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リウマチってどんな病気？



関節リウマチとはどのような病気なのでしょ
うか

• 手や足をはじめとする全身の関節に痛みと腫
れが起こり、長く続きます。

• 進行性の関節破壊のため、機能障害を引き起
こします。

• 関節以外の臓器にも症状が起きることがあ
り、時に生命に関わる場合があります。

• 最近では生物学的製剤の登場などで、病気の
進行を止めることもできるようになりまし
た。

• 2002年、日本リウマチ学会では病気の名称
を、　「慢性関節リウマチ」から「関節リウ
マチ」に変更しました。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　



関節リウマチとはどのような病気なのでしょ
うか

l 進行すれば関節が破壊され、日常生活が不自由にな
ります

l 原因がまだ明らかになっていませんが、生活習慣病
ではありません

l 今のところ根治療法はありませんが、生物学的製剤
等の薬物療法により、症状の進行をかなり抑えられ
る可能性があります

l 患者さんにより症状や進行に差があります



関節リウマチとはどのような病気なのでしょ
うか

l 日本の患者数：60万人～70万人
（日本の人口の170人～200人に1
人）

l 関節リウマチと診断された年齢：
働き盛りの年代が多い



どのような症状があるのでしょうか
l 朝のこわばり
　　朝起きたときに、手や足を中心に関節を

動か
      すとこわばって動かしにくく感じます　　

　　　　　　　　
l 関節の腫れと痛み
　　 関節リウマチの関節炎には特徴がありま

す
　　・手や足の関節などに症状が現れます
　　・左右対称に炎症が起こります
　　・同時に３ヵ所以上の関節炎が起こりま

す　　　　　　　　
l 骨の変形と破壊
　   関節リウマチが進むと骨が破壊され、筋

肉  
      や靭帯が損傷するため、関節が変形しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　



あなたは今、どんな症状がありますか？
日常生活で困ったことはありませんか？

関節リウマチの主な症状
関節以外では・・・

□関節の腫れ・痛み
□朝のこわばり
□関節の変形
□日常の動作がしにくい

□体がだるい
□微熱がある
□体重減少　など

関節リウマチの症状

１）－
１



2010年リウマチ白書：（公社）日本リウマチ友の会より

どんな人がかかりやすいのでしょうか？

男女比率はおよそ1：4で女性に多く、とくに30～50代によくみら
れる病気です。
原因はよくわかっていませんが、
発症には免疫の異常が深くかかわっています。

どんな人に多い病気？

１）－
２



腫れや痛みが起こるわけ

１）－
３

関節の腫れや痛みは、なぜ起こるのでしょう？

通常、免疫機能を担っているたんぱく質（ＴＮＦα、Ｉ
Ｌ-６）が
関節の増殖した滑膜（かつまく）の中で産生され、
炎症を引き起こすことが原因です。
正常な関節の組織を誤って攻撃し、やがて関節を壊してしまうので
す。



早くから適切な治療を

１）－
４

発症後すぐに治療をしたほうがいいですか？

関節は、発症後1～2年で急速に壊れ始めます。
そのため早い段階から適切な治療を行うことが大切です。
将来の生活を守るため、関節が壊れるのを抑えるようにしましょ
う。



生活上のアドバイス

１）－
５

心がけていただきたいことは、大きく5つあります。

１）　薬をきちんと管理する
２）　病気について理解する
３）　休養をとり適度な運動を心がける
４）　関節を保護する生活上の工夫を行う
５）　規則正しくバランスのよい食事をとる　　

病気と付き合っていく上で、生活の注意点は？



ACR/EULAR分類基準2010

6点以上でリウマチと分類

RA分類基準 スコ ア
関節病変
大関節　 1ヵ 所 0

大関節　 2～10ヵ 所 1

小関節　 1～3ヵ 所（ 大関節病変の有無にかかわら ず） 2

小関節　 4～10ヵ 所（ 大関節病変の有無にかかわら ず） 3

関節　 　 ＞10ヵ 所（ 少なく と も 小関節1ヵ 所） 5

血清学的検査
リ ウマチ因子、 抗CCP抗体（ ACPA） と も に陰性 0

リ ウマチ因子、 抗CCP抗体（ ACPA） のいずれかが軽度陽性 2

リ ウマチ因子、 抗CCP抗体（ ACPA） のいずれかが強度陽性 3

急性期反応物質
C反応性蛋白（ CRP） 、 赤沈と も に正常 0

C反応性蛋白（ CRP） 異常又は赤沈異常 1

症状持続期間
＜6週間 0

≧6週間 1



リウマチ治療の変遷

1980　効果的な治療が普及
1990　進行期の治療から早期治療への移行
1995　早期診断、早期における専門医への紹介
2000　寛解が現実的なゴールに
2003　関節破壊抑制から関節破壊修復への期待

