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あずまリウマチ内科クリニック

関節リウマチのリハビリテー

ション
～リウマチ治療におけるリハビリの重要

性～
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関節リウマチ治療の四本柱

１、薬物治療
２、手術療法
３、リハビリテーション
４、ケア（介護等）

2002年に発表されたRA治療ガイドラインでも

RAの早期診断・薬物治療とあわせて、発症早期からの

患者教育とリハが推奨されている．
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リハビリテーションとは？

対象：
病気や怪我などによって障害を負った人

目的：
自立した元通りの生活もしくは元通りの状態に近い
生活を送れるようにすること。

方法：
理学療法士・作業療法士による訓練や治療を受ける。
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関節リウマチのリハビリの目的

１、痛みを減らす。

２、関節が動く範囲を広げる。維持する。

３、筋力を強くする。力を入れやすくする。

４、関節が変形するのを予防する。

５、早期からの薬物治療＋リハビリで、

リウマチ罹患以前の体に戻す。
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関節リウマチのリハビリの目的

●日常生活で出来ることを増やすため。

●趣味、仕事や家事を続けるため。

●質の高い生活・人生を送るため
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関節リウマチのリハビリの特徴

運動と安静を使い分ける。

状態に応じて、適切な量、負荷をかけて
運動することがとても重要。
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あずまクリニックのリハビリの特徴

・炎症状態の悪いときも良いときも、
病態に合わせてリハビリする。

・薬物療法＋早期介入

理由：
・発症から早期に病態が進行していくため。

・関節保護の自覚を痛みのない早期からしていくため。
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リウマチのステージ分類
ステージⅠ（初期・可逆的）
X線検査で骨・軟骨の破壊がない状態

ステージⅡ（中等期・可逆的）
軟骨が薄くなり、関節の隙間が狭くなっているが
骨の破壊はない状態

ステージⅢ（高度進行期・不可逆的）
骨・軟骨に破壊が生じた状態

ステージⅣ（末期・不可逆的）
関節が破壊され、動かなくなってしまった状態
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リウマチ進行度が変わると
リハビリも変わる

ステージⅠ（初期・可逆的）：
X線検査で骨・軟骨の破壊がない状態

関節炎と関節破壊の拡大を防止するため
に、炎症をもつ関節の安静を保ちながら、
最低限の運動を行います。
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リウマチ進行度が変わると
リハビリも変わる

関節破壊を進行させずに可動域や筋力を保つ運
動が必要になります。

ステージⅡ（中等期・可逆的）
軟骨が薄くなり、関節の隙間が狭くなって
いるが骨の破壊はない状態
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リウマチ進行度が変わると
リハビリも変わる

ステージⅢ（高度進行期・不可逆的）：
骨・軟骨に破壊が生じた状態
ステージⅣ（末期・不可逆的）：
関節が破壊され、動かなくなってしまった状態

症状の強さと程度に応じて、残された関節の動
きと関節周囲の軟部組織の伸張性を最大限に生
かし、関節運動の回復を目指します。
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関節リウマチのリハビリの方法

筋力強化 関節可動域
拡大訓練

物理療法 患者教育
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リハビリその１：筋力強化
理由：
リウマチの人は痛みによる活動制限のため、
同年代の人と比べて筋力が落ちている。

目的：
筋力強化し、関節に加わる衝撃を和らげ、
関節の不安定性を改善する。

方法：
関節を動かさずに行う「等尺性運動」がお勧め
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リハビリその１：筋力強化
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関節リウマチのリハビリの方法

筋力強化 関節可動域
拡大訓練

物理療法 患者教育
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リハビリその２：関節可動域訓練
理由：
関節炎による痛み・変形で関節の可動する範囲
が狭くなっている。

目的：
関節周囲の筋肉が動きやすい状態を作り、関節
の許容動作範囲を広げる。

方法：
筋マッサージ・ストレッチが中心。
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リハビリその２：関節可動域訓練
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関節リウマチのリハビリの方法

筋力強化 関節可動域
拡大訓練

物理療法 患者教育
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リハビリその３：物理療法
理由：
治療効果を高めるため、運動療法の補助的役割
として行う。

目的：
心理的なリラクセーション，こわばり時間の改
善，鎮痛効果。

方法：
温熱療法、寒冷療法、低周波など。
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リハビリその３：物理療法
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関節リウマチのリハビリの方法

筋力強化 関節可動域
拡大訓練

物理療法 患者教育
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リハビリその４：患者教育
理由：
関節破壊は病気の比較的初期から生じることが多い
ため、早めに関節保護に対する理解を深めておく。

目的：
病態を正確に受け止め、リウマチと上手に「共
存していく」生活スタイルを確立する。

方法：
日常生活指導、関節保護
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リハビリその４：患者教育
・関節リウマチの病態と治療の理解

