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⼼臓リハビリテーションの時期的区分

急性期 前期回復期 後期回復期 維持期

【CCU・ICU・病棟】
・離床
・運動療法の準備・導⼊

【リハ室】
・運動負荷試験
・低負荷RT
・有酸素運動の導⼊
・冠危険因⼦，疾病教育

【外来・在宅】
・⼼肺運動負荷試験
・中等度RT
・有酸素運動
・⾃宅での⾮監視運動
・⽣活評価，指導

【在宅】
・⾮監視運動
・地域施設監視下運動
・⾃⼰管理⽀援

・⻑期臥床
・フレイル，disability
・合併症

看護rooより引⽤



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25.3%程度（ケアミックス含む）
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



⼼疾患患者は転院リスクが⾼い︖
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まずは急変対応の準備をしておく

n 回復期病棟では急変に慣れているスタッフは
少ない．胸⾻圧迫だけでもできるようにし，
医師や看護師には挿管やルートなどに集中し

てもらおう．
n 頻度は少ないが，何かあった時に⾃信を持っ

て対応できるようACLS・ICLS・BLS研修受
講を．



回復期病院転院後のリスク管理

回復期転院時に⼼不全などの状態を横断的（現在の⼼不全の状態）かつ縦断的（改善傾向なのか悪化傾向な
のか）を検査やフィジカルアセスメントで評価する必要がある．転院直前に投薬変更している可能性もある．
①⼼不全治療（利尿剤）による脱⽔傾向
②回復期で活動量が上がることによる⼼不全症状の出現
③不整脈や⼼拍数の把握（リハビリに適さない状態もある）
特に上記３点に留意する必要があり、⽔分バランスや運動量の調節が必要なことが多い．

