨されています。

具体的な変更点は、以前のガイドラインでは、MRAはNYHAⅢ度以上の重度症状の
HFrEF患者さんへの投与に関して推奨クラスⅠ、エビデンスレベルAとして、推奨していま
したが、新しいガイドラインでは、NYHAⅡ度以上の軽度症状のHFrEF患者さんからの推
奨に変更になりました。
つまり、より幅広い患者さんへの投与が勧められるようになったといえます。

また、合併症を伴う心不全に対するMRAの推奨度についても、高血圧、糖尿病、CKD合
併心不全は、推奨クラスⅠ、エビデンスレベルAの推奨度に変更されました。



こちらは、ガイドラインでミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（MRA）の処方対象の推奨が
変更となった根拠として引用されているエビデンスの1つです。

セララのエビデンスで、EMPHASIS-HF（エンファシス-エイチエフ）試験と呼ばれています。
標準治療下で、軽度の症状を有する慢性心不全患者さんに対して、MRAの有用性が確認
された初めての臨床試験です。

この試験は、エプレレノン（セララ）の有用性が早期に認められ、プラセボ群の患者さんに
不利益となるという倫理的観点から、予定よりも早く試験終了となりました。

ACE阻害薬やβ遮断薬、利尿薬などがすでに投与されていた患者さんにおいて、MRAを
追加することでさらに優れた臨床効果を示すことがあきらかになり、MRAは新たな標準治
療薬として、ガイドラインで推奨されるに至りました。
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無作為化された心不全患者：2,737例
 55歳以上、NYHAⅡ度、LVEF≦30%またはLVEF≦35%でQRS間隔>130msec、罹病期間が4週間以上で標準治療＊を受けている心不全患者

 6ヵ月以内の心血管疾患による入院の既往（入院の既往がない場合はBNP≧250pg/mL、またはNT-proBNPが男性で≧500pg/mL、女性で≧750pg/mL）

プラセボ群 1,373 例
プラセボ

＋標準治療＊

エプレレノン群 1,364 例
エプレレノン25～50mg/日

＋標準治療＊

国際共同（29ヵ国278施設）、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、並行群間試験

＊標準治療：ACE阻害薬/ARB、
β遮断薬、利尿薬

主要評価項目 ・心血管死または心不全による入院

副次評価項目 ・心不全による入院 ・全死亡 ・全入院 など

平均追跡期間
21.1ヵ月

ベースラインの治療薬 エプレレノン群 プラセボ群

ACE阻害薬 78.3% 76.8%

ARB 19.1% 19.4%

β遮断薬 86.6% 86.9%

利尿薬 84.3% 85.7%

社内資料：外国人慢性心不全患者を対象とした第3相試験 より作図（承認時評価資料）

ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬セララ®のエビデンス
EMPHASIS-HF試験（海外データ）

EMPHASIS-HF試験は、標準治療（ACE阻害薬/ARB、β遮断薬）下で、軽度の症状を有する慢性心不全
患者さんに対して、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の有用性が確認された初めての臨床試験です

注）セララとACE阻害薬、ARBは併用注意です。禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。β遮断薬の中には慢性心不全患者に対して投与禁忌の薬剤があります。
セララの効能又は効果は高血圧症、慢性心不全（アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者）です。



こちらは、EMPHASIS-HF試験の主要評価項目、心血管死または心不全による入院の結
果を示しています。

エプレレノン（セララ）群は、心血管死または心不全による入院リスクをプラセボ群と比較し
て37.0%有意に減少させました。
2群のグラフは、投与後早期から差がみられ、早期からイベント抑制が認められています。
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本試験の安全性に関する情報はEMPHASIS-HF試験：安全性のページをご参照ください
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EMPHASIS-HF試験：主要評価項目
（心血管死または心不全による入院） （海外データ）

心血管死または心不全による入院は、エプレレノン群249例（18.3%）、プラセボ群356例（25.9%）にみ
られ、エプレレノン群の相対リスクはプラセボ群に比べて37.0%低下し、有意な抑制が認められました

【目的】収縮不全を伴うNYHA心機能分類Ⅱの慢性心不全患者に対するエプレレ
ノンの有効性を評価する。

【対象】55歳以上、NYHAⅡ度、LVEF≦30%またはLVEF≦35%でQRS間隔
>130msecの心不全患者2,737例。罹病期間が4週間以上で標準治療
（ACE阻害薬/ARB、β遮断薬、利尿薬）を受けている、6ヵ月以内の心血管
疾 患 に よ る 入 院 の 既 往 が あ る （ 入 院 の 既 往 が な い 場 合 は
BNP≧250pg/mL、またはNT-proBNPが男性で≧500pg/mL、女性で
≧750pg/mL）患者を対象とした。

【試験デザイン】国際多施設共同（29ヵ国278施設）、無作為化、並行群間、プラセ
ボ対照、二重盲検比較試験

【方法】エプレレノン25mgあるいはプラセボを1日1回（eGFRが30～49mL/min
/1.73m2の被験者は隔日）投与した。4週目以降、血清カリウム値＜
5.0mmol/Lの場合は1日1回50mg（eGFRが30～49mL/min/1.73m2の被
験者は1日1回25mg）に増量した。その後、4ヵ月ごとにカリウム値を測定
し用量調節を行った。

【主要評価項目】心血管死又は心不全による入院

【副次評価項目】全死亡又は心不全による入院、全死亡、心血管疾患を原因とする死
亡、全入院、心不全による入院、心血管疾患を原因とする入院、等

【解析計画】有効性の解析は、ITTの原則に従ってFASを対象に、ベースラインの
予後因子で調整したCOX比例ハザードモデルを用い、有意水準0.05で実
施した。

【安全性】有害事象による中止は、エプレレノン群で188例（13.8%）、プラセボ群で
222例（16.2%）であった。高カリウム血症の発現率はエプレレノン群で
8.0%、プラセボ群で3.7%であった。エプレレノン群の主な有害事象は、低
血圧46例（3.4%）、腎不全38例（2.8%）、低カリウム血症16例（1.2%）、プ
ラセボ群は、腎不全41例（3.0%）、低血圧37例（2.7%）、低カリウム血症
30例（2.2%）であった。

注）セララの効能又は効果は高血圧症、慢性心不全（アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者）です。
セララとACE阻害薬、ARBは併用注意です。禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。β遮断薬の中には慢性心不全患者に対して投与禁忌の薬剤があります。

