
酒田地区の循環器診療における多職種
チームおよび地域連携の取り組み

― チーム・地域で取り組む心不全診療 －

地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構

日本海総合病院 循環器内科

菅原重生

※ 開示すべきCOIはありません

庄内南部地域連携パス推進協議会オンライン講演会
（2021.3.9 WEB）



本日の内容

１）はじめに

２）循環器診療における課題：心不全について

３）多職種チームによる心臓リハビリテーション

４）地域の病院との連携（病病連携）

５）地域のクリニックとの連携（病診連携）



１）はじめに



山形県庄内地方
山形県の日本海側

＜人口＞ 265,964人
酒田市101,053人

鶴岡市123,639人

遊佐町 13,287人

庄内町 20,456人

三川町 7,529人

＜面積＞
山形県 9,323 km2

庄内地方 2,405 km2

神奈川県 2,416 km2

香川県 1,876 km2

＜高齢化率（2017年10月）＞
全国 27.7％
山形県 32.2％（6位）



山形県酒田市との交通 秋田市まで
100㎞（約2時間）

山形市まで
110㎞（約2時間）

仙台市まで
160㎞（約3時間）

新潟市まで
160㎞（約3時間）

庄内空港→羽田空港（ANA1日４往復） 約1時間



平成20年4月に新経営体（地方独立行政法人）を設立し、
旧山形県立日本海病院と旧酒田市立酒田病院が統合再編

両病院の医療機能および病床調整

①県立日本海病院を急性期中核病院へ

528床＋118床

→ 646床（25診療科）

＋救命救急センター

②市立酒田病院を回復期療養病院へ

400床－286床

→ 114床（回復期＋療養病床）

日本海総合病院

酒田リハビリテーション病院

酒田市内の2つの基幹病院の統合再編



地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構

日本海総合病院

• 病床数：646 →630床（14病棟）、25 診療科
医師 131名、研修医 27名（歯科含む）
看護師 641名、薬剤師 29名、臨床検査技師50名
放射線技師30名、リハビリスタッフ35名
臨床工学技士13名、管理栄養士10名
事務職100名、医師事務補助45名

• 地域医療支援病院
• 臨床研修指定病院
• 災害拠点病院
• 救命救急センター併設
• 手術室：12室（内視鏡手術室、ハイブリッド手術室）
• 集中治療室：ICU8床 HCU16床
• 一般病棟：7:1看護体制
• DPC特定病院群
• 平均在院日数 11.4 日、病床利用率 80.5 ％（2019年4-10月）
• 連携登録医療機関197（医科134 歯科63）