【転院〜2W】
・活動量↑，脱⽔傾向，薬の
調整等により不安定な時期

回復期急性期 退院

【2W〜4W】
・⽔分コントロールが調整し，
増悪予防しつつ活動量・運動量↑

【4W以降】
安定しており，
増悪ケースは稀．



時期によるリスク管理の違い

n 不安定な時期→変化を捉えるリスク管理
⼼不全などの病態の変化や不整脈の変化を捉えるリスク管理

n 安定している時期→変化に気付けるリスク管理
増悪時に気付けるリスク管理
発熱などのイベントにおけるリスク管理



変化を捉えるリスク管理



⼼不全の状態の評価

A 正常
Dry-warm

B 肺うっ⾎
Wet-warm

L 末梢循環不全
Dry-cold

C 末梢循環不全+肺うっ⾎
Wet-cold

Nohria Stevenson分類においてどの状態（A・B・L・C）からどの⽅向に
（うっ⾎・循環不全の増悪・寛解）向かっているかを評価．



うっ⾎・低灌流所⾒と左⼼・右⼼不全

低灌流所⾒ 左⼼不全 左⼼室から各臓器への⾎
流低下

低⼼拍出症候群（LOS）
⾎圧低下や冷感・⾷欲低下

右⼼不全 右⼼室から肺循環への⾎
流低下

労作時息切れ（SpO2は維持）
肺⾼⾎圧

うっ⾎所⾒ 左⼼不全 左⼼室から⾎液がうっ滞 呼吸困難感（SpO2低下）
肺うっ⾎
起座呼吸

右⼼不全 右⼼室から⾎液がうっ滞 中⼼静脈圧の上昇
浮腫・頸静脈怒張

など

左⼼不全・右⼼不全，うっ⾎所⾒か低灌流所⾒のどの所⾒がどう変化しているか︖



⼊院中の検査

検査
n 胸部レントゲン
n 採⾎
n 12誘導⼼電図
n ⼼エコー（適宜）
アセスメント
n 体重
n バイタルサイン
n フィジカルアセスメント

低灌流︖うっ⾎︖
左⼼︖右⼼︖

どの所⾒が変化している︖



覚えておいた⽅が良い胸部レントゲンの最低限



CTR︓⼼胸郭⽐

A

B

・⼼胸郭⽐
胸腔で最も広い部分の⻑さ（A）と⼼陰影
の最も幅のある部分の⻑さ（B）の⽐．
正常範囲︓50%以下（⽴位）
※臥位では55%以下で正常

⼼胸郭⽐（%）＝B/A



肋横隔膜⾓（CP angle）︓胸⽔貯留

右⼼不全の所⾒の⼀つ．
聴診上では無⾳，重⼒の影響を受ける
ため体位変換によって部位が変化．

胸部レントゲン上CP angleが鈍⾓
⇨胸⽔貯留



肺うっ⾎所⾒︓Butterfly Shadow

肺⾨部を中⼼としたすりガラス
状陰影
⼼臓に近い⽅から広がって⾏く



⾎液・⽣化学検査の最低限



BNP, NTproBNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）

⼼室の伸展性の負荷により分泌．（⼼房からは10%程度）

半減期はBNP20分，NTproBNP120分．

正常値はBNP<18.4，NTproBNP<55pg/ml

BNPは診断・重症度・予後評価ともにエビデンスレベルA，推奨クラスⅠ．
急性・慢性⼼不全ガイドライン．2017．

NYHAが⾼いほどBNP⾼値．Sakata Y, et al. Circ J 2014; 78: 428-435. 