リスク減少率：37%

Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. Translated with permission.
Zannad, F. et al.: N Engl J Med. 364（1）: 11, 2011 （承認時評価資料） （COI：ファイザーは本試験をサポートし、著者Dr.Zannadに講演料を支払っています）



EMPHASIS-HF試験：副次評価項目
（全死亡、全入院心不全による入院） （海外データ）

副次評価項目
（全入院）

副次評価項目
（心不全による入院）

副次評価項目 
（全死亡）

エプレレノン群1,364 972 269625 1,364 795 179451 1,364 925 232562

プラセボ群1,373 947 242587 1,373 742 146403 1,373 848 199512
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リスク減少率：24%
Cox比例ハザードモデル
HR=0.76 （95% CI, 0.62-0.93）
p=0.008（Wald検定）

エプレレノン群

プラセボ群

リスク減少率：23%
Cox比例ハザードモデル
HR=0.77 （95% CI, 0.67-0.88）
p＜0.001（Wald検定）

エプレレノン群

プラセボ群

リスク減少率：42%
Cox比例ハザードモデル
HR=0.58 （95% CI, 0.47-0.70）
p＜0.001（Wald検定）

エプレレノン群

プラセボ群

本試験の安全性に関する情報はEMPHASIS-HF試験：安全性のページをご参照ください

Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. Translated with permission.
Zannad, F. et al.: N Engl J Med. 364（1）: 11, 2011 （承認時評価資料） （COI：ファイザーは本試験をサポートし、著者Dr.Zannadに講演料を支払っています）

エプレレノン群では、プラセボ群と比較して、全死亡のリスクは24%、
全入院のリスクは23%、心不全による入院のリスクは42%低下しました

【安全性】 有害事象による中止は、エプレレノン群で188例（13.8%）、プラセボ群で222例（16.2%）であった。高カリウム血症の発現率はエプレレノン群で8.0%、プラセボ群
で3.7%であった。エプレレノン群の主な有害事象は、低血圧46例（3.4%）、腎不全38例（2.8%）、低カリウム血症16例（1.2%）、プラセボ群は、腎不全41例
（3.0%）、低血圧37例（2.7%）、低カリウム血症30例（2.2%）であった。

注）セララの効能又は効果は高血圧症、慢性心不全（アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者）です。
セララとACE阻害薬、ARBは併用注意です。禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。β遮断薬の中には慢性心不全患者に対して投与禁忌の薬剤があります。
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こちらは、EMPHASIS-HF試験の副次評価項目の結果です。

エプレレノン（セララ）群はプラセボ群と比較して、全死亡のリスクは24%、全入院のリスク
は23%、心不全による入院のリスクは42%低下しました。

「心不全の再入院を抑制する」という心不全管理において重要な治療目標を達成する上で、
MRA、セララが選択肢の1つとなることをこのエビデンスは示しています。



こちらは、EMPHASIS-HF試験の安全性を示しています。

因果関係が否定できない有害事象は、エプレレノン群は1,360例中280例（20.6%）、プラ
セボ群は1,369例中218例（15.9%）に認められました。
主な副作用は、高カリウム血症、腎機能障害、浮動性めまいでした。

このうち、投与中止に至った有害事象は、エプレレノン群3.4%、プラセボ群3.1%で、重篤
な有害事象は、エプレレノン群2.7%、プラセボ群2.2%でした。
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因果関係が否定できない有害事象発現例（%）

エプレレノン群 （n＝1,360） プラセボ群（n＝1,369）

全有害事象 280（20.6） 218（15.9）

高カリウム血症 90（6.6） 38（2.8）

腎機能障害 19（1.4） 12（0.9）

浮動性めまい 13（1.0） 22（1.6）

低カリウム血症 0（0.0） 1（0.1）

女性化乳房 6（0.4） 5（0.4）

乳頭痛 1（0.1） 0（0.0）

投与中止に至った有害事象 46（3.4） 42（3.1）

重篤な有害事象 37（2.7） 30（2.2）

因果関係が否定できない有害事象は、エプレレノン群280例（20.6%）、プラセボ群218例（15.9%）に認められました。
主な副作用は、高カリウム血症（エプレレノン群6.6%、プラセボ群2.8%）、腎機能障害（エプレレノン群1.4%、プラセ

ボ群0.9%）、浮動性めまい（エプレレノン群1.0%、プラセボ群1.6%）でした。

EMPHASIS-HF試験：安全性（海外データ）

因果関係が否定できない重篤な有害事象としていずれかの群で 0.5%以上に認められたは高カリウム血症（0.9%、0.2%）であった。因果関係に関わらず投与
中止に至った有害事象は、エプレレノン群で 13.8%，プラセボ群で 16.2%で、頻度が高い順に心不全（エプレレノン群 4.0%，プラセボ群 4.4%）、死亡（エプレ
レノン群 1.2%，プラセボ群 0.9%）、高カリウム血症（エプレレノン群 1.1%，プラセボ群 0.9%）、腎機能障害（エプレレノン群 1.0%， プラセボ群 0.4%）であっ
た。

社内資料：EMPHASIS-HF試験：因果関係が否定できない有害事象（承認時評価資料）より作図

注）セララとACE阻害薬、ARBは併用注意です。禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。β遮断薬の中には慢性心不全患者に対して投与禁忌の薬剤があります。
セララの効能又は効果は高血圧症、慢性心不全（アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者）です。



こちらは、京都を中心とした医療圏で行われた心不全入院患者の長期予後調査です。

退院時のMRA処方の有無で2群にわけて臨床経過を調査しました。
MRAを処方された患者さんでは処方されなかった患者さんよりも、1年間の全死亡・心不
全入院の発生が有意に抑制されたことが示されました。

このように、国内のコホート研究でも、MRAによる長期予後改善効果が示され、退院時に
MRAが処方されていることはその後の長期予後改善につながると考えられます。
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ハザード比0.81（95%CI, 0.70-0.93）
p=0.003

退院後の日数
（日）

累
積
発
生
率

MRA処方後の全死亡・心不全入院の累積発生率
（KCHF研究）

退院時にMRAを処方された心不全患者は処方されなかった患者より
有意に全死亡・心不全入院の発生率が抑制されました

【目的】MRA処方と慢性心不全の急性増悪患者の全死亡および再入院の関連を調査する。
【対象】慢性心不全の急性増悪入院患者 3,717例（MRA使用群1,678例、MRA非使用2,036例）
【方法】京都を中心とした19の二次または三次医療機関にて、退院時MRA処方の有無別に全死亡または心不全入院の発生率を追跡した。ハザード比と95%CIはCox比