地域の急性期拠点病院
として診療機能の整備
をすすめている



循環器診療の整備
急性期拠点病院(地域の砦病院)として診療機能を整備中

2011年 不整脈アブレーション治療開始

心臓リハビリテーション体制整備

2012年 ICD、CRT治療開始

通院心臓リハビリテーション開始

2013年 ハイブリッド手術室整備（ハートチーム結成）

2014年 CTOに対するPCI本格導入

2015年 心房細動アブレーション、TAVI治療開始

2016年 DCA、ELCA、WCD治療開始

2017年 S-ICD、リードレスペースメーカー治療開始

2018年 クライオアブレーション治療開始

2020年 Impella導入

心リハチーム ハートチーム心カテチーム

心不全を中心としたワンチーム



①急性期が1病院に：心臓血管外科を有する拠点病院の誕生
⇒ すべての救急および急性期患者(2病院分)への対応

が求められるようになった。 （断れない砦病院）

②医師数の増加：4＋3＝7名へ
⇒ 患者数は増えたが、当番回数は減り、チーム制も導入

することでメリハリのある勤務が可能に。
（働き方改革への対応：現在は11名へ）

③高度な医療機器や治療の導入：TAVI、デバイス、ABLなど
⇒ 診療レベル、スタッフのモチベーションの向上

④多職種チーム医療および地域連携による循環器診療の充実
⇒ 心臓リハビリテーション、病病連携・病診連携

統合再編後の循環器内科の体制・診療の変化



①酒田市を中心とした急性期病院の機能

＋

②庄内地方を中心とした高度急性期病院の機能
（最上地方、秋田県境、新潟県境も含む）

多職種チーム・地域連携
に支えられている

循環器診療における当院の機能



２）循環器診療における課題：
心不全について



心不全患者の急激な増加
→ 心不全パンデミック



だんだん悪くなり生命を縮める病気
⇓

この理解が大切

『心不全の定義』

『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。』

（2017年 日本循環器学会/日本心不全学会）



心不全の進展ステージと予防

繰り返す再入院
（二次予防）

心不全発症予防

器質的心疾患
発症予防



心不全のステージとNYHA分類
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＊NT-proBNPが125～400 pg/mLあ
るいはBNPが35ないし40～100 
pg/mLの場合，軽度の心不全の可能
性を否定しえない．NT-proBNP/BNP
の値のみで機械的に判断するのではなく，
NT-proBNP/BNPの標準値は加齢，
腎機能障害，貧血に伴い上昇し，肥
満があると低下することなどを念頭に入れ
て，症状，既往・患者背景，身体所
見，心電図，胸部X線の所見とともに
総合的に勘案して，心エコー図検査の
必要性を判断するべきである．

【急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)】 Ⅲ. 診断 1. 診断(アルゴリズム)

慢性心不全の診断フローチャート
心不全を疑わせる患者

心不全の可能性

症状
労作時息切れ，起座呼吸，
発作性夜間呼吸困難など

1

既往・患者背景
高血圧，糖尿病，冠動脈疾患の既往
心毒性のある薬剤使用歴
放射線治療歴，利尿薬使用歴
心疾患の家族歴（遺伝性疾患など）

2

身体所見
（パルスオキシメータ含む）
ラ音，下腿浮腫，心雑音，過剰心音（Ⅲ
音，Ⅳ音），頚静脈怒張など

3

心電図4

胸部X線5

必要に応じて
心不全の発症予防

または経過観察原因疾患，心不全ステージに応じた治療

該
当
項
目
な
し

心不全の確定診断

異常項目
（＋）

病的所見
（＋）

病的所見
（＋）

1項目以上該当

異常項目/病的
所見（－）だが
虚血性心疾患の
疑いが残る

病的所見
（－）

心不全の
可能性は
高くない

CT・MRI・核医学検査
運動/薬剤負荷試験・心臓カテーテル検査

心エコー図検査
（負荷心エコー図検査含む）

NT-proBNP≧400 pg/mLまたは
BNP≧100 pg/mL＊

NT-proBNP：N末端プロ脳性(B型)ナトリウム利尿ペプチド BNP：脳性(B型)ナトリウム利尿ペプチド CT：コンピュータ断層撮影 MRI：磁気共鳴像

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)(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン) p.16
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf(2018年4月閲覧)

心エコー検査は必須



心不全

心不全に対する集学的アプローチ

運動療法

自己管理

ASV HOT

薬物療法

外科手術

カテーテル治療

デバイス治療

人工心臓
心臓移植

食事療法

緩和ケア
看取り

精神的サポート



心不全の治療

基礎疾患 心不全

基礎疾患に対する
治療介入

＝ 原因治療

×

原因治療により心不全
の発症や再発を回避す
るのが理想的



可能な限り基礎疾患の治療を図ることが大切

基礎心疾患の治療

・虚血性心疾患 → バイパス手術やPCI
・弁膜症 → 外科的手術やカテーテル治療
・先天性心疾患 → 外科的手術やカテーテル治療
・心筋症 → 二次性心筋症の積極的精査治療
・高血圧性心肥大 → 高血圧治療
・不整脈 → デバイス治療やアブレーション
・左脚ブロック → CRT

