
心不全 

 

 

心不全 ～疾患編～ 

心不全とは様々な心疾患の終末像であり、心臓が全身に必要な血液を送り出すことができな

くなった状態を指します。 

この状態が長期間続き進行していくのが慢性心不全

です。 

全身倦怠感や息切れなど様々な症状が現れ、放置す

れば命の危険を伴います。 

慢性心不全の疾患編として 

【心臓の基礎】 

【心不全とは】 

【慢性心不全とは】 

【慢性心不全の診断と検査】 

【心不全の合併症と予後】 

について見てまいります。 

 

 

  



心臓の基礎 

 

心臓の構造 

心臓は左右の肺に挟まれ、体の中心よりやや左、横隔膜の上にあります。 

心筋で構成されており、大きさはその人の握りこぶしほどで、重さは約200～300gです。 

心臓は収縮と拡張を繰り返して全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしています。 

1分間に約60～90回、1日10万回拍動し、1回の拍動で50～70㎖の血液を送り出します。 

体内を流れる血液量は男性で体重の約8%、女性で約7%と言われています。 

心臓は右心房と左心房、右心室と左心室の合計4つの部屋からできています。 

全身を巡って大静脈経由で還流してきた二酸化炭素を多く含む静脈血は、右心房に流入した

後右心室に通し、右心室から肺動脈を経由して肺に送り込まれます。 

肺では二酸化炭素と酸素のガス交換が行われ、酸素を多く含んだ動脈血は肺静脈を通って左

心房に流入し、左心室から大動脈を経由して全身へと送り出されます。 

●心臓から大動脈経由で全身に送られた血液が大静脈を経て心臓に戻ってくる経路は体循環 

●心臓から肺動脈経由で肺に送られた血液が肺静脈を経て心臓に戻ってくる経路は肺循環 

と呼ばれています。 

また血液循環は常に一方通行で、血液が逆流しないように心臓内では心房と心室の間、及び

心室と動脈の移行部には弁が付いています。 



心不全とは 

心不全とは心臓の器質的あるいは機能的障害によって心臓のポンプ機能が低下し、体が必要

とする血液量を心臓が供給できない状態であり、通常は心拍出量低下に陥った 

うっ血性心不全を言います。 

全身に起こった血液の循環障害の結果、全身倦怠感や息切れ・むくみなどの症状が現れ生活

機能に障害が生じます。 

心不全はあらゆる心臓疾患の末期状態に見られる臨床症候群のことで、疾患名ではなく病態

のことを指します。 

 

統計 

心不全患者数は正確な疫学調査はありませんが、約160万人と推定されています。 

今後人口の高齢化に伴い患者数の増加が懸念されています。 

入院が必要な慢性心不全患者の年齢分布を見ると、平均年齢は71歳と高齢で特に女性にお

いて高齢者の割合が高いことがわかります。 

平成30年度厚労省の統計によると、心疾患は悪性新生物に次いで死因の第2位となっていま

す。 

また、平成29年に実施された調

査によると心疾患による死亡者

数は204,837人で、その中で心

不全による死亡者は最も多く、

人数にすると約8万人となってい

ます。 

脳梗塞や心筋梗塞による死亡は

減少し、それに取って代わるよ

うに心不全による死亡が増加し

ています。 

この原因としては高齢化の他、

急性心疾患患者の救命率が向上

したため、慢性心不全に移行し

て死亡する例が増加しているこ

とが考えられています。  
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分類 

心不全は悪化の進行速度によって急性心不全と慢性心不全に分けられます。 

急性心不全は急速に発症した心筋障害が原因でポンプ機能の低下が急激に進行するものを多

くは緊急の入院治療が必要です。 

慢性心不全は、慢性の心筋障害によりポンプ機能の低下が長い経過の中で徐々に進行するも

のをいいます。 

 

心機能による分類 

心臓のどの部分が機能低下したかによって 

●右心機能が低下したものを右心不全 

●左心機能が低下したものを左心不全 

といい、それぞれ病状や身体所見が異なります。 

左心不全に続発して右心不全が起こることもあり、これを両心不全と言います。 

右心不全より左心不全が多く、急性心不全のほとんどは左心不全です。 

 