例ハザード回帰モデルを用い、さらにlog rank検定を行い、両側有意水準0.05とした。
【主要評価項目】全死亡および心不全入院
【その他の評価項目】心不全入院、全死亡、心血管死、突然死、全入院、安全性の記載はなかった。

Yaku, H. et al.: JAMA Network Open. 2（6）: e195892, 2019

入院後の日数

MRAなし

イベント発生件数
No. at risk
累積発生率, %

1,034
63

967
6.1

212
807
20.5

344
589
33.9

MRAあり

イベント発生件数
No. at risk
累積発生率, %

1,034
54

979
5.2

163
846
16.0

287
656
28.4

0日 30日 180日 1年

0
0

90 180 270 360

MRA処方あり

MRA処方なし

（%）

20

40

60

注）注）セララの効能又は効果は、高血圧症、慢性心不全（ACE阻害薬又はARB、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者）です。β遮断薬の中には慢性心不全患者に対して投与
禁忌の薬剤があります。スピロノラクトンの効能又は効果及び用法又は用量は、国内承認範囲外の情報を含むため、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文をご確認ください。
セララ、スピロノラクトンとACE阻害薬、ARBは併用注意です。禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。



ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬セララ®使用時の
カリウムマネジメント

1. 心不全にセララを使用する際は、血清カリウム値の変動に

注意し、カリウム値に応じて用量調整を行う。

2. セララは、カリウムマネジメントが行いやすい、入院中の投

与開始が適している。

3. 看護師、薬剤師など医療スタッフの協力により、必要な患

者さんにMRAの適正使用が進むことが望まれる。

Point

ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（MRA)を適正に使うにあたっては、血清カリウム値の
変動に注意することが必要となります。
ここからは、MRA（セララ）使用時のカリウムマネジメントについてご説明します。

ポイントは3つです。

１．心不全にセララを使用する際は、血清カリウム値の変動に注意し、カリウム値に応じて
用量調整を行う。
２．セララは、カリウムマネジメントが行いやすい、入院中の投与開始が適している。
３．看護師、薬剤師など医療スタッフの協力により、必要な患者さんにMRAの適正使用が
進むことが望まれる。
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こちらは、セララの適応症別の禁忌とされる患者さんを示しています。
ご覧の通り、セララは、慢性心不全と高血圧症では禁忌が異なります。

微量アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者、中等度の腎機能障害のある患者、カリウ
ム製剤を投与中の患者は、高血圧症では禁忌となっていましたが、慢性心不全では禁忌で
はなく、血清カリウム値の変動に注意しながら使っていただくことができます。

微量アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者、中等度の腎機能障害のある患者は、高カ
リウム血症のリスクを考慮して、より頻回に血清カリウム値の測定を行います。

カリウム製剤を投与中の場合は、併用注意となっており、血清カリウム値を定期的に測定し
ながらの使用が望ましいとされてます。

慢性心不全 高血圧症

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

禁忌

禁忌

高カリウム血症の患者もしくは本剤投与開始時に血清カリウム値が
5.0mEq/Lを超えている患者

重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス30mL/分未満）のある患者

重度の肝機能障害（Child-Pugh分類クラスCの肝硬変に相当）のある患者

カリウム保持性利尿薬を投与中の患者

イトラコナゾール、リトナビル又はネルフィナビルを投与中の患者

微量アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者 より頻回に

血清カリウム
値を測定する中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス30～50mL/分未満）のある患者

カリウム製剤を投与中の患者 併用注意

セララの投与が禁忌とされる患者さん

慢性心不全＊と高血圧症では禁忌が異なりますのでご注意ください

注）微量アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者、中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス30～50mL/分未満）のある患者は、「セララの特定の背景を有する患者に関する注意（慢性
心不全）：より頻回に血清カリウム値を測定すること。高カリウム血症のリスクが高まるおそれがある。」となっています。

セララ2021年9月改訂（第2版）電子添文より作成

＊アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンⅡ受容体阻害薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者



セララ投与中の血清カリウム値変動による
用法・用量調節

定期的に血清カリウム値の測定を行い、
下図に従って用法・用量を調節してください

血清カリウム値
（mEq/L）

＊

慢
性
心
不
全

投与開始時

投与期間中

＊アンジオテンシン変換酵素阻害薬またはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者

慢性心不全＊と高血圧症では血清カリウム値変動による用法・用量調節が異なりますのでご注意ください。

投与開始可能

維持または増量

維持

禁忌

減量ないし
中断

中断

正常 軽度上昇 中等度上昇 重度上昇

3.5 5 5.5 6 7 8以上

50mg/日：維持
25mg/日：増量（50mg/日）
25mg/隔日:増量（25mg/日）

50mg /日：減量（25mg /日）
25mg /日：減量（25mg/隔日）
25mg/隔日： 中断

中断後、血清カリウム値が5.0mEq/L未満に下がった
場合は、25mg隔日にて再開することができる。

投与開始時に血清カリウム値が5.0mEq/Lを超えている場合は禁忌。

セララ2021年9月改訂（第2版）電子添文より作成
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こちらは、慢性心不全にセララを投与いただく場合の血清カリウム値変動による用法・用量
調節を図で示してます。

セララの投与にあたっては血清カリウム値5.0未満の場合、セララ25mg1日1回から投与を
開始できます。投与開始後4週間以降を目安に1日1回50mgに増量することが基本です。
投与中の血清カリウム値5.0未満では、維持用量の50mgまで増量できます。すでに50mg
投与の場合は、この用量で維持します。

血清カリウム値5.0～5.4の場合は投与量を維持します。
血清カリウム値5.5～5.9の場合は減量ないし中断します。
血清カリウム値6.0以上の場合は中断となります。

中断した後も、血清カリウム値が5.0未満に下がった場合には、25mg隔日にて再開するこ
とができます。

このように、投与初期などカリウム値が安定するまでの間は、カリウム変動に合わせた用
法・用量調節が必要になりますので、入院中など多職種での介入が可能で、カリウムマネ
ジメントが行いやすい環境下での投与開始が望ましいとされています。