外来リハビリテーションではBNP100pg/mlの上昇は運動負荷過⼤兆候の
⼀つとなっている． 急性・慢性⼼不全ガイドライン．2017．



Cr, BUN（⾎清クレアチニン，尿素窒素）

Cr・BUN︓筋⾁に含まれているタンパク質が代謝することによって

産⽣される⽼廃物．腎機能低下により⾼値となる．

低栄養では相対的に低値となるため注意が必要．

Cr正常値︓男性0.65〜1.07mg/dl，⼥性0.46〜0.79mg/dl

BUN正常値︓8〜20mg/dl

BUN/Cr︓10以上で腎前性（低灌流等），10以下で腎性（腎不全等）

の可能性が⾼い．



eGFR︓⽷球体濾過量

eGFR︓腎臓が⽼廃物を排出する能⼒．Cr・年齢・性別で計算される．

正常値＞60ml/分/1.73m2

腎臓機能区分 eGFR

G1 ≧90 正常または⾼値

G2 90>eGFR≧60 正常または軽度低下

G3a 60>eGFR≧45 軽度〜中等度低下

G3b 45>eGFR≧30 中等度〜⾼度低下

G4 30>eGFR≧15 ⾼度低下

G5 15> 末期腎不全

徐々
に⼼
⾎管
リス
ク



Na, K（⾎清ナトリウム，カリウム）

⾎中のNa, Kの濃度．細胞の浸透圧を維持．筋⾁機能を調節する働き．

Na︓正常値135〜145mEq/L．⽔分把持能⼒あり，⽔分量とNaの量で⾎清Na

が変化する．

⼼不全増悪(溢⽔)でNa↓．脱⽔でNa↑．

K︓正常値3.5〜5.0mEq/L．主に細胞内に存在するため⾎中のKは少ない．

低K︓⼼室性期外収縮，房室ブロック等の不整脈リスク

⾼K︓QT延⻑，T波増⾼，escape型の期外収縮等の不整脈リスク



尿細管と電解質

近位尿細管でK,Na再吸収（⾎管内へ）

ヘンレ係蹄でNa,⽔を再吸収

遠位尿細管でNa再吸収

遠位尿細管〜集合管でNa再吸収，K排出

集合管でNa,⽔を再吸収

⽷球体で⾎液を濾過．
NaやKなどの電解質が尿細管へ

利尿薬の変更があった際にどこに作⽤するかで電解質異常のリスクが予測できる．



CRP, Alb︓炎症値とタンパク質

CRP︓C反応性リポ蛋⽩，⾝体に炎症が起きているときに上昇するタンパク質

炎症値が上昇すると⾎管透過性が亢進する．

正常値︓＜0.03

Alb︓⾎清アルブミン値，肝臓で作られるタンパク質．⾷欲不振や肝硬変で低下．

炎症時にも炎症性サイトカインが肝臓でのアルブミン合成を抑制し，低下する．

⾎管内ににとどまり，⽔分を把持する能⼒がある．

正常値︓4.１〜5.1g/dl

炎症による⾎管透過性亢進

低Albによる⾎管内⽔分量⇩

⾎管外へ⽔分漏出し
肺⽔腫や浮腫（⼼不全症状）増悪



うっ⾎性肝障害・虚⾎性肝障害と⽣化学検査

うっ⾎性肝障害 虚⾎性肝障害

うっ⾎性肝障害ではALP, γ-GTPが上昇．
虚⾎性肝障害ではAST, ALT, T-bilが上昇．
※肝障害のみではASTが上昇しやすい．

Auer J. Eur Heart J 2013; 34(10):711-714



⼼エコー

EF:左室駆出率
⼼機能を図る指標

LAD:左⼼房径
⼤きいと⼼房系の不
整脈が出現しやすい

LVDd/Ds:左室拡張/収縮期径
⼼室の⼤きさ．前負荷増⼤で
⼤きくなる．

IVC:下⼤静脈径
右⼼負荷の指標

E/A, E/E’
拡張機能を図る指標



急性期のデータとの⽐較
急性期23.7mm→12.8mm

右⼼負荷軽減

急性期45.6mm→54.4mm
やや拡⼤

急性期31.9mm→38.1mm
やや拡⼤

急性期54.0%→53.7%
不変

⼼エコーのデータの⽐較でも現状の病態の参考なる．



In-outバランス
A 正常

Dry-warm
B 肺うっ⾎
Wet-warm

L 末梢循環不全
Dry-cold

C 末梢循環不全+肺うっ⾎
Wet-cold

⽔分
過多

⽔分
不⾜

管理⽬標時間尿︓40ml/h（0.5〜1.0ml/kg/hが２時間継続で離床開始の基準）
1⽇尿量︓1000ml

⽔分の出能︓-500〜-1000ml

体重︓-1.0〜-1.5kg/⽇



体重管理

⼼不全増悪の場合20⽇ほど前より増加し始める
3⽇で2kgの増加→利尿薬追加の検討
7⽇で2kgの増加→運動負荷の検討

急性・慢性⼼不全ガイドライン. 2017SI.Chaudhry, et al. Circulation. 2007; 116: 1549-1554

感度⼩

特異度⼤



急性期と回復期のin-out管理の違い

急性期

尿カテーテルや点滴での⽔分管理

回復期

In-outのチェックがアナログ



バイタルサインの解釈

n ⾎圧関連指標
n ⼼拍数
n 呼吸数・酸素飽和度



⾎圧関連指標
PPP（Puroportional Pulse Pressure），平均⾎圧，収縮期⾎圧

PPP=脈圧（収縮期⾎圧ー拡張期⾎圧）/収縮期⾎圧

⼼係数（CI）と密接な関係あり．

25%以下で低灌流の可能性が⾼い．

平均⾎圧=拡張期⾎圧＋脈圧（収縮期⾎圧ー拡張期⾎圧）/３

70以下で脳⾎流低下

収縮期⾎圧90mmHg以下で腎⾎流低下



⼼拍数から読み取る情報

安静時⼼拍数の上昇

交感神経亢進 頻拍性の不整脈 脱⽔（循環⾎液量の低下）

⾎圧上昇 発作性の⼼房細動など
HR>140〜150bpm

⾎圧低下
起⽴性低⾎圧

前負荷↑
⼼不全のリスク

前負荷↓
末梢循環不全・腎機能低下
のリスク

追
加
評
価



⼼拍数と脈拍の乖離について

⼼拍数︓1分間に⼼臓が拍動する回数
脈拍︓動脈が拍動する回数

洞調律（⼼拍が⼀定）
⼼拍数=脈拍数

⼼房細動（⼼拍が不定）
⼼拍数≠脈拍数

⼼房細動では橈⾻動脈まで拍動が届かないことがある
→モニター⾮使⽤下では聴診で⼼拍数を測定



酸素飽和度が下がる前に呼吸数が上がる

Lamberti JP. Respiratory Care June 2020, 65 (6) 870-881

酸素飽和度が下がるときには
すでに重症下している状態．
呼吸数（安静時・運動時）の
変化を把握することで重症下
する前に予防．



回復期にとって重要なフィジカルアセスメント



下腿浮腫

感度⼩

特異度⼤

・どこまで（どの部位まで）浮腫んでいるか
・圧迫した後の戻り具合はどうか

10秒以上押し続け
40秒未満で戻ればfast edema（低Alb等）
40秒以上で戻ればslow edema（⼼・腎不全）
・⽚側性か両⾜性か
⽚側性ではDVTを疑う



腹⽔

感度⼩

特異度⼤
腹腔に⽔分が貯留する．
右⼼不全の症状の⼀つ．
特異度は⾼いが腹膜炎などでも起こるため，他
の⼼不全所⾒と合わせて評価する．
腹⽔の部位は打診で濁⾳となる．