心室障害による分類 

心室の収縮と拡張能のどちらが障害されているかで収縮不全と拡張不全に分類されます。 

心臓の収縮能は左室の駆出率(EF)という指標で評価され、 

EF＝左室の1回拍出量÷左室拡張末期容積×100 

で求められる割合(％)です。 

心エコー検査などで測定したデータから算出できます。 

収縮不全では EF が低下しますが、拡張不全では正常です。 

従来慢性心不全は収縮の低下によるものと考えられていましたが、近年収縮の低下が認め

られなくても心不全症状を呈する患者が多くいることが分かり、これは拡張の低下による

ものと分かりました。 

拡張不全は高齢者や高血圧患者女性に多く見られ、慢性心不全で入院治療を受けている患

者では23～55%を占めると報告されています。 

 

その他の分類 

うっ血性心不全と言われる低心拍出性心不全とは別に、高心拍出性心不全があります。 

末梢組織の酸素需要が増大することで心拍出量が増加しますが、十分に酸素需要を満たせ

ず心不全兆候を起こす病態です。 

原因は甲状腺中毒症・敗血症・慢性肺疾患などです。 

 

 



慢性心不全とは 

 

慢性心不全の成り立ち 

心不全は心臓にかかる負担心負荷が増大した状態が続いたり、心臓自体に障害が起こったり

してポンプ機能が低下することで起こります。 

心機能を考える上で4つの因子【前負荷・後負荷・収縮力・心拍数】が大切です。 

 

前負荷と後負荷 

心臓への負荷である心負荷には前負荷と後負荷がありま

す。 

心臓の拡張期に静脈から心臓に戻ってくる血液量を前負

荷と言います。 

また心室は末梢血管抵抗に逆らって血液を送り出してい

ますが、この時心室にかかる圧抵抗を後負荷と言いま

す。 

心臓に戻ってくる血液量、つまり前負荷が大きくなるほ

ど心臓のポンプ機能には大きな負担がかかり、心不全の

原因になります。 

また血圧が高くなるなどして末梢血管抵抗が大きくなれ

ばなるほど左室にかかる圧、つまり後負荷は大きくなりま

す。 

左室は心臓の心拍出力の原動力ですので、後負荷が増大す

るほどまた長期間続くほど左室への負担は過大になりま

す。 

後負荷が増大した状態が慢性的に続くと、やがて左室は衰

弱しその障害は心不全の原因となります。 

心臓のポンプ機能は心筋・弁膜・刺激伝導系・冠状動脈血

流によって支えられています。 

このうちのどれか1つでも障害されると心臓のポンプ機能

が低下し、心不全の原因となります。 

このような心臓自体の障害に前負荷・後負荷の増強が加わ

れば心不全は一層起こりやすく、すでに心不全を発症して

いる場合はその悪化を招きます。 

 

 



原因疾患 

心臓自体が障害を起こし心不全の原因となる疾患には様々なものがあります。 

低心拍出性心不全の原因となる主な疾患には 

虚血性心疾患・高血圧性心疾患・心筋症・弁膜症・心筋炎・先天性心疾患・不整脈 

※太字の疾患は割合が多いものです。 

などがあります。 

また高心拍出性心不全の原因となる主な疾患としては、 

バセドウ病・甲状腺機能亢進症・脚気・褐色細胞腫・多発性骨髄腫・高度の貧血 

などがあります。 

 

代償機構 

心筋収縮力が低下したり前負荷や後負荷が過剰にかかったりしてポンプ機能が低下し心拍出

量が減少すると、それを正常な状態に保とうとする仕組みが体には備わっています。 

この仕組みを代償機構と言います。 

代償機構には自律神経による神経性調節ホルモンや、液性因子による液性調節などが関わっ

ています。 

●神経性調節では交感神経のα1作用やβ1作用 

●液性調節ではレニンーアンジオテンシンーアルドステロン系(RAA系)の 

アンジオテンシンⅡやアルドステロンなど 

が活性化されます。 

交感神経系が活性化されるとβ1作用によって心臓の収縮能は増強し心拍数も増加します。 

その結果心拍出量が増加し、低下した血

圧は上昇します。 

またα1作用によっても血管は収縮し後負

荷が増大するため、血圧は上昇します。 

またRA系が活性化されるとアンジオテン

シンⅡが産生され、その作用によって血

管が収縮するため後負荷が増大し血圧が

上昇します。 

アンジオテンシンⅡの刺激で分泌された

アルドステロンは体液量を増やして循環

血液量を増加させ、前負荷を増大させる

ため心拍出量が増加し血圧は上昇します。 

慢性心不全では、心臓のポンプ機能の低下とそれに対する代償機構である交感神経系(RAA

系)の活性化が悪循環を形成し、この悪循環が長期に及ぶ結果心筋リモデリングが生じ、そ

れが心不全の悪化や死亡につながっていると考えられています。 



 

