序 ― 改訂にあたって
《循環器臨床サピア》シリーズの第 4 巻として刊行された本書は，心臓リハビリテ
ーションにかかわるあらゆる職種に向けて書かれたものです．初版刊行以降，理学療
法士や作業療法士を育てる大学や専門学校で教科書として採用されるなど，予想以上
の高評価をいただくことができ，大きな責任を感じていました．このたび，発刊後 5
年が経過したということで，改訂の機会をいただきました．緒言として今回の改訂の
骨子について記しておきたいと思います．
まず初めに，この 5 年間に改訂されたさまざまなガイドラインへの対応ということ
があります．急性心筋梗塞の診断ひとつを取ってみても，2012 年に欧州心臓病学会
（ ESC ）
，米国心臓病学会（ ACC ）
，米国心臓協会（ AHA ）
，世界心臓連合（ WHF ）
が合同の国際新定義を発表し，その発表以降わが国におけるさまざまなガイドライン
もその内容に沿った改訂がなされています．また，日本循環器学会が中心となってま
とめている合同研究班によるガイドラインでは，
「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」をはじめとして，
「 ST 上昇型急性心筋梗塞の診療に関
するガイドライン」
，
「心筋梗塞二次予防に関するガイドライン」
，
「弁膜疾患の非薬物
治療に関するガイドライン」
，
「大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン」
，
「循環器疾
患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン」が改訂となり，その他の学
会においても「高血圧治療ガイドライン」
，
「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」
，
「科
学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」
，
「エビデンスに基づく CKD 診療ガイド
ライン」など，さまざまなガイドラインが改訂になりました．
また次に，治療においても重症大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療（ TAVI ）
の登場や植込み型人工心臓をはじめとした補助人工心臓の進歩，ワルファリンに代わ
る新しい抗凝固薬（ NOAC ）
，糖尿病に対するまったく新しい治療薬であるインクレ
チン関連薬や SGLT2 阻害薬など，たった 5 年間で目まぐるしい変化がありました．
今回の改訂では，これらガイドラインの変更に関連するところをすべて見直し，ま
た，全項目において最新の知見を加えていただけるようにお願いしました．さらに，
動脈硬化において近年注目されるようになったリン・カルシウム代謝や心肺運動負荷
試験で時々遭遇する周期性呼吸（ oscillatory ventilation ）についても Mini Lecture
として追加しました．それぞれの執筆者には本当に精力的にご執筆いただくことがで
き，感謝に堪えません．初版よりもかなりボリュームが増えてしまいましたが，読者
の皆様には必ずやご満足いただける内容になったと自負しております．
本書を通じて心臓リハビリテーションに関する正しい最新の知識が得られることに
よって，心臓リハビリテーションにかかわるあらゆるスタッフのスキル向上が得ら
れ，それによって多くの患者さんが救われることを切に望みます．
2015 年 6 月
榊原記念病院循環器内科

長山雅俊
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