など



３）多職種チームによる
心臓リハビリテーション



心不全

心不全に対する集学的アプローチ

運動療法

自己管理

ASV HOT

薬物療法

外科手術

カテーテル治療

デバイス治療

人工心臓
心臓移植

食事療法

緩和ケア
看取り

精神的サポート



心臓リハビリテーションとは

心血管疾患患者の身体的・心理的・社会的・職業
的状態を改善し、基礎にある動脈硬化や心不全の病
態の進行を抑制あるいは軽減し、再発・再入院・死
亡を減少させ、快適で活動的な生活を実現すること
をめざして、個々の患者の「医学的評価・運動処方
に基づく運動療法・冠危険因子是正・患者教育およ
びカウンセリング・最適薬物治療」を多職種チーム
が協調して実践する長期にわたる多面的・包括的プ
ログラムをさします。

（心臓リハビリテーション学会ホームページより）



入院中 外来

再発予防のためにも、入院中だけでなく外来での
包括的心リハ(運動、教育)が推奨されている

心不全に対する心臓リハビリテーション



心不全の進展ステージ

ここを心リハで何とかしたい
（＝再入院予防）



心不全を増悪させないようにする治療

基礎疾患 心不全

増悪因子

心不全が増悪してから治療するだけでなく
増悪させないようにすることも大切な治療
⇒ 心臓リハビリテーションの役割の一つ



運動療法

心臓リハビリの二本柱

患者教育

・早期離床
・適切な運動量の決定
・運動処方
・運動習慣
・仕事や社会復帰

・生活習慣の改善
・服薬アドヒアランス
・栄養、水分摂取
・自己管理手帳

（血圧、体重など）
・ASVやCPAP、HOT

の管理



心不全の心臓リハビリテーション

心不全の心臓リハビリテーション標準プログラム(2017年版)

日本心臓リハビリテーション学会
心臓リハビリテーション標準プログラム策定部会



急性心筋梗塞 PCI治療後のパス

多職種による入院早期から退院までのかかわり



繰り返す心不全の再入院で救急や病棟
の負担が・・・

→ 心リハに積極的に取り組んで
心不全再入院を減らそう !