湿性ラ⾳（⽔泡⾳）

⽔泡⾳（coarse crackles）

⽔分を含んだ肺胞に空気が⼊り込むことによって発⽣する破裂⾳．⽔
を含んだコップにストローを⼊れて吹いたような⾳．（ブクブク）

肺⽔腫等で起こる．

吸気に聞こえる．
空
気

感度中

特異度⼤



第３⾳

Ⅰ⾳︓僧帽弁・三尖弁の閉じる⾳
Ⅱ⾳︓⼤動脈弁・肺動脈弁の閉じる⾳
Ⅲ⾳︓⼼室への流⼊量が多く⾎流が⼼室に衝突する⾳（振動のような⾳）

若年では聴こえることもあるが40歳以上では病的

感度⼩

特異度⼤
収縮期 拡張期



⼼尖拍動

⼼尖拍動の外縁が正中よりも10cm以上左⽅にあれば⼼拡⼤と判断する．
左側臥位や運動後などで出現しやすい．

左⽅へ⼼拡⼤



前屈位呼吸（bendopnia）
座位で前屈し，10秒程度姿勢を維持してもらう．
徐々に呼吸苦が増悪する．
右房圧の上昇によって起こる．

感度⼩

特異度⼤



急性期→回復期の注意事項

コミュニケーションエラーによる
病態把握不⾜が起こる可能性．

回復期急性期 退院

Point
1. 投薬変更の把握や補助循環デバイス・カテコラミンの使⽤期間・変化
2. 急性期退院時の運動負荷だけでなくどのように運動負荷が変化しているか
3. 治療経過とともに⼼不全症状がどのように変化してきたか



経過から病態を把握
【経過】X⽇ 呼吸困難感にて救急要請．急性⼼不全の診断．

X+1⽇ 急性⼼不全にてフロセミドiv，DOA開始．
X+3⽇ ⼼不全増悪→NPPV
X+6⽇ NPPV離脱
X+23⽇ 肺炎→NPPV（6⽇後離脱）
X+27⽇ DOAoff
X+30⽇ ⾎圧低値によりフロセミド減量
X+35⽇ 当院転院（歩⾏器歩⾏でトイレまで30m程度⾒守りで実施していた．）

【服薬】 トルバプタン7.5mg, フロセミド20mg, スピロノラクトン25mg，ビソプロロールo.625mg
【UCG】EF︓54% LAD︓38.9mm E/A︓1.24 E/Eʼ︓17.04 IVC︓23.7mm（呼吸性変動なし）

LVDd/Ds︓56.2/41.6

NPPV⻑期使⽤・・・offの時期は書い
てないが。呼吸機能の問題︖
前負荷軽減で⼼不全治療としても助け
られているかもしれない．

カテコラミンの使⽤期間が⻑い・・・
5⽇前に利尿薬減量している・・・
少し慎重に運動負荷上げても良いか︖



5⽇後の胸部X-p

5⽇後に体重+1.2kg，胸⽔・うっ⾎↑，CTR62%．
フロセミド，スピロノラクトン追加．運動負荷↓にて対応．

転院時 転院+5⽇



⼼不全の状態の評価

A 正常
Dry-warm

B 肺うっ⾎
Wet-warm

L 末梢循環不全
Dry-cold

C 末梢循環不全+肺
うっ⾎

Wet-cold
急

カテコラミン・利尿薬

回
カテコラミン・利尿薬off

回復期転院時のリスク管理のポイント
治療内容の変更＋運動負荷増⼤によって⼼不全増悪リスク



回復期経過中の注意事項

回復期急性期 退院

Point
1. ⼼不全治療としては安定しているため，増悪因⼦は⽣活習慣や運動負荷，
発熱等のイベント

2. 脱⽔は起こりうるリスクなのでその際の投薬変化にも注意が必要

・⼼不全は概ね安定している（除⽔の時期が終わっている）
・過剰な除⽔により利尿薬をコントロールすることもある
・⼼不全のコントロールと運動負荷のバランスが整っている中で⽬
標に向けて運動量を上げていく必要がある．



負荷量が過⼤でないかをチェック

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 1.5 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
介⼊前︓体重や採⾎・胸部レントゲン等の検査をチェック
介⼊開始時︓前⽇のリハの疲労感，安静時のバイタルサイン，うっ⾎所⾒，
低灌流所⾒のチェック
介⼊中︓運動中のバイタルサイン，呼吸器症状・循環器症状のチェック



頚静脈圧（JVP: Jugular Venous Pressure）

右房圧・中⼼静脈圧と等しく右⼼側のうっ⾎所⾒の代表的
な所⾒．45°の半座位とし胸⾻⾓からの拍動が確認できる位置
+5cmを頸静脈圧とする．
頚静脈圧の上昇は⼼不全患者における単独の予後規定因⼦．