van der Heijde: presentation at EULAR 2003



リウマチ治療の変遷（患者さんの期待）

1980　私のリウマチに何をしてくれます
か？

1990　病気の進行を止められますか？
2000　リウマチを治りますか？

van der Heijde: presentation at EULAR 2003



関節リウマチの診断・治療に必要な主な検査

２）－
１

リウマトイ
ド

因子（Ｒ
Ｆ）

抗ＣＣＰ抗
体

赤沈（ＥＳ
Ｒ） ＣＲＰ ＭＭＰ－３ ＤＡＳ28

病気を診断する

症状の程度や治療効果を調べる

定期的に検査を受けて、ご自身の病気の状態を
知っておくようにしましょう。



リウマトイド因子（ＲＦ）

２）－
２

基準値

10U/mL以下 

関節リウマチの約70～80％で陽性に

リウマトイド因子は、血液中にみられる自己抗体で、
関節リウマチの診断に役立ちます。
ただし発症初期で高値になるのは50％程度。
また約20％の患者さんにおいては陰性になることもあります。
関節リウマチ以外のシェーグレン症候群などの膠原病、慢性肝炎、
肝硬変などでも陽性になることがあります。

※株式会社ＳＲＬ「検査項目レファレンス」より
※医療機関によって、基準値は異なります。

リウマトイド因子（ＲＦ）



抗ＣＣＰ抗体

２）－
３

※株式会社ＳＲＬ「検査項目レファレンス」より
※医療機関によって、基準値は異なります。

発症初期から陽性となり、早期診断に有用

関節リウマチの早期診断に役立つと、近年重視されるようになった
検査です。関節リウマチ以外の病気では陽性になることが少なく、
抗ＣＣＰ抗体が陽性で高値の場合は骨の破壊も進みやすいため、
早期からの積極的な治療が必要と考えられています。

抗ＣＣＰ抗体

基準値

4.5U/mL未満 



赤沈（ＥＳＲ）

２）－
４

炎症の程度や、疾患活動性をみるのに役立つ

血漿中の赤血球の沈降速度を測定する検査です。
関節リウマチの炎症の程度や疾患活動性を確認するのに
役立ちます。
関節リウマチ以外の自己免疫疾患、感染症、貧血などでも、
高値になります。

赤沈（ＥＳＲ）

基準値（男性） 基準値（女性）

10mm/h以下 15mm/h以下
※医療機関によって、基準値は異なります。



ＣＲＰ

２）－
５

※株式会社ＳＲＬ「検査項目レファレンス」より
※医療機関によって、基準値は異なります。

炎症の程度を鋭敏にあらわす

ＣＲＰは、炎症によって肝臓で誘発される急性反応性蛋白で、
炎症の程度に合わせて鋭敏に反応します。つまり炎症が進め
ばすぐに値が上昇し、炎症がおさまれば、速やかに下がります。
関節リウマチなどの自己免疫疾患のほか、発熱、感染症に
よっても値が上昇します。

ＣＲＰ

基準値

0.30mg/dL以下



ＭＭＰ－３

２）－
６

将来の関節の壊れやすさを予測

滑膜の増殖により生産される酵素で、この数値によって滑膜増殖の
程度をみます。この値が高い状態が続くと、将来関節が壊れやすい
ことが予想されるため、適切な治療が必要です。
腎不全などの腎疾患やステロイド薬投与などでも高値になることが
あります。

ＭＭＰ－３

基準値（男性） 基準値（女性）

36.9～121ng/mL
以下

17.3～59.7ng/mL
以下
※株式会社ＳＲＬ「検査項目レファレンス」より
※医療機関によって、基準値は異なります。



ＤＡＳ28

２）－
７

現在の疾患活動性をみる

ＤＡＳ28

医師が患者さんの28関節
を触診して、
●圧痛関節数
●腫脹関節数
を調べます。

医師による関節の評価

目盛りのついたスケール
（ＶＡＳ）を使って、ご自分
の体調や全身状態を
評価いただきます。

患者さんご自身による
全般評価

血液検査で、炎症の程度
を調べます
（ＥＳＲまたはＣＲＰ）。

これらの評価を総合して
算出します。

●DAS値の求め方

血液検査



関節リウマチの治療法

関節リウマチのトータルマネジメント

薬
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4つの方法による治療が基本です
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３）－２