2011年～心不全に対する心リハ

の取り組みを開始



心リハ推進プロジェクト

１）心リハ体制の整備
（ハード、ソフト、マンパワー）

２）回復期通院心リハの立ち上げ
３）各職種の役割分担の検討
４）関係部署の調整

などを目的に、
2011年10月

心臓リハビリテーション運営会議 発足

病院をあげて取り組む



心不全に対する心リハの実践のために

１）集中治療室、一般病棟共通の心リハの開始基準
や中止基準などを定めたマニュアル作成

２）院内共通の安静度拡大表の作成

３）リハ指示出し、計画書作成の簡便化

４）多職種カンファレンスの充実

５）医師を含めた多職種スタッフ教育

⇒ 安全な心リハのための院内標準化



心リハプログラムにおける役割分担



ICUから一般病棟まで共通の安静度拡大表

過度の安静とならないよう積極的に離床、運動療法



ステージアップ判断基準

PT、看護師がチェック
⇓

医師に伝えて
医師が最終判断

⇓
許可が出れば
ステージアップ

過度の安静を強いないよう
毎日チェック



病棟内心リハスペースの整備

2012年10月
・病棟心リハ室運用開始（エルゴメーター2台設置）

デイルーム 心リハ室

1Fのリハ室での心リハ

→ ベッドサイドを含む病棟内での心リハへ



心不全 再入院の原因

心リハで介入可能な原因が上位3つを占めている。
→ 患者教育により防げる可能性あり



多職種による心リハ（患者教育）

•看護師による疾患管理についての生活指導

•薬剤師による服薬指導

•管理栄養士による栄養指導

•理学療法士による運動活動面の指導

→ 二次予防に向けた患者家族教育

・再発、再入院をいかに防ぐか

看護師 薬剤師 管理栄養士 理学療法士



病棟での多職種カンファレンス
毎週月曜日14:30～

・病状や治療の状況（主に医師）

・離床や運動療法の進行状況（主にPT、看護師）

・患者教育の状況（主に看護師、管理栄養士、薬剤師）

・退院に向けての調整（主に医師、看護師、地域連携室）



運動療法

入院中にすべてを行うことは困難
→ 外来での心リハ継続が望ましい

心臓リハビリの二本柱

患者教育

・早期離床
・適切な運動量の決定
・運動処方
・運動習慣
・仕事や社会復帰

・生活習慣の改善
・服薬アドヒアランス
・栄養、水分摂取
・自己管理手帳

（血圧、体重など）
・ASVやCPAP、HOT

の管理



2012年2月 外来心リハ開始
・当初の予約枠（15時～16時 3人/日）
・リハ室エルゴメーター を2台から4台へ増設



予定外受診の目安

１）自覚症状の変化 例）息切れやむくみの増強

２）体重の変化 例）退院時から+3㎏

患者さんの病状にあわせて基準を設定

→ 心不全治療を強化（状況により入院）

心不全増悪に対する早期介入
（救急受診⇒再入院を減らせる）



回復期 通院心臓リハビリテーションパス お名前： 病院ID：

入院最終週

達成目標 退院後の生活に慣れる 社会復帰･役割回復の準備と実践 生活全般における自己管理の定着 再入院しない
自己管理を含めた生活習慣の獲得 復職・家庭での役割の回復 食事療法・運動療法の継続