転院+1⽇︓JVP9cmH2O BW50.0kg 

転院+5⽇︓JVP11cmH2O BW50.2kg 他の症状に⼤きな変化
はなし．（⼊院時から息切れは軽度）

M. H. Dranzer, et al. N Engl J Med 2001; 345 : 574 - 81. 

JVPが上がってきている．
体重は増えていないが医師に報告．



5⽇後の胸部X-p

5⽇後に胸⽔・CTR↑．

転院時 転院+5⽇

フィジカルアセスメント→胸部レントゲン→⼼不全治療



回復期で増悪しやすいケースの特徴



回復期⼊院中に⼼不全の追加治療が必要なケースの特徴

順調群(n=25) 増悪群（n=8） p値

年齢（歳） 72.1 ± 17.8 89.9 ± 5.5 p<0.01

BMI（kg/m/m） 21.2 ± 5.0 20.5 ± 5.2 p=0.72

EF（%） 54.8 ± 15.9 52.5 ± 17.0 p=0.74

LAD（mm） 34.6 ± 5.2 40.9 ± 6.8 p<0.05

E/E' 10.5 ± 4.7 15.1 ± 8.1 p=0.07

Alb（g/dl） 3.7 ± 0.6 3.5 ± 0.6 p=0.36

eGFR（ml/min/1.73m2） 68.6 ± 33.6 46.2 ± 16 p<0.05

CRP（mg/dl） 1.4 ± 1.8 2.6 ± 2.4 p=0.20

BNP（pg/dl） 255.2 ± 201.6 311.7 ± 266.4 p=0.60

急性期在院⽇数（⽇） 44.9 ± 31.9 65.1 ± 25.2 p=0.09

病前 BI（点） 94.5 ± 9.0 84.4 ± 14.0 P=0.09

⼊院時FIM（点） 76.4 ± 26.2 53.6 ± 16.8 p<0.05

⼊院時SPPB（点） 5.6 ± 4.4 2.0 ± 1.7 p<0.01

⼊院時MMSE（点） 25.0 ± 7.1 23.3 ± 5.2 p＝0.42

⼊院時握⼒（kg） 17.6 ± 10.0 7.8 ± 4.7 p<0.01

下腿周計（cm） 30.5 ± 11.6 28.7 ± 5.1 p=0.49

連続歩⾏距離（m) 142.6 ± 150.7 15.0 ± 13.9 p<0.01

【増悪例】
・⼼不全の増悪による利尿薬の
増量または運動負荷の制限
・COVID-19を除いた肺炎

低⾝体機能・腎機能低下・左房
負荷が⼤きい症例で追加治療を
することが多い．

⾮公表データ



腎機能と⼼不全

Ronco C, et al: J Am Coll Cardiol 2012

⾎圧・⽔分が過多・過⼩でも⼼不全・腎不全を悪化させ得る

うっ⾎リスク↑低灌流リスク↑

腎不全を合併しているケースではよりin-out管理を慎重に



eGFRと⼼不全予後

eGFRが低値となるほど⼼不全患者
の再⼊院・死亡リスク↑

Hamaguchi S, et al. Circ J. 2009;73(8):1442-7.



Frailtyと⼼不全

Matsue Y,et al. European Heart Journal 2020: 22(11). 2112-2119

⼼不全患者のフレイル保有率 フレイルと⼼不全再⼊院

⼼不全患者ではフレイル保有率が⾼く，フレイルに該当する項⽬が多いほど予後不良



フレイルサイクルと⼼不全リスク

低栄養

サルコペニア

基礎代謝↓

消費エネルギー↓

インスリン感受性↓
⾻粗鬆症
運動耐容能↓
筋⼒↓

移動困難

活動量↓

⼼不全発症リスク↑
発症時の重症化リスク↑

⼼不全発症リスク↑
同⼀負荷での⼼負荷↑



⾝体機能と適正活動範囲

過度な活動量適切な活動量過度な安静

若年⼼不全患者

⾼齢⼼不全患者

過度な活動量適切な活動量過度な安静

リハでの運動量＋病棟での活動量



最後に︓多職種で共有
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



回復期の⼼不全管理のポイント

• まずは⼼不全増悪リスクと現在の状態の把握
• 急性期→回復期の転院は⼼不全症状・治療・リハビリテーションの
シームレスな連携を．

• 回復期ではフィジカルアセスメント→検査と診断することが多く⼼
不全徴候として出現しやすい⾝体所⾒に注意．


