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本⽇の内容

• 当院の⼼リハの⽴ち上げから今までの経過

• ⼼⼤⾎管疾患リハの施設基準と回復期病院運営

• 回復期リハビリテーション病院における⼼リハの教育

• 体制づくり



開設時の当院における組織体系

リハビリテー
ション科

３階病棟リハ ４階病棟リハ ５階病棟リハ

地域リハ部⾨ 外来リハ部⾨

外来⼼リハ

⼊院⼼リハ

3階病棟の中の１つのチーム．
脳⾎管や整形疾患を診るチームとは分かれてリハビリテーションを提供．



開設時の⼼リハのモデル

牧⽥茂．⼼臓リハビリテーションとしてのスポーツ．⼼臓 2016; 48（2): 142-146

当院の医師がドイツの⼼リハを⾒学．
ドイツで⾏われているような滞在型
の⼼臓リハビリテーションをモデル
とし，プログラムを組んでいた．



当時の回復期病棟の⼼臓リハビリテーション

・有酸素運動がメインの運動療法プログラム
・レジスタンストレーニングは徒⼿抵抗が中⼼で補助的
・集団リハで⼼⼤⾎管で算定
・リラクゼーションとしての集団体操



「回復期リハビリテーション病院で

⼼臓リハビリテーションて何やるの︖」

ただ⾃転⾞こいでるだけじゃん。

⼼リハといえば急性期でしょ。



廃⽤症候群で⼊院しているのに⼼⼤⾎管リハで算定
して良いのか︖



当院における⼼臓リハビリテーションの変換

回復期リハ病
棟での⼼リハ
の再考

廃⽤症候群算定に
より集団が困難

⼼疾患患者の⾼齢化

外来⼼リハが思っ
たより広がらない



⼼不全パンデミック

⽇本循環器学会2018年 JROAD報告

近年⼼不全患者は右肩上がり
慢性・急性⼼不全患者ともに増えている
※⼊院していないケースも踏まえると本邦では推定１００万⼈と⾔われている



低ADL⼼疾患患者の⼼リハへ

定量的+定性的に動作への汎化を促す

レジスタンストレーニング

⼊院初期からCPXと有酸素運動を中⼼とした⼼臓リハビリテー
ションを⾏える⼼疾患患者はごくわずか．

コンディショニング

15%

レジスタンストレー

ニング

50%

⽴位歩⾏練習

35%

プログラム



脳卒中循環器対策基本法という後押し



本邦の回復期病棟における⼼リハ実施施設の現状

回復期病院における⼼リハ施設基準の届け出は20.4%程度
⾮実施理由︓施設基準（循環器医師・ハード⾯・マンパワー），経験者の不在，緊急時の対応
また，回復期において⼼⼤⾎管リハを算定できない現状がある．

森沢知之，他．理学療法学，43（1）: 10-17，2016．
⽇本循環器学会．2021年改訂版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．

回復期リハビリテーション病棟協会．回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書．2019



厚労省提出資料

令和3年度第４回 ⼊院医療等の調査・評価分科会

⽇本⼼臓リハビリテーション学会理事⻑の牧⽥先⽣を中⼼に中医協へデータを提出．



回復期リハビリテーションを要する状態の⾒直し

令和4年度診療報酬改定の概要 ⼊院Ⅱ（回復期・慢性期⼊院医療）．厚⽣労働省保険局医療課．2022



2022年度実態調査

⼼⼤⾎管疾患リハの届出は20.4%→25.3%へ．



施設基準の問題

• 循環器医師の条件

• ⼼⼤⾎管疾患リハビリテーションの専従と他の疾患別専従，

回復期病棟専従

• STの件



循環器医師の要件

⼼⼤⾎管疾患リハビリテーションは，専任の医師の指導管理の下に実施するこ
ととする．医師が直接監視を⾏うか，⼜は医師が同⼀建物内において直接監視
をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応で
きる態勢であること．