さまざまな治療薬があります
薬物療法の目的

治療薬の種類はいろいろ

ＱＯＬ（生活の
質）を改善し、
将来の生活を守
ることにつなが

ります。

非ステロイド性
消炎鎮痛薬
（NSAIDs）

ステロイド薬

疾患修飾性
抗リウマチ薬
（DMARDs）

生物学的製剤

一人ひとりの状態に合わせて適切なものが選ばれ、
経過に応じて薬を変更していきます。

＝関節が壊れたり変形
することを抑える

関節の腫れ・痛みなど
の症状を抑える

３）－３



リウマチで使うお薬について



お薬の管理・指導

l 20年前と比べて、進歩が著しい

l 患者さんにより効果の違いがある

l 複数の薬を必要とする場合が多い

l 飲む量を調節してよい薬と、
  調節してはいけない薬がある

l 副作用の頻度は比較的高い



l 早期診断・早期治療
l 必要十分な治療

l 炎症を鎮め、関節破壊の進行を抑えて関
節を変形させないようにする

l からだの不自由さを最小限にとどめ生活
の質を向上させてよりよい生活を送る

治療目標

どのように治療するのでしょうか



三宅整形外科の関節リウマチに対する治療のアルゴリズム

Early RA （発症1年未満） Established RA （発症1年以上）

Bio使用同意

Bio + MTX Conventional Tx

MTX / SASP etc

Bio free  MTX単剤

Drug free MTX単剤継続

MTX dose-UP 
MTX + TAC

股・膝

Larsen 0 , Ⅰ , Ⅱ

活動性低 活動性高

Bio + MTX

股・膝

Larsen Ⅲ以上

THA / 
TKA

Conventional Tx

MTX / SASP etc

Conventional Tx

MTX / SASP etc

承諾 拒否

★

★中断/中止も含めて検討

1年

1年

Bio + MTX

★



治療の開始時期によって、経過も変わっていき
ます

３）－４



日本で使用可能なＤＭＡＲＤｓの種類と副作
用

免疫調節薬 主な製品名 注意すべき副作用

金チオリンゴ酸ナトリウム シオゾール 皮疹、蛋白尿

オーラノフィン リドーラ 下痢・軟便

Ｄ-ペニシラミン メタルカプターゼ
皮疹、蛋白尿、肝障害、血小板減少

、自己免疫疾患の誘発

イグラチモド ケアラム、コルベット 胃腸障害、肝機能障害

サラゾスルファピリジン アザルフィジンＥＮ 皮疹

ブシラミン リマチル 皮疹、蛋白尿

アクタリット オークル、モーバー 皮疹

免疫抑制薬 主な製品名 注意すべき副作用

メトトレキサート（ＭＴＸ） リウマトレックス 間質性肺炎、骨髄障害、肝障害

ミゾリビン プレディニン 高尿酸血症

レフルノミド アラバ
肝障害、骨髄障害、下痢、感染症、

間質性肺炎

タクロリムス プログラフ 腎障害、高血圧、耐糖能異常

「診断のマニュアルとＥＢＭに基づく治療ガイドライン」（厚生労働省研究班）より改変 ３）－１０



生物学的製剤

生物学的製剤

【主な副作用】
細菌感染症、結核、ウイルス感染、
間質性肺炎など

痛みを抑える 腫れを抑える 関節が壊れる
のを抑える

○ ○ ◎

最新の治療薬。開始後すぐに効果があらわれる
ことが多く、痛み・腫れを抑え、関節が壊れるのを
強力に抑えます。

治療を大きく進歩させた、最新治療薬

３）－１１



生物学的製剤の使用を考慮するケース

３）－１２

④抗リウマチ薬による治療経験がなくても、関節リウマチと診断されてから６ヵ月未満で、
　 病気の勢いが強く、関節の壊れるスピードが速いと予測される場合、ＴＮＦ阻害薬と
　 ＭＴＸの併用による治療を考慮する。　　　　　　　　　　　　　　　