血圧・体重・活動量の自己管理 疾患・症状の疑問や不安の解消

運動習慣をつける

個々の目標（リハ計画書に記載） 個々の目標（リハ計画書に記載） 個々の目標（リハ計画書に記載）

かかりつけ医での治療

週１～２回の通院運動療法

在宅での食事・運動療法

患者さんの予定 （ ） 検査（ ）

 心電図･レントゲン･心エコー･血液検査

（ ） （ ）
1ヶ月面談（看護師・栄養士）

（ ） （ ）

）

スタッフの予定 通院リハ指示 カンファレンス･目標設定 目標・運動負荷量の見直し カンファレンス

退院時検査 評価① 計画書② 評価②

予定の予約
当院担当医 診察

継続の場合継続の指示

かかりつけ医師 薬物治療を含めたかかりつけ診療

外来看護師 1ヶ月面談 3ヶ月面談

心理・ＱＯＬ評価① 心理・ＱＯＬ評価②

計画書②説明
外来心リハスタッフ 評価① 評価②

　ＩＣＵ看護師 1ヶ月アンケート配布 3ヶ月アンケート配布

腹囲・体脂肪① 1ヶ月面談予約確認 腹囲・体脂肪②

　理学療法士 筋力・歩行速度① 運動負荷量の見直し 筋力・歩行速度②

運動負荷試験

栄養士 栄養指導 1ヶ月面談 3ヶ月面談

薬剤師 薬剤指導

備考 今後の方針

通院リハ継続・終了

バリアンス（有・無）

急性期リハ開始日： 2013年1月1日
150日到達日 2013年5月31日

３ヶ月後

心肺運動負荷試験 4/6

通院リハ指示

1/1

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目

自己管理を導入した生活をはじめる

個人の生活パターンに合わせた活動や

食事のコントロールができる

３ヶ月面談（看護師・栄養士）

4/9

計画書③

4/11

計画書③

1/31

1/4

通院リハ開始

当院担当医診察（

4/1

心肺運動負荷試験

必要時面談

回復期通院心臓リハビリテーションパス

外来での多職種による心臓リハビリ（運動、教育）の継続、

前後での病状の評価などを盛り込んだパス

3か月間



外来心リハ多職種カンファレンス

・毎週金曜日13：00～
・心リハ開始時、3か月後終了時の患者さんの検討
・経過に問題のある患者さんの検討
・多職種による多角的な視点からのチェック

参加者：医師、ICU看護師、外来看護師、PT、管理栄養士



心リハの効果
（現場の医師にとって）

１）一番実感するのは心不全による再入院が減っていること
→ その分、新規の仕事ができる（CTO-PCI、ABL、デバイス治療、TAVI等）

２）病棟カンファが充実し治療方針を多職種チームで共有できる
退院を目指すのに何が必要となるのか

（投薬調整、非薬物治療、家族教育、公的サービス、転院調整・・・）

医師、看護師、理学療法士、栄養士、薬剤師、地域連携室・・・

→ みんなでいろいろと話し合い、ベストの方策を探る

３）外来心リハがあると安心して退院させられる
→ 心リハのための頻回な病院への来院、体重等の受診基準により

心不全増悪に対する早期介入が可能



心不全の緩和医療
循環器多職種チームと緩和ケア多職種チームの連携

・当院でも2018年より取り組みを開始
・緩和の薬剤使用法やACPなどについて情報共有
・心不全も緩和ケアチームの院内ラウンドの対象に
・末期心不全の看取りも含めたマネジメント
・転院先や在宅との連携も視野に



３）地域の病院との連携（病病連携）



心不全患者の入院が長期化する要因

１．病状が重症あるいは不安定で、酸素や注射剤などの継続
が必要である。

２．一人暮らしや老老介護などで退院後の安定した生活が困
難である。

３．服薬の継続や塩分制限、過負荷を避けるなどの生活上の
注意が守れず、すぐに再入院してしまうので、退院させ
にくい。

⇒ このような患者さんで急性期病床が一杯になり、救急
や予定入院患者への対応が困難となるのは避けたい。

⇒ 早期の退院調整や転院で対応



当院とA病院の役割分担と連携

・高度急性期機能を有する拠点病院
・救命センター(断らない救急)
・ICU、HCU、急性期病床(7:1)
・積極的なカテーテルやデバイス治療

(PCI, EVT, ABL, PM, ICD, CRT等)
・心臓血管外科とのハートチーム(TAVI)
・提供する心不全治療

急性期～回復期(～維持期～終末期)

当院(630床) A病院(158床)
転院

・地域の一般急性期病院
・救急にも可能な範囲で対応
・急性期108床(10:1、地域包括ケア)

および療養病床50床
・老健施設、訪問看護STを併設
・地域包括支援センターとも緊密に連携
・提供する心不全治療

亜急性期～回復期～維持期～終末期

高度急性期病院と一般急性期病院との連携（急性期転院）



A病院との多職種による定期的連携会議

・2016年11月から年3-4回のペースで開催
・院内見学や意見交換を通じてお互いの事情を知る
・スムースな連携のための様々な取り組み
・同じ病院内での転棟のような転院をめざす

院内見学 意見交換



１）転院手順のルール化（医師間で転院を決定⇒早期に転院調整）
２）各職種のサマリーなどの情報共有方法のルール化（ID-LINKの活用）
３）転院に必要な情報のチェックリスト化（心不全連携パス）
４）食事や薬剤などの標準化（食事メニューや採用薬剤の統一）
５）心不全手帳の共有化（当地域で新たに作成し共用）
６）転院後の経過についての情報共有（フィードバック、振り返り）

⇒ 地域が一体となった心不全診療体制の構築

スムースな連携のための具体的取り組み

ID-LINKを活用した
病院を越えた情報共有

転院に必要な情報をまとめた
心不全連携パス

地域で作成した心不全手帳
(セルフケア手帳＋記録手帳)