心筋リモデリング 

心筋リモデリングとは、心筋の障害や心筋への負荷が長期間続くうちにその変化に適応し

ようと交感神経系(RAA系)などが活性化し、心臓が形態的質的変化を伴って修復されるこ

とを言います。 

心筋リモデリングは一種の適用現象として生じますが、同時に機能障害や心不全も進行す

るという負の側面を持っています。 

心筋リモデリングによる心臓の形態変化には 

●前負荷の増大に対して一回の拍出量を保とうとして左心室の容積が拡大する遠心性肥大 

●後負荷の増大に対して強い収縮力を保とうとして心室壁が厚くなる求心性肥大 

があります。 

 
  



 

症状 

 

左心不全 

肺うっ血により起こる症状は、重症度により進行し 

労作時呼吸困難 ⇒  発作性夜間呼吸困難 ⇒ 起坐呼吸・喘鳴などの呼吸困難症状 

の様に悪化していきます。 

昼間は立位により下肢に水分が貯留しますが、夜間仰臥位になって時間がたつと静脈還流

量が増加するため肺うっ血が増悪します。 

これにより発作性夜間呼吸困難や喘鳴が起こります。 

また起坐呼吸とは、呼吸を楽にするために余儀なく上半身を起こした姿勢で呼吸すること

を言います。 

左心不全の症状には、呼吸困難症状の他に心拍出量が低下することにより骨格筋に対する

酸素供給量が減少するため全身倦怠感や疲労感が現れます。 

さらに尿量減少や夜間多尿が起こります。 

立位で生活する昼間は静脈還流量が少なく腎血流量が低下するため、比較的に容量が減る

状態となります。 

しかし夜間に仰臥位になると下肢の節として溜まっていた水分が静脈経由で心臓に還流す

るため腎血流量が増加して容量が増加しますが、バランスとしては水分量貯留に傾き体重

は増加します。 

またその他に意識障害などがあります。 



右心不全 

右心不全では、主に大静脈径のうっ血に基づく症状が起こります。 

浮腫は特徴的な大静脈径のうっ血症状のひとつです。 

両側性で足首から情報に進行し、指で押さえて離しても皮膚が元に戻らず跡が残ります。 

腹水の貯留によって腹部膨満感が、腸管粘膜の浮腫によって悪心・嘔吐・食欲不振などの

消化器症状が現れます。 

その他に頸静脈怒張・便秘・肝腫大・吸収不良・蛋白漏出性胃腸症が起こります。 

蛋白漏出性胃腸症とは、消化管粘膜からの血漿タンパク(特にアルブミン)の胃腸管腔への

異常漏出によって生じる低蛋白血症を主徴とする症候群です。 

なお、肺及び左神経に送り出される血流量が減るため、血圧低下・労作時呼吸困難などが

起こります。  

 

 



増悪因子 

慢性心不全は様々な増悪因子により急激に悪化します。 

これは慢性心不全の急性増悪と呼び、心不全死や突然死に至ることがあります。 

心不全の増悪因子には 

●感染症・貧血・腎不全などの全身要因 

●心筋虚血・不整脈などの心臓要因 

●β遮断薬・抗不整脈薬などの薬物 

●病院過剰輸液や輸血などの医療要因 

●減塩や水分制限の不徹底 

●ストレスやうつ状態などの生活要因 

に大別されます。 

慢性心不全の急性増悪に際しては、これらの要因を丹念に洗い出し突き止めることが重要で

す。  

 

 

慢性心不全の診断と検査 

 

診察内容 

慢性心不全の診断ではまず 

問診・病歴や家族歴などの聴取・身体所見 

の確認を行います。 

問診ではうっ血や低心拍出量に基づく症状がないかなどを、身体所見では心雑音・肺雑音・

頸静脈怒張・浮腫がないかなどを調べます。 

これらから慢性心不全の疑いがあれば確定診断のための各種検査が行われます。 

 