回復期リハ病棟は365⽇体制・・・廃⽤であれば365⽇リハできる・・・

廃⽤症候群でもいいんじゃないか︖

︖



専従登録について

・専従の常勤理学療法⼠か常勤看護師が合わせて２名以上勤務していること．
（いずれかは専任で可）
・他の専従登録との兼任は不可．
・専従者が他の疾患別リハを算定している時間は病院として⼼⼤⾎管リハを算定
できない．

廃⽤症候群でもいいんじゃないか︖

︖

⼼⼤⾎管リハの算定はタイムマネジメントが難しいな・・・廃⽤は楽だ・・・



STの介⼊
・⾔語聴覚⼠は⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション料を算定できない．

・摂⾷機能療法の対象者は

「発達遅滞、顎切除及び⾆切除の⼿術⼜は脳卒中等による後遺症により摂⾷機能に障害があるもの」
「内視鏡下嚥下機能検査⼜は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、
医学的に摂⾷機能療法の有効性が期待できるもの」

むしろ廃⽤症候群の⽅がいいんじゃないか︖

︖

VEかVFを撮らないとST⼊れないのか・・・廃⽤なら算定できるけど・・・



ST介⼊の必要性

STの継続の
必要性有

⽯塚弥⾥，他．第28回⽇本⼼臓リハビリテーション学会．2022



経営⾯で考える⼼⼤⾎管で算定するメリット

【疾患別リハビリテーション料】
⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション料Ⅰ・・・１単位205点
廃⽤症候群リハビリテーション料Ⅰ・・・１単位180点
１単位につき25点
【集団リハ】
理学療法⼠は⼊院中の患者については５⼈程度までは集団リハで算定できる．

この25点をどう活かすか．



25点の活かし⽅︓循環器医師不在の⽇

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ 合計
廃⽤ ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ４２単位
⼼⼤ ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ６単位 ０単位 ３６単位

廃⽤︓42✖180=7560点
⼼⼤︓36✖205=7380点

そんなに⼤きな差ではないかもしれない．
⽇曜⽇に摂⾷機能療法（185点or130点）が算定できればなおさら．



25点の活かし⽅︓ST介⼊が必要な場合

VE・VFを早めに実施し，サービスでSTが介⼊する期間を少なくすれば
25点✖単位数で補填可能．



運営上の問題

• 検査，薬価の問題，疾患別リハビリテーション料の問題

• 実績指数について

• 急性増悪による転院リスクにより，病床運営の難しさ





実績指数は在院⽇数とFIMの改善で計算され，在院⽇数が短くADLが上がりやすい患
者で⾼くなり，⻑期⼊院やADLが上がりにくい患者で低くなる．

実績指数 ＝ 在院⽇数
回復期病院⼊院料の算定上限⽇数( )

（退院時FIM運動項⽬-⼊院時FIM運動項⽬）

令和4年度診療報酬改定の概要 ⼊院Ⅱ（回復期・慢性期⼊院医療）．厚⽣労働省保険局医療課．2022

実績指数は取れるのか︖



全体(N=43) 40以上群(N=27) 40未満群(N=16) 有意差(p<0.05)
実績指数 64.7 ± 53.8 87.4 ± 55.9 26.3 ± 13.3 ＜0.05
在院⽇数 55.4 ± 24.5 45.7 ± 22.3 71.9 ± 18.9 ＜0.05
FIM利得(運動項⽬) 29.9 ± 13.3 35.5 ± 10.3 20.6 ± 12.6 ＜0.05
⼊院時FIM(運動項⽬) 47.9 ± 16.6 50.3 ± 13.0 44.1 ± 20.4 0.29

