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心臓リハビリテーションとは、心疾患患者の体

１、バックグラウンド

力、心理、職業の面からの社会的な治癒を目指す
虚血性心疾患（IHD）患者に対する侵襲的なら

ことを意味し、その中でも運動療法が中心的な役

びに非侵襲的治療手段が進歩し延命効果が顕著に

割をなす。IHD患者に対する運動療法は古くから

なるにつれて、心不全患者が増している。慢性心

行われ、その方法ならびに有用性は欧米ではすで

不全の治療は心臓病学にとっての永遠のテーマで

に30年前には確立したものになった。しかし、心

あり、その治療法は近年目覚ましい変化がある。

不全の合併例については禁忌とされてきた。急性

Waagsteinが1975 年に心不全に対するβ遮断薬治

心不全の患者は勿論のこと、慢性で安定した心不

療を最初に報告し、その後の追試で改善例が多く

全の患者であっても身体活動は必要最小限にする

発表されるようになっている。β遮断薬は心不全

ように指導されてきた。DCM の患者に対して１

例に投与することは全く禁忌とされてきた薬剤で

年間にもわたる長期のベッドレストを行って心機

あった。現在では metoprolol の拡張型心筋症

能の改善がみられたことを根拠に、かなりの数の

（DCM）に対する効果判定を二重盲検法を行い、

施設で DCM 患者に絶対安静が実践された時期も

β遮断薬は心機能の改善がみられ、心臓移植への

あった。一方では、15 年前頃から、心ポンプ機能

移行例が少ないとする結果が得られている。心機

が低下した IHD 患者を対象として運動療法を行

能の改善機序がいまだ明らかではなく、延命効果

い、心ポンプ機能の増悪はなく運動耐容能の改善

に対する答えは出ていないにせよ、心機能の改善

が期待できるとする報告が散見されるようになっ

は期待できることは間違いない。また最近になっ

た。今日では IHD のみならず DCM などの慢性心

て、そもそも降圧薬として開発されたアンギオテ

不全例に対しても積極的な運動療法が欧米では行

ンシン変換酵素阻害薬（A C E 阻害薬）である

われるようになってきている

1-8)

。

我が国においては、心筋梗塞患者に限って言え

captopril（カプトリル）や enalapril（レニベース）
の投与が、慢性心不全の臨床所見ならびに長期予

ば、急性期のリハビリとしての病院内運動療法シ

後の改善に確立した治療法になった。アンギオテ

ステムはほぼ確立して広く行われるようになって

ンシン、アルドステロン、カテコラミンおよび心

いる。しかし、回復期や維持期における運動療法

房性利尿ホルモンなど心不全による循環不全から

については、施設や人員の不足あるいは財政的な

生ずる神経体液性因子の異常を改善することがそ

問題が大きく、とても普及しているとはいえな

の作用機序としてされている。それに加えて、安

い。よって、在宅療法が求められる慢性心不全患

静こそ最高の治療とされていた慢性心不全に対し

者の運動療法は、我が国ではこれから開発すべき

て運動療法が行なわれるようになったのである。

分野である。しかし、日本循環器学会学術委員会
9)

の運動療法に関する実態調査 では、心不全患者
２、心臓リハビリテーション

を今後の運動療法の対象者としたいと答えた施設
が少なからずあり、慢性心不全の運動療法への関
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比較して換気量が多い（VE/VCO2 が大となる）。