心疾患患者においては、
血清カリウム値の適切なコントロールが重要です

0.0
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

疾患 血清カリウムの推奨値（mmol/L） エビデンス

高血圧 3.5～5.0 ・高カリウム食⇒血圧↓
・低カリウム血症⇒心室性不整脈↑

心不全 4.5～5.5
・低カリウム血症⇒心室性不整脈↑
・カリウム値の上昇⇒心室性不整脈↓/QTおよびQTd↓
・血清カリウム値は心不全の予後と逆相関する

カリウムのエビデンスおよび心疾患患者における血清カリウムの推奨値2）

【目的】急性心筋梗塞患者における血清カリウム濃度と初
期の心室頻拍および心室性期外収縮（PVCs）の関
係を評価する。

【対象】最初の症状発現から12時間以内に集中治療室に
入院した心臓作用薬による治療を行われていない
急性心筋梗塞患者60例

【方法】前向き研究。心筋梗塞の症状発現から3.8±2.5時
間（平均±SD）の血清カリウム濃度を評価した。

【解析計画】すべての試験は両側検定によって評価され、p
＜0.05を有意水準とした。血清カリウム濃度の相関
には、線形解析分析を用いた。

心
室
性
不
整
脈
の
発
症
率

血清カリウム濃度

心室性不整脈の発症率と血清カリウム値の関係（海外データ）1）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0
平均±SD

平均
SD

（mmol/L）

1）Nordrehaug, JE. et al.: Circulation. 71（4）: 645, 1985 2）Macdonald, JE. et al.: J Am Coll Cardiol. 43（2）: 155, 2004より改変
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こちらは、心室性不整脈の発症率と血清カリウム値の関係を示しています。

心筋梗塞患者の血清カリウム濃度と初期の心室頻拍や心室性期外収縮の発症率を評価
しており、血清カリウム濃度が低いほど不整脈の発生率が上がっています。

図の下には、心疾患患者における血清カリウムの推奨値を示しました。
高血圧では3.5～5.0mmol/L、心不全では4.5～5.5mmol/Lとなっており、心疾患患者さん
には、血清カリウム値を適切な範囲でコントロールすることが重要となります。



こちらは、心不全患者の血清カリウム値と死亡率の関係を示しています。

血清カリウム値4.0-5.0を正常範囲とし、3.5-4.0を正常低値、3.5以下を低カリウム血症、
5.0-5.5を正常高値、5.5以上を高カリウム血症に分け、死亡率のハザード比を解析したと
ころ、血清カリウム濃度4.5～5.3の間で、死亡率の低下傾向が示されました。

心不全患者さんでは、血清カリウム値を適正な範囲内にコントロールすることが重要です。
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心不全患者の血清カリウム値と
死亡率の関係（海外データ）

血清カリウム濃度
（mmol/L）

ハザード比
（95%CI）

p値

≤3.5 2.33 (1.62-3.35) <0.001

3.5-4.0 1.23 (0.97-1.56) 0.08

4.0-5.0 1.0 (Reference)

5.0-5.5 0.79 (0.65-0.96) 0.02

5.5-6.0 0.82 (0.55-1.23) 0.34

≥6.0 0.88 (0.54-1.43) 0.60

血清カリウム濃度4.5~5.3mmol/Lで死亡率の低下が示されました

Hoss, S. et al. Am J Cardiol. 118 （12）: 1868, 2016

【目的】心不全患者のカリウム値が死亡に及ぼす影響を評価する。
【対象】心不全患者6,073例
【方法】健康保険医療データベースの登録情報を用い、心不全患者を血清カリウム濃度毎に死亡率を追跡した（中央値576日）。多変量Cox比例解析モデルにて、カリウ

ム濃度4.0-5.0mmol/Lを1として、年齢、性別、臨床検査値等で調整した死亡率のハザード比を算出し、有意水準0.05とした。3次スプライン解析を用いてハザード
比をモデルとした曲線にて解析した。

p<0.0001死
亡
率
の
調
整
ハ
ザ
ー
ド
比

血清カリウム濃度

0.25
3.9 4.5 5.3

2 3 4 5 6 7

0.5

1.0

1.5

5.0

10.0

2.5

（mmol/L）

ハザード
95%CI



こちらは、一般に、血清カリウム値の上昇によってあらわれる症状の変化を示しています。

血清カリウム値は、3.5～5.0mEq/Lは正常、5.0～5.5mEq/Lは軽度上昇、5.5～6.0mEq/L
は中等度上昇と考えられています。

血清カリウム値はかなり高値になるまでは、一般的に無症状ですが、血清カリウム値が上
昇すると、神経症状（しびれ感、脱力感など）、消化器症状（悪心、嘔吐、下痢、イレウスな
ど）、不整脈がみられることがあります。

一方で血清カリウム値3.5未満は低カリウム血症となり、脱力や呼吸困難感、不整脈など
の症状がみられます。

心不全患者さんは、一般に血清カリウム値4.5～5.5を維持できるような管理が望ましいと
されています。
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血清カリウム値の上昇による症状の変化

奥田 俊洋:新臨床内科学第9版:971, 2009より改変

血清カリウム値
（mEq/L）

症状

心電図異常

正常 軽度上昇 中等度上昇 重度上昇

3.5 5 5.5 6 7 8以上

血清カリウム値がかなり高値になるまでは一般的に無症状。
進行すると神経症状（しびれ感、脱力感など）、消化器症状
（悪心、嘔吐、下痢、イレウスなど）

T波の増高・
先鋭化

（テント状T波）

PQ延長、QRS
幅の増大、P波

幅の増大・低下・
消失など

心ブロック
などの重
篤な不整
脈、心停止

血清カリウム値の上昇による症状

このような症状があれば、血清カリウム値を確認してください。

一般的に初期の高カリウム血症は無症状ですが、血清カリウム値が上昇すると、心電図
異常、神経症状（しびれ感、脱力感など）、消化器症状（悪心、嘔吐、下痢、イレウスなど）
がみられることがあります。このような症状があれば、血清カリウム値をご確認ください。 



こちらは、血清カリウム値上昇を予防するための対策を示します。

血清カリウム値上昇のリスクは、併用薬剤や生活習慣に気をつけることで軽減できます。

例えば、併用薬剤としてカリウム排泄を促進する利尿薬（サイアザイド系、ループ）の投与
や、併用薬剤によるカリウム値上昇のリスクの確認を行ってください。

患者さんへの指導としては、カリウムを多く含む食品の制限、水分の適切な摂取・便秘の
予防などがあげられます。

高カリウム血症の症状として、どのようなものがあるかまた、気になる症状があったときの
対応などについて、あらかじめ説明しておくことも重要です。

※カリウムを多く含む食品
野菜…芋類、豆類、にら、パセリ、たけのこ、ほうれんそう、三つ葉 等
果物・種実…アボガド、ぎんなん、くるみ 等
海藻類…のり、こんぶ、わかめ、ひじき 等
その他…乾燥しいたけ、干し柿、干しブドウ、煮干などの乾物 等
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• カリウム摂取制限