抗リウマチ薬（DMARDs）治療歴がなくても、
生物学的製剤が使用できる場合があります
。

関節リウマチ歴
6ヵ月未満 かつ

高疾患活動性
（DAS28-ESRで5.1超）

次の一つ以上に当てはまる

＋

□　ＲＦ陽性　　
□　抗ＣＣＰ抗体陽性
□　画像検査における骨びらん

もし下記に当てはまるなら・・・

2012年、治療に関するガイドラインが改訂されま
した

３）－１３



お薬との付き合い方

●  処方されている薬の効果や副作用について、
     理解しておきましょう。

●  自分の判断で、勝手に中止したり
     量を変えたりしないようにしましょう。

●  他の病院を受診した際は、飲んでいる薬を伝えま
しょう。

●  飲み忘れた場合の対処法を、知っておきましょう。

●  副作用と思われる症状があったり、具合が悪い時は
、
     医師・看護師にすぐ相談してくださいね。

３）－１４



自分の病気の状態を知ろう！　

治療目標が決まったら・・・

患者さん本人・ご家族・医師・看護師等
医療関係者と目標を共有しましょう

○○したい
○○できるようになりたい
○○できるようになった



医師と共に目標を決め、適切な治療を続けま
しょう

医師と患者さんが話し合いのうえ治療目標を共有し、
目標達成を目指して治療を続けましょう。

※寛解（かんかい）とは・・・
病気の勢いが完全に落ち着き、進行が
止まっている状態のこと。

私たちと一緒に、寛解※を目指してがんばりましょ
う

４）－１



治療目標は、何を目指せばいいの？

関節リウマチの病気の勢い（＝疾患活動性）は、ＤＡＳ28などの指標に
よりチェックすることができます。
この数値を定期的にチェックすることで、病気の状態を知り、治療効果を確かめることが
できます。

４）－２



ＤＡＳ28による、疾患活動性の
チェック

これらの評価を総合して算出します。

医師が患者さんの28関節
を触診して、
●圧痛関節数
●腫脹関節数
を調べます。

目盛りのついたスケール
（ＶＡＳ）を使って、自分の
体調や全身状態を評価い
ただきます。

血液検査で、
炎症の程度を調べます
（ＥＳＲまたはＣＲＰ）。

医師による関節の
評価

患者さんご自身に
よる全般評価

血液検査

４）－３



疾患活動性の数値は定期的にチェッ
クしよう

治療目標を達成するまでは・・・

疾患活動性を毎月チェックしましょう。

治療目標を達成した後も・・・

疾患活動性を3～6ヵ月ごとにチェックしましょう
。

3.8まで下がりました
よ

私の今日の
DAS28（ESR)は、いく
つですか？

４）－４



目標達成まで、治療は３ヵ月ごとに見
直します

数値が思うように下がっていなければ、
治療薬の変更を検討します。

４）－５



関節リウマチ患者さんによくみられ
る合併症

胃炎・胃潰瘍

貧血
不眠症

胸やけ（逆流性食道炎）

シェ―グレン症候群

骨粗しょう症

５）－１



診断された合併症

2010年リウマチ白書：（公社）日本リウマチ友の会より ５）－２



治療薬による副作用

2010年リウマチ白書：（公社）日本リウマチ友の会より ５）－３



お薬の注意事項　感染予防

l 関節リウマチに使うお薬は
　免疫を抑制する方向に働くため
　感染症に対する注意が大切です



お薬の注意事項　感染予防
l マスク・手洗い・うがいなどの
　感染対策をしましょう

l 体調の悪い時は、受診予定日でなくても相談

リウマチの薬には重篤な副作用もあります。
ちょっとした体調の変化から重篤化を防げることもあります
。
　　　・風邪をひいてしまった（発熱した）・・　
　　　・せきが出るようになった・・
　　　・関節が腫れてきた・・
　　　・いつもより体がだるい気がする・・

このような症状がでたら、主治医に相談しましょう



お薬の注意事項

自己判断でお薬を絶対に止めないで！

副作用などが強く、
お薬を継続できない場合は
必ず、主治医に相談しま
しょう。

一旦、止めてしまってまたお薬を使って
も前と同じようには効かないどころか、
以前より効果がでないお薬もあります。



生物学的製剤いろいろ

現在日本で使用できるのは、6種類（2012年11月現在） 
。
病気の状態やライフスタイルを考慮しながら、
医師と相談して決めましょう。

生物学的製剤には、どんな薬があるのですか？

６）－５



生物学的製剤の医療費

＊１　薬剤費以外の医療費は含んでいない
＊２　レミケードは高額療養費が適応になれば22,200円／月
＊３　アクテムラは体重が50㎏の場合の医療費、50㎏を超えると1㎏ごとに542円増加
＊４　オレンシアの用量は、～60kg：2本で計算、61～100kg：3本、101kg～：4本