検査 

検査ではまず 

心電図・心エコー・胸部 X 線検査・血液検査・尿検査 

などの基本的検査を行い、心不全と診断してよいか、原因疾患は何か、重症度はどれくらい

か、などを検討します。 

そして、さらに詳しく調べる必要があれば 

心臓核医学検査・ RI 検査・ CT 検査・ MRI 検査・心臓カテーテル検査 

などが行われます。 

 

 



基本的検査 

 

心電図検査 

心電図検査では12誘導心電図や24時間ホルター心電図で

心肥大・狭心症・心筋梗塞・不整脈などの有無を調べま

す。 

心不全に特異的な変化はないものの、心不全の原因疾患を

推定するのに必要不可欠な検査です。 

 

 

 

胸部X線検査 

胸部 X 線検査では X 線写真から心臓の形や大きさの様子などを確認し、心拡大・肺う

っ血・胸水の有無を確認します。 

胸郭横径と心横径を計測し、その比率を百分率(％)で表した心胸郭比(CTR)も参考にし

ます。 

 

心エコー検査 

心エコー検査では心臓拡大・心肥大・局所壁運動異常など

のほか、収縮不全拡張不全の指標となる駆出率も経胸壁心

エコーにより簡便に評価できます。 

心エコー検査は診断や重症度評価だけでなく、原因の検

索・治療方針決定のための血行動態評価・治療効果判定に

も用いられ、尚且つ簡便で非侵襲性であるため心不全診療

においては必須の検査となっています。 

 

 

 

血液検査 

血液検査の心不全のマーカーとして BNP または NT-ProBNP が測定されます。 

心不全の重症度を鋭敏に反映するため、診断や病態把握に広く用いられており、最近で

は診断制度や採血検体の安定性から NT-ProBNP がよく使われています。 

 

 

 



心機能を評価する他の検査 

 

RI検査 

RI検査とは放射性医薬品を患者に常駐し、体内で心筋などに集積した放射性医薬品から

発せられるガンマ線を体外の検出器で感知して撮影する検査です。 

ガンマカメラが体の周りを回転しながら移す SPECT 検査が用いられ、 

心筋の血流分布・収縮のなどの心機能・心筋の交感神経機能 

などの評価が可能です。 

 

造影CT検査 

造影 CT 検査は、患者にヨード造影剤を注入して x 線を照射し、体内の x 線吸収の違い

を画像化し、体の輪切り像(横断面)を作る検査です。 

 x 線を受ける検出器が複数列並んだ MDCTによる心臓の検査では、心電図を検索して心

臓の動きに合わせながら撮影することができ、心臓の拡張期や収縮期のデータを一度に

得ることができます。 

冠動脈の他、心筋の形態異常・駆室率などの心機能を評価することが可能です。 

 

MRI検査 

MRI 検査は、強力な磁場の中に患者を入れて体内の水素の原子核の電磁波の信号を捉え

コンピューターで画像化する検査で、解剖や機能の両面からの情報を得ることができま

す。 

心臓 MRI 検査では心機能や局所壁運動などの評価が可能です。 

 

カテーテル検査 

心臓カテーテル検査には右心カテーテル検査

と写真カテーテル検査があります。 

●右心カテーテル検査は首の静脈からカテ

ーテルを挿入し、右神経の圧測定や拍出

量などを測定します。 

さらに心筋を採取して顕微鏡で調べる 

生検が行われることがあります。 

●写真カテーテル検査は動脈からカテーテ

ルを挿入し、大動脈・左心室などの圧測

定や造影、冠動脈の造影も行います。 

 



運動能力 

慢性心不全患者の【日常活動の許容範囲・職種や業務の選択・手術の際のリスク】などを

判断する上で運動能力の客観的評価は必須です。 

運動能力を定量的に調べる方法には、心肺運動負荷試験や6分間歩行試験があります。 

心肺運動負荷試験はトレッドミルやエルゴメーターで運動しながら心電図モニター・血圧

測定・呼気ガス分析を行い、心肺機能や筋肉の状態などを総合して運動能力を評価する検

査です。 

慢性心不全の重症度の評価や生命予後の推定、治療効果の判定、運動処方の作成などに活

用されています。 

6分間歩行試験は、平地を6分間できるだけ早く歩き、歩行距離を測定して運動能力を評価

する簡便な検査です。 

身長と体重及び年齢から求めた日本人の正常域と比較して評価します。 

6分間歩行距離と1年後の死亡率は逆相関し、さらに歩行距離は独立した予後予測因子であ

るとの報告もあります。 

 