・生活指導
（関節保護法の獲得、栄養指導）

・リハビリの時間が、患者様の関節リウマチに対する理
解を深める場になるということも重要と考えます。
病気に対する正確な知識があった方がより適切な治
療法を選択することができます。疑問・悩みがあるとき
はリハスタッフにも遠慮なく相談してください。
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関節リウマチのリハビリにおける

「してはいけないこと」

「しなければいけないこと」
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関節リウマチのリハビリにおける

「してはいけないこと」

臨床的寛解を達成を
さまたげることはしない。
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関節リウマチ治療の目標
１：関節リウマチ治療の目標は、
まず臨床的寛解を達成することで
ある。

２：臨床的寛解とは、疾患活動性
による臨床症状・徴候が消失した
状態と定義する。
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関節リウマチ治療の目標
１：関節リウマチ治療の目標は、
まず臨床的寛解を達成することで
ある。

腫れや痛みが強い状態、赤沈やCRPな
ど炎症を示す値が高い状態、関節が破
壊されやすい状態、生活動作がしにく
い状態を悪化させるようなリハビリは
しない。
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誤用症候群：
不適切な運動・訓練などによって起こる

機能障害症状

過用症候群：
運動・訓練のやりすぎによって起こる

運動機能の低下や障害

薬物治療の進歩に伴い，寛解達成後の「過用」や「誤用」
の発生も増えてきた。
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過用・誤用の起きるとき
「治療がうまくいく」

↓
「痛みが軽減する」

↓
「普段できないことをやる」
「無理に動かしすぎる」

↓
「痛みが強くなる」

代表例：溜まった家事をまとめてやる、
テレビで紹介されていた運動をやってみる
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廃用症候群

心身の不活動により引き起こされる
様々な身体機能の低下

・慢性的な痛みのある人によく見られる。
・薬物治療の進歩に伴い，減ってきてはいるが・・・。
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痛み・変形

活動性の
低下 筋力・運動能力の

低下
更に活動性
低下

QOL(生活の質)の低下
活動範囲の狭小化

リウマチ患者様の多くは「痛み」の
症状があることで動くことが
少なくなります。

行動する機会が狭まることで運動不
足に。こうした運動不足は、全身の
筋力を弱め、痛みをさらに強くしま
す。
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関節リウマチのリハビリにおける

「しなければならないこと」

〇関節可動域 〇体力や筋力の維持
〇変形の予防 〇疼痛コントロール

↓
早期からの運動療法＋日常生活指導を導入する。
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日常生活指導（関節保護）
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体を動かしたほうがいいことはわかるけど…
普段、何をしたらいいかわからない……

おすすめの運動は、

・水中ウォーキング

・リウマチ体操
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水中ウォーキング

おすすめの理由は……

１．関節にかかる負担が少ない。

２．全身の筋肉をバランスよく鍛えられる。

３．呼吸機能を鍛えることもできる。
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リウマチ体操

おすすめの理由は……

１．筋力をつける運動と関節の動く範囲を
広げる運動がバランスよく網羅されている。

２．器具を使わず、いつでも気軽にできる。
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リウマチ体操

実際にやってみましょう！
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テキストを入力
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これからの関節リウマチのリハビリ

・関節リウマチの場合でも、薬だけで治療を行うよりも
運動療法を加えた方が回復の度合いが高くなったと
いう研究報告が、2015年にイギリス・オックスフォード
大学らからなる研究チームから寄せられました。

・じっと安静にして、薬などだけで痛みをとることが良い
とされてきた、これまでの治療の常識を覆すものと言え
ます。また、これにより、運動療法がリウマチに良いとい
うことが初めて実証されました。
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これからの関節リウマチのリハビリ

※運動時の注意

・疲れ・痛みを残さないこと。翌日まで残る疲れ
や関節痛がある場合、運動量が多いと考えられ
ます。
・1度に行う回数、時間を減らしたり、休憩の回
数を増やすようにしましょう。
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なんでリハビリをするのだろう？？

「痛み」や「変形」で、日常生活や
仕事、趣味などが制限されてはいませんか？

あきらめていた事を再開してみませんか？

リハビリテーションは、可能な限り機能を回復し、
症状を改善させることで、よりいきいきとした
生活を送れるように支援する医療です。

→リハビリによって生活の質を上げましょう！
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まとめ

リハビリテーションは、ほぼすべての患者
さまが対象になる治療法です

気軽で、安価で、副作用も少なく、心のケ
アまで含んでいます。

薬物治療・手術療法と同様、リハビリテー
ションも重要な治療法の一つであると再認
識して頂ければ幸いです。
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ご清聴ありがとうございました
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