• 水分の適切な摂取・便秘の予防注）

• 神経症状（しびれ、脱力感など）、消
化器症状（悪心、嘔吐、下痢、イレ
ウスなど）がみられた場合には、す
ぐに主治医に伝えること

• 併用薬が追加・変更となった場合、
すぐに主治医・薬剤師に伝えること

注） 便秘による便中へのカリウム
排泄の低下を防ぐ

併用薬剤への配慮 患者指導

注意点：アシドーシスの是正

血清カリウム値上昇を予防するための対策

血清カリウム値上昇のリスクは、
併用薬剤や生活習慣に気をつけることで軽減できます

セララ錠2021年9月改訂（第2版）電子添文より抜粋

• 利尿薬（サイアザイド系、ループ）の
投与

• 併用薬剤によるカリウム値上昇リス
クの確認



次に、心臓リハビリ・食事指導・意思決定支援のポイントをご説明させていただきます。

１．運動療法は、運動耐容能の改善以外に、心不全状態の改善などをもたらし、心不全入
院の抑制効果が期待されている。

２．肥満は心不全の危険因子となるが、末期心不全では低栄養状態に注意し、適切な栄
養指導を取り入れることが望ましい。

３．将来の意思決定能力低下に備え、患者さんや家族と将来の治療や療養の計画を話し
合うアドバンス・ケア・プランニングの重要性が注目されている。
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心臓リハビリ・食事指導・意思決定支援のポイント

1. 運動療法は、運動耐容能の改善以外に、心不全状態の改善

などをもたらし、心不全入院の抑制効果が期待されている。

2. 肥満は心不全の危険因子となるが、末期心不全では低栄養

状態に注意し、適切な栄養指導を取り入れることが望ましい。

3. 将来の意思決定能力低下に備え、患者さんや家族と将来の

治療や療養の計画を話し合うアドバンス・ケア・プランニング

の重要性が注目されている。

Point



こちらは、心臓リハビリテーションのポイントをお示しします。

適度な運動は、体力の向上や筋力の維持に効果的であり、心臓の負担を減らすことにも
つながるので積極的に行うことが勧められてます。

運動療法を含む包括的心臓リハビリテーションは慢性心不全の疾病管理プログラムとして
重要な役割を果たします。
入院中だけでなく外来でのリハビリの継続により、長期的なQOL改善、予後改善を目指す
ことができます。

こちらのイラストはストレッチの一例を示してます。運動する習慣がない方にはこういったス
トレッチや軽いウォーキングなどから開始します。

一方で、過度の運動療法は心臓の負担をかえって大きくしてしまうため、こちらに示す、運
動負荷量が課題であることを示唆する指標を患者さんやご家族に参考として、お伝えくだ
さい。

心不全の再発や再入院を予防するためには、運動療法だけでなく、チームで介入すること
で、患者さんやご家族への疾患教育、薬剤の内服状況の把握、栄養状態の把握なども一
緒に行うことが有用となります。
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運動負荷量が過大である
ことを示唆する指標

• 心臓リハビリテーションは運動療法だけでなく、患者・家族への教育、薬剤の内服状況の把握、栄養
状態の把握など心不全疾患管理プログラムを多職種で実践する場になっている。

• 入院中だけでなく外来でのリハビリ継続により、長期的なQOL改善、予後改善を目指すことができる。

ウォーキング

• 自覚症状がある（体のだるさが続く、前日の疲労感が残るなど）

• 体重増加傾向（週に2kg以上増加）

• 心拍数増加傾向（安静時または同一負荷量における心拍数の10bpm

以上の上昇）

• 血中BNP上昇傾向（前回よりも100pg/mL以上の上昇）

ストレッチ（例）

ふくらはぎふともも背中 胸

佐藤幸人： 心不全の基礎知識100（第2版）, 文光堂, P110, 2019/
循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011年合同研究班報告）: 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）を参考に作成

心臓リハビリテーションのポイント



こちらは、食事指導のポイントを示しています。

心不全では筋肉が落ちてやせていくことで状態がさらに悪くなることが知られています。
そのため、定期的な栄養評価を行うことが望ましいとされています。
また体重減少は心不全改善ではなく、心不全増悪による低栄養の結果であることもあります。

フルーツやナッツ、魚などは心臓病を予防する食物、チーズや卵、鶏肉などは心臓病と無関
係な食物、精製穀物やデンプンなどは心臓病になる食物となっています。

心臓病を予防する食品を中心に、しっかり食べることを患者さんにお伝えください。
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心不全では筋肉が落ちてやせていくことで状態がさらに悪くなることが知られています
食事は心臓病を予防する食品をもとにしっかり食べましょう

エビデンスによる心血管イベントと食品の関係

佐藤幸人: 心不全の基礎知識100（第2版）, 文光堂, P153, 2019を参考に作成

Benefit（よい）

Harm（悪い）

フルーツ、ナッツ、魚、野菜、オリーブオイル、
全粒穀物、豆、ヨーグルト

心臓病を予防する食物

チーズ、卵、鶏肉、牛乳、バター、赤身肉

心臓病と無関係な食物

精製穀物、デンプン、砂糖、加工肉、
高食塩、トランス脂肪酸（マーガリン）

心臓病になる食物

食事指導のポイント



こちらは、食品に含まれる食塩量を示しています。

心不全患者さんは、1日6ｇ未満の減塩食が推奨されます。

塩分の過剰摂取は心不全の増悪因子となるので、塩分管理の患者指導を行うことも重要
となります。

一方で、高齢の患者さんは過度の減塩が食欲を低下させ、栄養不良の原因となることもあ
るため、適宜調整が必要とされています。
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食品に含まれる食塩量

香川芳子監修: 毎日の食事のカロリーガイド, 女子栄養大学出版部, 2008/
牧野直子監修: FOOD & COOKING DATA 塩分早わかり, 女子栄養大学出版部, 2011を参考に作成