重症度分類 

心不全の重症度分類としては自覚症状から大まかな心不全の程度を知ることができる 

NYHA心機能分類が広く用いられています。 

この分類は問診により簡便かつ短時間で評価で

き、生命予後もよく相関するとされています。 

しかし、主に自覚症状で分類されているため心

機能を定量的・客観的に判定しにくいことが欠

点とされています。 

NYHA分類では心不全の重症度をⅠ～Ⅳ度に分類

しています。 

また 米国心臓病学会(ACC)/米国心臓協会(AHA)

の心不全ガイドラインでは、心不全は進行する

疾患であるとの考えから心不全を A～D の4段階

のステージに分類しています。 

ステージ A B：心不全のリスクがある心不全の

前段階の状態に相当 

ステージ C D：心臓に器質的異常があり、症状

と徴候が出揃った症候性心不全の状態 

このステージ分類は、早期診断と各ステージに応じた適切な治療を行うことで心不全の発症

進行を抑えることを目的に作成されています。 

 



心不全の合併症と予後 

合併症 

心不全に合併する主な疾患としては以下のようなもの

があります。 

高血圧53%・糖尿病30%・脂質異常症25%・慢性腎臓

病(CKD)71%・貧血21%・心房細動35% 

多くの心不全患者は複数の合併症を有する他疾患有病

者であり、心不全患者では基礎心疾患の治療とともに

合併症の管理が重要です。 

 

 

心不全と睡眠呼吸障害 

心不全には睡眠呼吸障害(SAS)が高確率で合併することが知られています。 

SASは心不全の5～7割に合併しており、予後増悪因子と考えられています。 

SASには閉塞性睡眠時無呼吸(OSAS)と中枢性睡眠時無呼吸(CSAS)の2種類あります。 

OSAS は一般的によく見られるタイプで、肥満などにより舌根が沈下して気道を塞ぐこと

で起こり、心不全の発症に強く関与していると考えられています。 

一方 CSASは脳の呼吸中枢からの呼吸指令が途絶える事で起こり、心不全の結果として起

こる無呼吸であり、さらに心不全を悪化させると考えられています。 

心不全患者では両タイプを高率に合併しています。 

 

心腎貧血症候群 

心不全・慢性腎臓病(CKD)及び貧血が相互に影響しあって悪循環を生じるという概念を 

心腎貧血症候群と呼びます。 

心不全では心拍出量が低下することから腎血流量が低下し、その結果腎臓でのろ過
・ ・

機能が

低下するため腎機能が悪化し CKD になりやすくなります。 

心不全の半数以上で CKD を合併していると言われています。 

そして心不全はTNFαなどのサイトカインを介して貧血の原因となります。 

心不全における貧血には鉄欠乏も関与します。 

腎機能が悪くなると体液貯留・血圧上昇を引き起こし、心不全を悪化させると共に腎臓由

来の造血因子(エリスロポエチン)の産生が低下し貧血・腎性貧血を生じます。 

貧血状態では全身への酸素供給のため、心臓の仕事量を増やすことで心機能を悪化させ腎

血流低下のためCKDを悪化させます。 

このように心不全・CKD・貧血はそれぞれが原因結果の関係になっており、相互に悪循環

を形成しています。
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予後 

入院治療を要する慢性心不全患者を対象とした研究によると、1年死亡率は7.3%です。 

また、急性増悪による再入院率は退院後 

6ヶ月以内 → 27% 

1年後   → 35% 

2年後   → 40% 

と高率です。 

慢性心不全の予後は、患者の年齢や原因疾患・重症度などによって左右されますが、チャー

ト研究によると5年生存率は約60%程度とされ、悪性腫瘍に匹敵するほど不良です。 

心不全増悪による再入院の誘因としては次のグラフの様なものがあります。 

 
慢性心不全患者の治療においては患者が治療への意識をしっかりと持ち、医師や薬剤師と連

携を取り療養支援を適切に受けるなどが重要となります。 

 

 

あとがき 

心不全は心臓に関連する様々な病気によって引き起こされる状態のことです。 

初期症状のむくみ
・ ・ ・

や息切れ、倦怠感などは中々受診に繋がらず、もっと悪化してから発見さ

れる場合も多く、その段階では治療も困難になってしまいます。 

高齢化社会が進む現代では、いつ自身や周りで起きてもおかしくないので、この機会に日常

生活の見直しや初期症状がないかを確認してみましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 
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