実績指数40以上の獲得に影響する⼊院時の特徴の中で，病前の基本チェックリストと回復期病院
⼊院時のSPPBで効果量が⼤きく，実績指数の獲得に特に関連があった．

藤井⼤輔，他．第６回⽇本循環器理学療法学会．2022．



実績指数の対象外にすることもできる

⼊棟⽇に以下に該当する患者は30/100を超えない範囲で除外とすることも
できる．
１．FIMの運動項⽬が76以上，または20以下．

２．FIMの認知項⽬が24以下．

３．80歳以上

除外不可除外可 除外可

7620

除外不可除外可
24



⼼疾患患者は転院リスクが⾼い︖
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転院率 急変・死亡

肺炎後
38%

循環器
10%

外科術後（開⼼・開

胸・開腹）
7%

外科術後（その他）
8%

内科疾患
19%

その他
18%

原因疾患 ％

回復期リハビリテーション病棟協会．回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書．2022



体制づくりにはDr，NS，PT各1名ずつで核
を作る．



⼼リハにおけるチーム医療

患者・家族

医師

看護師

理学

療法⼠

作業

療法⼠

管理

栄養⼠

薬剤師

臨床検査
技師

臨床

⼼理⼠

運動療法・運動指導

ADLや⽣活上の評価・指導

栄養指導

服薬指導・薬剤選択

⼼肺運動負荷試験

カウンセリング・ストレス指導 ⾷事や服薬を含めた全般的な
⽣活指導

⽅針の決定・疾病管理



当院の体制

32

【施設基準】
・回復期リハビリテーション病棟Ⅰ（153床）
１病棟５１床×３病棟 うち2病棟で⼼臓リハを実施

・脳⾎管疾患等リハビリテーション料Ⅰ
・運動器リハビリテーション料Ⅰ
・⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション料Ⅰ
⼼リハスタッフ︓循環器医師2名 PT7名 OT2名（訪問リハ兼務1名）

Nrs2名（病棟・外来1名ずつ）
⼼リハ指導⼠10名（Dr1名，PT7名，OT2名）

【併設機能】
・外来リハビリテーション（⼼リハ含む）
・居宅介護事業所
・訪問リハビリテーション事業所
・通所リハビリテーション事業所



令和３年度疾患別内訳（当院）

呼吸器疾患
43%

循環器疾患
36%

その他
21%

廃⽤症候群内訳

脳⾎管疾患
55%

運動器疾患
34%

廃⽤症候群
11%

疾患別割合

年間の⼊院数は600例程度．循環器疾患後の廃⽤症候群は30例．
合併症として⼼疾患を持っている患者は100例以上．
回復期リハビリテーション病院において⼼疾患の知識はあくまでプラスαの知識



病棟責任者

PTリーダー

脳⾎管班

PTリーダー

整形班
OTリーダー OTリーダー STリーダー

副責任者 副責任者

チームメンバー
6〜7名

チームメンバー
6〜7名

チームメンバー
6〜7名

チームメンバー
6〜7名

チームメンバー
5〜6名

リハビリテーション科病棟運営編成

脳⾎管・整形班の⼀部のPTが⼼疾患を担当．
（脳⾎管・整形がある程度できるようになったら希望があれば⼼リハチームへ）

6名程度で⼼リハ担当



⼼疾患患者の増悪リスクを予防するために

• 急変対応

• 増悪時にいかに気づくか

• 増悪後の対応



急変対応

・年に１回BLS研修
頻度は少ないが，何かあった時に⾃信を
持って対応できる．

ACLS・ICLS・BLS研修受講等



回復期リハビリテーション病院における⼼疾患の知識・技術の教育

合同勉強会



On the Job Training

・フィジカルアセスメント
・各種検査所⾒
・理学療法評価（SPPB等）
・運動療法

プリセプターがOJTで指導



ステップアップ基準と⼼不全症状の把握

ステップアップ中⽌の基準

同⼀負荷における疲労感・倦怠感の上昇（Borg 2 以上）
3⽇で 1.0 kg 以上の体重増加

安静時または運動時の⼼拍数の増加（同⼀負荷における増加が10 bpm 以上）
平均⾎圧 < 60 mmHg or 収縮期⾎圧 < 80 mmHg
BP・HRが安静時 + 20 または 30 以内からの逸脱