http://www.nihonkai-hos.jp/choukai-net/pdf/poster.pdf


３）地域のクリニックとの連携（病診連携）



・入院精査治療
・定期検査（年1-2回）

急性期拠点病院とかかりつけ医の連携
【循環型連携：二人主治医】

・日頃の通院
治療

・役割分担と情報共有が大切
・地域連携パスの活用も



・スムースな逆紹介
・外来の負担軽減
・専門的診療に専念

循環型連携：二人主治医

・病院での定期的
な専門的検査

・かかりつけ診療
に専念

患者さんも安心



退院後は？

多職種による
かかわりが困難

↓
病状が再増悪し

再入院

？

○



心不全に対する外来通院心リハ

多職種チームによる心リハ



１．回復期通院心リハに参加できない患者さんへの心リハ
２．維持期心リハ継続のためのサポート

⇒ 転院先や地域での心リハ継続（心リハ地域連携）

地域で心リハを

慢性心不全看護認定看護師



心不全を知り
増悪予防をサポートしよう

2020/10/16
日本海総合病院
内科外来
慢性心不全看護認定看護師

冨樫 明菜



心不全セルフケア手帳



心不全記録手帳

血圧・体重測定
心不全症状の確認

早期の受診行動

定期受診



受診の目安



受診の目安



自宅での療養にはサポートが必要

民生委員

ヘルパー

兄弟家族
親戚

ケアマネージャー

訪問看護師

訪問薬剤師

友人

職場

訪問理学療法士

かかりつけ医

保健師

地域包括職員 施設職員

病院



心不全徴候を捉えて早期受診につなげる

〇家族
〇施設スタッフ
〇訪問看護
〇訪問リハ
〇デイサービス
〇デイケア
〇ヘルパー

・血圧、体重測定
・心不全症状の確認
・受診目安を知る
・かかりつけ医等に相談する
・日中に受診する



多職種を繋ぐ地域の研究会の開催

１）地域における心不全診療および心リハの啓発
２）多職種チーム医療の充実
３）心不全、心リハ地域連携の強化

⇒ 病院、地域の思いを１つに



今年のテーマは心不全の在宅医療や緩和ケア





循環器内科における
日本海総合病院と荘内病院との連携

＜これまでの取り組み＞
・ちょうかいネットによる診療情報の共有
・内科専門医研修（新専門医制度）における連携
・合同での研究会開催

＜2020年度の取り組み＞
・人事交流
・研修（定期研修、研修会・講演会など）
・CVIT専門医研修における連携
・循環器当番ホットライン
・遠隔症例カンファレンス
・救急隊12誘導心電図伝送（SCUNA）の地域運用
・円滑な連携のための多職種交流 ⇒ メンバー調整中



日本海総合病院と荘内病院との遠隔カンファレンス

双方向に
１）電子カルテ画面
２）カメラ・音声
のやりとりが可能

・手術適応
・治療方針
・転院依頼

などを患者が受診する前
に検討・調整できる。



12誘導心電図伝送（SCUNA）



庄内地方での運用

酒田地区消防組合全 10隊
2019.2月～

鶴岡地区消防組合全 8隊
2020.12月～

山形県 9,323 km
庄内地方 2,405 km2

東京都 2,188 km2

庄内余目病院
日本海総合病院

荘内病院
鶴岡協立病院

庄内地方のすべての救急隊に
心電図伝送システム導入！



庄内地方での運用状況

救急隊も多職種チームの一員



遠隔モニタリングシステム（Remote monitoring system : RMS）

日本ライフライン株式会社提供スライドより作成

対面のペースメーカ外来に追加して
遠隔モニタリングで月1回の定期送信、アラート対応を

行う



遠隔モニタリング（RMS）チームカンファ

遠隔モニタリング導入患者さんの増加にあわせて
データ確認と管理方法についての検討も行っている

不整脈イベント
ME→医師（桐林）
・DOACの導入
・設定変更
・アブレーション検討

心不全データ悪化
ME→認定看護師、医師
・状況/状態確認
・受診勧奨
・担当医への情報提供



コロナ禍で心リハをいかに継続するか？

自宅での心リハを遠隔で監視



まとめ

１．当院を中心とした酒田地区の循環器診療における
多職種チームと地域連携の取り組みを紹介した。

２．増加する心不全患者の診療や療養について病院と
地域が一体となって検討していく必要があると考え、
研究会の開催など地域への啓発活動をはじめている。

３．地域の循環器診療が疲弊しないようにするためには、
役割分担と連携、さらには病院の枠を超えた地域に
おける多職種チーム医療の充実が大切と感じている。



ご清聴ありがとうございました

本講演にあたりスライド作成等でご協力いただきました先生方、
病院スタッフのみなさんにこの場を借りて御礼申し上げます.