心度が高まっていることは事実である。

生理的死腔が増すことや肺静脈圧が高いことがそ
３ 運動耐容能の規定因子

の機序として考えられている。死腔が増す結果換
気血流の不均等分布が起こる。しかしそれらの変
化自体は運動耐容能の低下に直接関与するもので

1) 心ポンプ機能と運動耐容能との不一致
運動耐容能の評価は、日常の診療において疾患

はない。その証拠に、動脈血酸素含量は心不全で

の診断のみならず治療の方針決定や効果の判定に

も正常に保たれ、運動時に肺静脈圧が上昇しても

極めて重要な意味を持つ。心不全患者にとって

酸素分圧、炭酸ガス分圧は安静時と余り変化しな

も、運動耐容能はQOLさらには生命予後を決める

いことが知られている。

因子である。一方、心不全患者の予後を決めるも

よって心不全例の運動耐容能を規定する最も重

う一つの重要な因子に心ポンプ機能がある。一般

要な因子は、運動エネルギーを出す骨格筋への血

に用いられているのは駆出率（EF）などの収縮期

流減少や骨格筋自体の変化であると考えられてい

の指標である。心ポンプ機能と運動耐容能とは密

る。すなわち、VO2max は、中枢性（心拍出量）と

接な関係にあることは事実である。心不全診断の

末梢性（動静脈酸素較差）の２つの因子により規

指標の一つとして運動耐容能が低いことが挙げら

定され

れ、またアスリートや健常者では心臓の機能や形

VO2max = 心拍出量×動静脈酸素較差

態が運動耐容能を反映する。ところが、心不全の

= 一回拍出量×心拍数×（動脈血酸素

患者の運動耐容能と中枢性の因子である心ポンプ

含量ー静脈血酸素含量）

機能の重症度との間には粗な相関しか見られない

の関係にある。心不全例では、交感神経β受容体

4,10)

。たとえば、EF が 20% に満たないような DCM

の数や感度が減少して、運動によってもたらされ

の患者が、何ら支障なく日常生活を送り、NYHA

る inotropic effects ならびに chronotropic effects が

のClass Iに分類されることも少なくない。心ポン

健常者に比較して弱い。しかも骨格筋が変化を来

プ機能と運動耐容能が一致しない一因として、現
在用いられている心ポンプ機能の指標が安静時し

たし動静脈酸素較差を大きくすることができない
14)

。

かも仰臥位のものであり、運動耐容能を測定する
ような環境、つまり立位しかも運動時の評価が正

2) 骨格筋の異常

確にできないという技術的な問題もある。

運動耐容能を規定する末梢性因子である骨格筋

一方、運動耐容能は収縮期の指標とは一致しな
いが、拡張期の指標と相関するという成績もある

については、心不全患者では骨格筋自体の変化と
局所血流の減少が起こる。

11)

。左室のコンプライアンス低下に伴って拡張末

期圧が高くなり、一回拍出量の低下を招くという

A. 形態と機能変化

考えである。さらには肺循環動態と対比した成績

心不全例では身体活動量低下が原因と考えられ

もある。運動耐容能のよい指標である最大酸素摂

る骨格筋の萎縮が見られることが多い。健常人に

取量（VO2max）は安静時の左室 EF とは関係無

おいて各種の運動様式で動員される筋肉量に比例

12)

く、右室のEFと相関したという 。その説明とし

してVO2 が変化するのと同様に、心不全では身体

て、左心不全が肺血管抵抗を増して右室の EF を

活動の低下による骨格筋萎縮という二次的な因子

下げる。その結果、左室の充満が不十分で一回拍

が運動耐容能を減少させる 。さらには、心筋代

出量が減るとする考察である。しかし、右室の機

謝の低下も起こるとされている。MRIを用いてク

13)

能とは関連ないとする成績も出されている 。

4)

レアチン燐酸（PCr）の分解によるエネルギー産

また、心不全例では運動時には過換気が起こる

生（ADP+PCr ＋ H ＋← ATP + Cr ）を心不全患者

ことが知られている。つまり、炭酸ガス排泄量に

と健常者で比較すると、前者において同じ運動で
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も Pi ／ PCr 比は大きく、しかも pH は明らかに低
2-4)

もっとも説得力がある。心臓移植直後、心ポンプ

値である 。形態的にはミトコンドリア量の減少

機能自体は正常になったにせよ末梢の反応は移植

があり、生化学的には有酸素代謝機構の酸化系酵

前と変化がない。そして身体活動を正常に戻した

2,4)