塩分は1日6g未満が推奨されます

食品に含まれる食塩量は、調理方法などによりある程度変化します。目安として考えてください。

濃い口しょうゆ（小さじ1杯）

0.9g

塩（小さじ1杯）

6.0g

ラーメン（1杯、汁を含む）

約6～7g

うどん（1杯、汁を含む）

約5～6g

かた焼きせんべい・大（2枚）

約1.0g

塩鮭・中辛（1切れ）

約1.1g

あじの開き（1尾）

約1.4g

ちくわ・中（1本）

約0.7g

梅干し（1つ）

約2.2g

きゅうりのぬかみそ漬け
（5切れ）

約1.6g

インスタントスープ（1袋）

約1.2g

みそ汁（1杯）

約1.5g



アドバンス・ケア・プランニング（ACP）についてご説明します。

心不全は治療抵抗性のステージDになるまでは、終末期の想像が難しい疾患ですが、患

者さんご自身とご家族に将来の予想を具体的に示し、どのように人生をまっとうするか、医
療・ケアチームと協同して検討することが心不全診療では推奨されています。これをアドバ
ンス・ケア・プランニング（ACP）といいます。

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とは、「将来の意思決定能力の低下に備えて、今後

の治療・ケア・療養に開する意向、代理意思決定者などについて患者・家族・そして医療者
があらかじめ話し合うプロセス」と定義されています。話し合いの内容には、思者さんの気
掛かりなことや不安、価値観や目標、現在の病状や今後の見通し、治療や療養に関する
選択肢について考えることが含まれています。

高齢社会が進む中で、2025年には日本人の100人に1人が心不全患者になると予測され
ています。

誰もが安心して穏やかな人生の終焉を迎えるために、循環器の領域でも緩和-終末期ケア
に対する学びを深めていくことが求められています。
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アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

アドバンス・ケア・プランニング：意思決定能力が低下する前に、患者さんや家族と
将来の受けたい治療や療養を計画しておく話し合いのプロセス

終末期の想像が難しい心不全患者さんと家族に予想を具体的に示し、どのように人生
を全うするか、医療・ケアチームと共同して継続的に検討することが推奨されています

アドバンス・ケア・プランニング
（ACP）

アドバンス・ディレクティブ
（事前指示）

代理意思
決定人

DNAR

事前指示：将来判断力を失ったときに自分に行われる医療行為に対する意向を前もって示すこと
DNAR：患者本人または代理者の意思を受けて心肺蘇生を行わないこと

佐藤幸人: 心不全の基礎知識100（第2版）, 文光堂, p194,195, 2019を参考に作成
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心不全チーム医療のスタッフ構成と役割

1. 患者さんを医学的以外に、全人的に診ようとするのが心不

全チーム医療であり、心不全の治療の質を高めるために、

チームでの介入は重要である。

2. 医師、看護師、薬剤師、栄養士、心臓リハビリスタッフなどの

メンバーで、リスク管理から末期心不全までをカバーする。

3. 各職種間の情報共有や多職種カンファレンスによる問題点

の抽出と介入方法の検討により、早期介入・回復、悪化予

防につなげる。

4. ガイドライン推奨治療の遵守率をアップさせ、患者さんの予

後改善につなげることが重要である。

Point

心不全チーム医療のスタッフ構成と役割をご説明します。

1．患者さんを医学的以外に、全人的に診ようとするのが心不全チーム医療であり、心不
全の治療の質を高めるために、チームでの介入は重要である。
2．医師、看護師、薬剤師、栄養士、心臓リハビリスタッフなどのメンバーで、リスク管理か
ら末期心不全までをカバーする。
3．各職種間の情報共有や多職種カンファレンスによる問題点の抽出と介入方法の検討に
より、早期介入・回復、悪化予防につなげる。
4．ガイドライン推奨治療の遵守率をアップさせ、患者さんの予後改善につなげることが重
要である。

心不全の治療は手術や薬を飲むだけではなく、増悪因子を抑えるための生活管理や心理
社会面へのかかわりも必要です。

そのため「多職種によるチーム医療が必要であり、多職種による患者教育やフォローアッ
プが増悪予防やQOLの向上につながる」と言われています。

そこで、心不全チーム医療は協力しながら、それぞれの職種の役割を果たすことが重要で
す。



これまでお示ししてきたように、心不全は薬物治療の管理、生活面の管理、家庭環境な
ど、医師や看護師だけでのかかわりでは、管理が難しいといえます。
そのため、チームでの介入が重要と考えられています。

心不全チームには、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、ソーシャルワー
カー、臨床心理士などさまざまな職種がかかわります。

その中でも看護師は多職種がスムーズに働くために情報提供や患者さんを紹介するなど
の事前準備を行うなど重要な役割を担っています。

どの職種にも共通することですが、各職種間において、仕事を依頼する前の動機付けとし
てきちんと説明があると、より効果的なチームを構築ができます。

また、薬の飲み忘れ、塩分摂取が多くなっていることなど、医師や看護師が知らない情報
を他職種が知っている場合もあリますので、

スタッフ間で協力して情報共有し、患者さんにかかわっていくことで、悪化徴候や治療の問
題点の早期発見・早期介入が可能となって、回復、悪化予防につなげることができます。

では次のスライドから、それぞれの職種のチーム内で果たす具体的な役割を紹介していき
たいと思います。
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患者さん

薬剤師

薬剤についての説明、指導
処方のスクリーニング

看護師

生活指導、セルフケア支援

看護師が職種間を
つなぎます

理学療法士

リハビリテーション

医師

治療管理

臨床心理士
リエゾン精神看護専門看護師

精神面のフォローソーシャルワーカー

社会制度の紹介

管理栄養士

栄養状態の評価・栄養指導

根井あずさ: HEART nursing 春季増刊: 141, 2016を参考に作成

心不全チーム医療のスタッフ構成と役割



心不全チーム医療における看護師の役割を示します。

看護師は患者さんの一番近くにいて、患者さんの生活指導、セルフケアの支援等を行いま
す。

具体的にはこちらにあるように、

・チーム医療の中心的役割を担い、多職種間の調整を行う。チーム医療の全体像と方向
性のチェックを行う。
・患者さんの自己管理に適切に介入し、入院中の服薬管理、症状観察を行う。

・病院、在宅、介護施設など、心不全患者さんが生活するあらゆる場所で、療養生活を支
援する。

・医師の説明の補足を行う。患者さんの気持ちや理解度を確認し、わかりやすい言葉で補
足する。

などを担います。
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心不全チーム医療における看護師の役割

• チーム医療の中心的役割を担い、多職種間の調
整を行う。チーム医療の全体像と方向性のチェッ
クを行う。

• 患者さんの自己管理に適切に介入し、入院中の
服薬管理、症状観察を行う。

• 病院、在宅、介護施設など、心不全患者さんが
生活するあらゆる場所で、療養生活を支援する。

• 医師の説明の補足を行う。患者さんの気持ちや
理解度を確認し、わかりやすい言葉で補足する。

看護師

生活指導、セルフケア支援



心不全チーム医療における医師の役割を示します。

患者さんの治療の管理を行うとともに、チーム医療の運営において重要な役割を担ってい
ます。

具体的にはこちらにあるように、
・医師は大きな視点でチーム医療に取り組む領域をチェックする。

・チーム医療をはじめるにあたり、メンバーを選出してもらえるように各部門の長に依頼す
る。
・患者教育の充実、ガイドライン遵守率の向上に取り組む。
・多職種によるチーム医療カンファレンスの継続的な運営に関わる。