1 mm 以上の ST 低下
頻呼吸 30 回/分以上
酸素飽和度 ＜ 90 %

うっ⾎所⾒の増悪（ Nohria・画像所⾒に準ずる）
BNP の増加 100 pg/ml 以上

運動による不整脈の増加・ Lown 分類・新規 Af など
チアノーゼ・冷汗・顔⾯蒼⽩

各種ガイドラインのステップアップの基準を改変し，使⽤

回復期病院では胸部Xpや採⾎等の検査の頻度が多くないため，
フィジカルアセスメントや体重で⼼不全症状を把握している．
また，増悪時の治療の選択肢も少ないため基準をより厳格に設定．



⼼不全観察シート︓⼼不全所⾒を記⼊し多職種で連携
⼼不全における観察シート

ID   疾患︓ 既往歴︓ 冠危険因⼦︓
⽒名 リスク管理︓

⽇付 / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ）
時間帯 ︓ ︓ : : : : : : : : : : : :

安静度
リハ状況
JCS
BP(mmHg) / / / / / / / / / / / / / /
HR（bpm)
ECG
SpO2（％）
RR（回/分）
体重（kg）
in
out
四肢冷感
頚静脈怒張
両下肢浮腫
起座呼吸
内服変更

変更した内服

【検査所⾒他】
□UCG
EF︓ ％
LVDd/s:

/
LAD:
E':
E/E':

□labo deta □labo deta □labo deta □labo deta □labo deta □labo deta □labo deta
BNP： pg/ml BNP： pg/ml BNP： pg/ml BNP： pg/ml BNP： pg/ml BNP： pg/ml BNP： pg/ml
BUN︓ mg/dl BUN︓ mg/dl BUN︓ mg/dl BUN︓ mg/dl BUN︓ mg/dl BUN︓ mg/dl BUN︓ mg/dl
Cr︓ mg/dl Cr︓ mg/dl Cr︓ mg/dl Cr︓ mg/dl Cr︓ mg/dl Cr︓ mg/dl Cr︓ mg/dl
CRP:              mg/dl CRP:              mg/dl CRP:              mg/dl CRP:              mg/dl CRP:              mg/dl CRP:              mg/dl CRP:              mg/dl
WBC:             mg/dl WBC:             mg/dl WBC:             mg/dl WBC:             mg/dl WBC:             mg/dl WBC:             mg/dl WBC:             mg/dl
Hb:                    g/dl Hb:               g/dl Hb:              g/dl Hb:                 g/dl Hb:           g/dl Hb:           g/dl Hb:         g/dl
Na:                ｍEq/L Na:                ｍEq/L Na:                ｍEq/L Na:                ｍEq/L Na:                ｍEq/L Na:                ｍEq/L Na:                ｍEq/L
K: ｍEq/L K: ｍEq/L K: ｍEq/L K: ｍEq/L K: ｍEq/L K: ｍEq/L K: ｍEq/L
【胸部Xp】 【胸部Xp】 【胸部Xp】 【胸部Xp】 【胸部Xp】 【胸部Xp】 【胸部Xp】
CTR︓ CTR︓ CTR︓ CTR︓ CTR︓ CTR︓ CTR︓
うっ⾎︓ うっ⾎︓ うっ⾎︓ うっ⾎︓ うっ⾎︓ うっ⾎︓ うっ⾎︓
【その他】 【その他】 【その他】 【その他】 【その他】 【その他】 【その他】

記載者印

フィジカルアセスメントを記載

検査所⾒



カンファレンス
〜⼼リハカンファ（週1回）〜

医師・看護師・理学療法⼠・作業療法⼠・
管理栄養⼠で実施．
治療内容・運動量・活動量・セルフモニタ
リング指導内容など．

〜定期カンファレンス（⽉1回）〜

医師・看護師・理学療法⼠・作業療法⼠・
薬剤師・管理栄養⼠・MSWで実施．
ADLや病棟⽣活・退院までのスケジュール
などを確認．



Take Home Message

• 回復期リハ病院での⼼リハは経営上の問題は意外と少ない．

• 施設基準や算定要件を含めた体制づくりには医師・看護師・リハ

で協⼒して構築することが必要．

• 教育も必要だが連携に必要なパスやシートを活⽤し，共通⾔語に
していく．

• やればできる．