素活性の低下がみられる 。しかもそれらの変化

後に、末梢の血管拡張能などの反応が著明に改善

は慢性心不全の経過期間が長いほど強くなる。心

する。すなわち、末梢の反応は身体活動により変

不全患者では、筋線維タイプも健常者とは異な

化するのである。四肢の反応性充血についても、

り、酸化系酵素活性や毛細血管密度が高く疲労し

トレーニングで増しトレーニングを止めることに

にくい遅筋（Type 1）が少なくなり、速筋（Type

よって減ることがわかっている。
以上述べてきた形態・機能の変化、ならびに血

2B）が多い。Type 2B の筋線維も細く脂質の含量
15)

流量の減少については、deconditioningに見られる

が増す 。
それらの形態・機能の変化が、局所の嫌気性代

変化を顕著にしたものにほかならない。

謝の出現時期が早くなり代謝性アシドーシスを来
たしやすい状態、すなわち運動耐容能の低下と直

C. その他
ごく一部の心不全患者の骨格筋の異常は、de-

接関連する。

conditioningだけでは説明できない機序によって起
こる可能性もある。たとえば、DCM の患者に一

B. 血流量の減少
心不全患者の運動時の末梢血管の対応は悪い。

部では、大きな筋肉の廃用性萎縮のみならず手指

つまり、下肢の血管抵抗が高く、血流予備能も低

の小さな骨格筋にも異常が見られ、また心筋のみ

いため、心から拍出された血液分布が運動をする

ならず上腕の骨格筋のような部位でもミオパチー

には効率的ではない。考え方を変えると、運動時

がみられるという。Na-K ポンプ活性の低下と

に多量の血流量を要求する骨格筋への血流を押さ

いった代謝面の変化、低酸素血症を繰り返すこと

えることによって重要臓器への血流量維持に働く

によりfree radicalが蓄積することによってミトコ

防御反応とも言える。血管抵抗の増大には

ンドリアの DNA が変質を来たす、ことなどが機

norepinephrin, renin, angiotensin II, vasopressin など

序として考えられている 。

7)

の 血管収縮物質の関与が考えられている。
血管拡
張予備能自体も低下している。心不全患者では、

４ 運動療法の効果

四肢の一過性血流遮断後に起こる反応性充血の量
が低いことが知られている。心不全患者にみられ

慢性心不全患者において、運動耐容能の低下が

る血中 norepinephrine の増加などによる交感神経

身体活動量の低下による末梢変化に規定されてい

の緊張と迷走神経トーヌスの減少

16-18)

は、突然死

ることが明らかな以上、運動療法が運動耐容能の
改善と QOL の向上に当然つながることになる。

をおこす独立した危険因子とも考えられる。
慢性の経過をたどっている心不全例では、血流

IHDを基礎疾患としたNYHA クラス2-3（平均

を増したからといって骨格筋レベルの酸素摂取量

EF=19.6%）の 17 例の慢性心不全患者に８週間の

の増加がただちにみられるものではない。血管拡

運動療法を行った crossover study がある。自宅に

張作用のある薬剤の投与では急性の改善はみられ

おいて一日 20 分のサイクルエルゴを最大心拍数

ず長期で効果がでてくるとした成績は、血行動態

の 60-80% の強度で週５回というプロトコールで

の変化に対して末梢が反応するには、ある程度の

ある。その結果、運動耐容能は増し、VO2max は

時間がかかることを意味している。よって、心ポ

13.2 → 15.6 cc ／ min ／ kg と増加、安静時心電図

ンプ機能の改善がただちに末梢の血管にも反応を

のRR interval やパワースペクトル解析から運動療

及ぼすというわけにはいかない。その点では、心

法により交感神経から副交感神経優位になってい

臓移植直後の血行動態変化を検討した成績

19)

が

5)

ることが示された。VO2maxの変化は2.4cc/min/kg
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とあまり大きくないが、もともと低い心不全患者

２ケ月から運動療法を開始して６ケ月後の評価を

のとっては18%の改善度はめざましい変化といえ

行った成績では、左室機能低下例（EF<40%）に

る。この報告では運動療法後には一回拍出量の増

おいて左室の拡大と形態変化が起こったが、対照

加も認めている。

とした非運動群でも同様な所見が見られているこ

NYHA クラス 2-3 の DCM を主とした無作為抽

とから運動の影響ではないと考察している。その

出９例に６ケ月の長期にわたる運動療法を行った

成績は心不全例は対象からはずしているが、虚血

6)