などを担います。
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心不全チーム医療における医師の役割

• 医師は大きな視点でチーム医療に取り組む領域
をチェックする。

• チーム医療をはじめるにあたり、メンバーを選出
してもらえるように各部門の長に依頼する。

• 患者教育の充実、ガイドライン遵守率の向上に
取り組む。

• 多職種によるチーム医療カンファレンスの継続的
な運営に関わる。

医師

治療管理



心不全チーム医療における薬剤師の役割を示します。

薬剤師は患者さんや、他の医療スタッフへの薬の説明・指導、処方のスクリーニングを行っ
ています。

具体的にはこちらにあるように、

・チームメンバーへの薬剤レクチャーを行い、薬剤に関するチーム全体の意識を向上させ、
適正使用を推進する。
・入院時の持参薬、内服状況を確認し、入院中の内服管理の方法を検討する。

・入院患者さんの在宅の状況によって、退院後の自己管理方法を検討し、入院中から服薬
の練習ができる環境をつくる。

・服薬アドヒアランスが悪い患者さんに対して、病態との関連の説明や服薬方法の変更な
どにより、改善に導く。

などを担います。

患者さんに対して丁寧に服薬目的を説明することで、服薬アドヒアランスを向上させること
は薬剤師の重要な役割の一つです。
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心不全チーム医療における薬剤師の役割

• チームメンバーへの薬剤レクチャーを行い、薬剤
に関するチーム全体の意識を向上させ、適正使
用を推進する。

• 入院時の持参薬、内服状況を確認し、入院中の
内服管理の方法を検討する。

• 入院患者さんの在宅の状況によって、退院後の
自己管理方法を検討し、入院中から服薬の練習
ができる環境をつくる。

• 服薬アドヒアランスが悪い患者さんに対して、病
態との関連の説明や服薬方法の変更などにより、
改善に導く。

薬剤師

薬剤についての説明、指導
処方のスクリーニング
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心不全チーム医療におけるリハビリスタッフの役割を示します。
理学療法士（PT）は患者さんのリハビリテーションを行いますが、リハビリには、理学療法
士のほかにも作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）の職種も協同で介入します。
理学療法士を中心としたリハビリスタッフの役割は、具体的にはこちらにあるように、

・患者さんの心身を再び社会に適応する状態に戻し、運動耐容能改善だけでなく、 心不
全再発予防に努め、患者教育やカウンセリングなどを包括的にサポートする。

・心リハチームがある施設では、心リハスタッフを中心とした多職種連携チームを形成す
る。

・体の使い方や癖に対する介助のコツなどを看護師に伝え、日常のケアに役立ててもら
う。

・自宅の情報を収集し、看護師と目標を共有する。過活動による負荷軽減の工夫や休憩の
取り方を患者さんが調整できるように導く。

などを担います。

心不全は、ほか疾患と比較して病態把握、リスク管理により重点を置く必要があり、「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」に添って、「心臓リハビリテーショ
ン指導士」という専門的な知識をもったスタッフが関わることが望ましいとされています。

心不全チーム医療におけるリハビリスタッフの役割

• 患者さんの心身を再び社会に適応する状態に戻
し、運動耐容能改善だけでなく、 心不全再発予
防に努め、患者教育やカウンセリングなどを包括
的にサポートする。

• 心リハチームがある施設では、心リハスタッフを
中心とした多職種連携チームを形成する。

• 体の使い方や癖に対する介助のコツなどを看護
師に伝え、日常のケアに役立ててもらう。

• 自宅の情報を収集し、看護師と目標を共有する。
過活動による負荷軽減の工夫や休憩の取り方を
患者さんが調整できるように導く。

理学療法士

リハビリテーション



心不全チーム医療における管理栄養士の役割を示します。

管理栄養士は患者の栄養状態の評価・栄養指導を行います。

心不全と低栄養の関係は、近年大きな問題となっており、管理栄養士には栄養ケア・マネ
ジメントの技術が要求されています。

具体的にはこちらにあるように、

・栄養ケア・マネジメントを実施し、急性期の経腸栄養の投与目標量や種類、経口摂取の
目安などのケアプランを立てる。

・患者さんの普段の食事や指導内容をチームに情報共有し、看護師によるセルフケア支援
に役立ててもらう。
・実施可能な目標設定を行うことで、外来のフォローにつなげる。

などを担います。

適切な栄養アセスメントには、臨床検査（問診）、身体計測、臨床検査、食事調査などを包
括的に評価します。

栄養ケア計画は、急性期には経腸栄養剤による下痢の予防・対策が必須であり、慢性期
には塩分やエネルギーに関する栄養食事指導が必須ですが、過度な塩分制限による低栄
養のリスクも考慮する必要があります。
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心不全チーム医療における管理栄養士の役割

• 栄養ケア・マネジメントを実施し、急性期の経腸
栄養の投与目標量や種類、経口摂取の目安な
どのケアプランを立てる。

• 患者さんの普段の食事や指導内容をチームに情
報共有し、看護師によるセルフケア支援に役立
ててもらう。

• 実施可能な目標設定を行うことで、外来のフォ
ローにつなげる。管理栄養士

栄養状態の評価・栄養指導



心不全療養指導士

日本循環器学会. 心不全療養指導士（https://www.j-circ.or.jp/chfej/about/）2021年8月閲覧

• 病院・地域・在宅における心不全療養指導のエキスパート。

• 予防可能な心不全増悪に対して、患者本人及び家族など介護者に正確な知識と技
術を身に着けていただき、発症・増悪予防のためのセルフケアと療養を継続してゆけ
るよう支援していく役割を担う。

• 日本循環器学会が認定する多くの専門職が取得できる資格。 2021年春に創設。

求められる役割

対象：看護師/保健師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、
公認心理士、歯科衛生士、社会福祉士など

こちらは、2021年度より認定制度が開始となった、心不全療養指導士のご紹介となりま
す。

心不全療養指導士は、さまざまな職種の人が共通の知識、技術を獲得することを目標に、
各専門資格を有している多職種で構成された心不全医療チームにおいて、チーム医療を
円滑に推進するための共通資格です。

主な役割として、医師以外の医療専門職が、各々の専門職が持つ専門知識と技術を活用
しながら、心不全患者さんに対して最適な療養指導を行うことが求められています。
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心不全の多職種チームでの活動をうまく進めるには、さまざまな工夫が必要となりますが、
心不全チーム医療に率先して取り組んできた、尼崎総合医療センターの例を紹介します。

心不全チーム医療はマネジメントが重要であり、カンファレンスをいつやるか、どのタイミン
グで患者を対象とするか、など各スタッフの導線を円滑に進める上で重要となります。
尼崎総合医療センターの場合、心不全になった原因にかかわらず、CCUに緊急入院した
全例を対象に多職種チームでの介入を行っています。
また、CCUに入院した翌日の8時30分から多職種チームで回診し、ベッドサイドカンファレ
ンスを行うことで介入を開始します。

CCUでは、心不全チームメンバーを固定せず、毎日の回診・カンファレンスに各職種から
必ず1人以上が参加することとしています。

全職種がそろう非固定メンバーのカンファレンスを実施することで、入院した患者さん全員
に介入できます。

心不全カンファレンスは、週に1回多職種輪番制で症例検討・学習会・ディスカンファレンス
を実施しています。
そのほか心リハカンファレンス、NSTラウンドなど複数のカンファレンスを必要なメンバーで

行い、参加メンバーが交差するような形でチーム医療を行って、活動の見直しを行ってい
ます。
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チームメンバーを固定せず、全職種がそろう
カンファレンスを実施することで、入院した患
者さん全員に介入できる。

心不全チーム医療の活動
（尼崎総合医療センターの場合）

心不全カンファレンスは、週に1回多職種輪

番制で症例検討・学習会・ディスカンファレン
スを実施

• 心不全になった原因にかかわらず、CCUに緊急入院した全例を対象にする。

• CCUに入院した翌日の8時30分から多職種チームで回診し、ベッドサイドカン
ファレンスを行うことで介入を開始する。



ここからは、多職種チームでの介入によりみられた臨床上のメリットを紹介します。

こちらは、ガイドライン遵守状況のチェックによる遵守率の変化を示しています。
この試験では、循環器外来に通院する、左室駆出率35%以下の心不全または左室駆出
率35%以下の心筋梗塞既往のある患者15,177例を対象に、ガイドライン推奨プログラム
を導入し、6ヵ月毎に遵守状況をチェックし、12ヵ月後、24ヵ月後のガイドライン遵守率の変
化を評価しています。

診療サポートツール、患者教育、教育および多職種による介入機会の構築などのガイドラ
イン推奨プログラムによる介入によって、12ヵ月後、24ヵ月後のガイドライン推奨治療の遵
守率の向上が示されました。MRAの処方率の伸びが大きくなっています。

このように、チーム医療での介入は、ガイドライン推奨治療の遵守にもつながることが示さ
れています。
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【対象】循環器外来に通院する、左室駆出率35%以下の心不全または左室駆出率35%以下の心筋梗塞既往のある患者 15,177例
【方法】多施設共同、縦断的コホート研究。ガイドライン推奨プログラム（診療サポートツール、患者教育、教育および多職種による介入機会の構築など）を導入し、6ヵ月

毎に遵守状況をチェックし、12ヵ月後、24ヵ月後のガイドライン遵守率の変化を評価した。ロジスティック回帰モデルを用い、両側検定を行い、有意水準0.05を有意
差ありとした。

Fonarow,GC et al: Circulation 122: 585-596, 2010
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ガイドライン推奨プログラムによる介入により、 
12ヵ月後、24ヵ月後のガイドライン推奨治療の遵守率は向上しました

ガイドライン遵守状況のチェックによる遵守率の変化
（海外データ）



こちらは、鳥取県で実施された研究で、多職種介入によるケアにより、心血管イベントの発
生は抑制されたことを示したデータです。

心不全患者277例を対象として、多職種介入によるプログラムを行ったグループと通常の
ケアを行ったグループの全死亡と予定外の心不全再入院の発生を評価しています。

多職種介入を行ったグループでは通常ケアのグループより、心血管イベントの発生率が低
いことが示されました。

このように、多職種による介入により心不全患者の死亡や再入院抑制などにもつながるこ
とが明らかとなっており、心不全チーム医療の取り組みは多くのメリットをもたらします。
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通常ケアのグループ

多職種介入を行ったグループ

心
血
管
イ
ベ
ン
ト
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発
生
率

【対象】心不全入院患者 277例
【方法】他職種介入によるプログラムを行ったグループ（n=144）と通常ケアを行ったグループ（n=133）に対して、1年間フォローアップを行い、全死亡と予定外の心不全再

入院の発生等を評価した。主要評価項目である心血管イベントの発生は、年齢、性別、ベースラインの患者背景を調整しCox比例ハザードモデルを用いて評価し
た。有意水準はｐ<0.05とした。

Kinugasa Y et al.:  BMC Health Serv Res 14: 351, 2014
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心不全チーム医療での介入によって、ガイドライン推奨治療の遵守率をアップさせ、患者さ
んの予後改善につなげることを目指しましょう。

各施設で取り組みやすいチーム体制を構築し、心不全患者さんの予後改善に取り組みま
しょう。

多職種がガイドラインの概要を理解し、ガイドラインの推奨治療を徹底することで処方率、
ガイドライン遵守率をアップさせることができます。
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ガイドライン推奨治療の遵守率をアップさせ、
患者さんの予後改善につなげる

• 各施設で取り組みやすいチーム体制を構築し、心不全患者さんの予後改善に
取り組みましょう。

• 多職種がガイドラインの概要を理解し、ガイドラインの推奨治療を徹底すること
で処方率、ガイドライン遵守率はアップします。



本日ご紹介した心不全チーム医療のスライドキットのご提供に関しましては、ヴィアトリス
MRにお尋ねください。
ぜひ皆さんの心不全への理解、患者さんのケアにお役立ていただけますと幸いです。
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心不全チーム医療のスライドキットに関しては
ヴィアトリスMRにお尋ねください

• 心不全チーム医療推進のためのスライドキットは、これからチーム医療を強化
したい、院内の情報共有を行いたいなど、さまざまなシーンで活用いただくこと
ができます。
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