成績 が最近出た。運動療法前後で VO2max など

性心疾患の心不全例でも運動療法により末梢ばか

の換気応答変化をみて下肢骨格筋のバイオプシー

りでなく心ポンプ機能の改善をみたとする報告あ

を行った。運動強度については、導入３週後から

り、大多数例の心筋梗塞では運動療法は左室リモ

は VO2max の 70% で 40 分毎日と質量ともに高い

デリングに影響を及ぼさないと考えてよい。運動

ものであった。その結果、運動療法群ではVO2max

療法を梗塞後どの時期に開始するかが重要と言え

が 31% 増し（17.5 → 23.3 ml/min/kg）、嫌気性代謝

る。

出現のレベルの改善、さらには、それらの指標の
改善度と骨格筋の酸化酵素活性の改善度が並行し

５、温浴療法

た。運動耐容能が低い、あるいは左室機能障害が
高度の例ほど改善度が著明であった。運動療法群

運動ではない非薬物療法として、温浴療法が鹿

では、運動負荷時の心拍出量には前後で差がな

児島大の鄭らにより試みられている 。温浴がも

かったが、療法後に心拍数の減少があり一回拍出

たらす血管拡張作用を期待したものであり、一般

量の増加がみられた。心拍出量の増加と Vo2max

には不適当とされた NYHA クラス４の心不全患

の改善度とが相関したことから、この６ケ月のプ

者の温浴まで可能とした点が興味深い。温浴中に

ロトコールにおいては中枢性因子の改善が運動耐

全身ならびに肺血管抵抗の低下が顕著であり、そ

容能の改善に関与していることを意味した。IHD

れに伴った心拍出量の増加が認め、温浴後には肺

のみならず DCM の心不全例でも運動療法により

循環系の圧の低下もみられた。実施に際しては、

一回拍出量が増加したことになる。一方では、換

温水浴中の静水圧による静脈還流の増加がもたら

気閾値の改善度がミトコンドリアの形態変化と相

す悪影響と体温上昇がもたらす血管拡張作用のバ

関したことから、骨格筋の変化の関与も意味し

ランスを考える必要があり、41℃の温水に 10 分

た。コントロール群ではこれらの指標に６ケ月間

間、脚を伸ばした座位で心臓の高さ位までの浅い

で変化がなかった。このプロトコールには、EF≦

入浴を鄭らは行っている。まだ、急性の血行動態

20%でしかも心室頻拍が記録されているハイリス

変化を検討した成績に限られているが、心不全患

ク患者で心臓移植を予定している者が対象例に含

者の QOL 向上が期待できる手段と考えられる。

21）

まれていた。あまりに重症な心不全の患者には運
動療法が適応にならないと考えるのが当然である

６、おわりに

が、心臓移植の適応例でも運動耐容能や血行動態
の改善が見られるという結果であった。

20 年前には安静こそ最高の治療と考えていた

虚血性心疾患 , とくに広範囲前壁梗塞後の心不

慢性心不全の患者を対象とした運動療法の効用が

全例では、運動により前負荷・後負荷ともに増大

次第にはっきりしてきた。運動療法は、止めたら

し壁のストレスを増すことにより、左室の内腔拡

元に戻ってしまい長期間続けて初めて意味を持

大を来たし、左室は球状に変形して心筋組織のい

つ。自宅で行わなければならない。よって安全性

20)

わゆる再構築（リモデリング ）が起こり、さら

の確認やインフォームド・コンセントが必須とな

に心機能の低下といった悪循環を起こす危険性が

る。そのためか今日までの優れた臨床研究は、米

あると考えられる。しかし、前壁梗塞発症後１ー

国からのものは少なく英国やドイツあるいはカナ
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ダなどからが多い。延命効果に関しての報告も近
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