ＩＬ-6阻害剤 CTLA４

商品名 レミケード エンブレル ヒュミラ シンポニー シムジア アクテムラ オレンシア

薬価（1瓶） 100,539円 15,309円 71,097円 142,184円 71,297円 88,094円 53,467円

１ヶ月
医療費

70歳未満

１ヶ月
医療費

70歳以上

投与回数 1回/2ヶ月 4・8回/月 2回/月 1回/月 2回/月 1回/月 1回/月

ファイザー エーザイ 田辺三菱 UCB

武田 アボット ヤンセン アステラス
販売会社 田辺三菱 中外 ブリストル

42,655円

14,218円

32,080円

10,054円 12,247円 14,219円 14,259円 8,809円 10,729円

ＴＮＦα阻害剤

30,162円 36,742円 42,658円 42,778円 26,428円



生物学的製剤の使用を考慮するケース

６）－６

④抗リウマチ薬による治療経験がなくても、関節リウマチと診断されてから６ヵ月未満で、
　 病気の勢いが強く、関節の壊れるスピードが速いと予測される場合、ＴＮＦ阻害薬と
　 ＭＴＸの併用による治療を考慮する。　　　　　　　　　　　　　　　



どのくらいの人が、この治療を受け
ている？

生物学的製剤を受けている人は、
どのくらいいるのですか？

ここ数年で、その割合はとても増えています。

2010年リウマチ白書：（公社）日本リウマチ友の会より ６）－９



疾病負担とBio導入タイミング

間接コスト+直接非医療費

通院の送迎費・介護費用・

休職・退職他（労働損失）

RA発症

直接医療費

診察費・薬剤費・検査費他

直接医療費

関節破壊進行

下肢荷重関節骨破壊出現

直接非医療費+間接コスト



生物学医的製剤使用のタイミング
は？• 絶対的適応（１）（超）早期関節リウマチ（発症1年以内）

　　　　⇒治癒を目指して（薬も中止可能）
• 絶対的適応（２）：進行期関節リウマチ
　　　　⇒下肢関節破壊出現前
　　　　⇒股・膝関節が破壊される前に・・
　　　　⇒破壊されている場合には人工関節施行後に使用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・
• 相対的適応（１）：生活のために必要な場合
　　　　⇒医療費（直接+間接）＜給与増加分
　　　　⇒法定給付、付加給付、医療費控除の利用
　　　　⇒現役時代は生物学的製剤使用、引退後は通常の抗リ
ウマチ剤
• 相対的適応（２）：Progressing Stage
　　　⇒既存抗リウマチ剤では炎症が鎮静化しない場合
　　　⇒まずＭＴＸの増量で・・・
　　　⇒ダメなら生物学的製剤使用へ
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医療保障と福祉制度

生物学的製剤は、良く効きそうだけど
、値段が高いなぁ・・・



医療保障と福祉制度
さまざまな医療保障と福祉制度があります。
・高額療養費制度
・身体障害者福祉制度
・傷害年金
・介護保険
・傷病手当金
・医療費控除　　　　　　　　など

先生に相談しづらい時には看護師に聞いてくださ
い。



自己注射指導
最近のお薬は自己注射できるものが増えてきています。

・手技トレーニング
・注射器の管理・廃棄方法



三宅整形外科医院における指導の工夫点
l 問題が起きても対応できるように、患者様が自宅で注射す

る時間を、当院の診療時間中に行ってもらう。
l 診察時に確認する。(患者手帳･副作用等)

l 痛みへの対応
　  　 ・息を吐くときに刺入・注入する。

　 　  ・注入速度はゆっくり。(患者さんに合わせて速度は違う)

l 注射部位：腕・腹部・大腿部(推奨は腹部・大腿部)
l 早く処方して欲しいという人には1回で指導を終える。
l リウマチ外来がある日では、待合いで患者さん同士が情報
共有をしている。



自己注射導入の看護師の役割

②通院での投与①エンブレル使用決定　
（自己注射について説明）

④院内にてトレーニング
　　　　　

③スターターキットお渡し

⑤患者様の同意→Dr報告⑥自立



看護師による自己注射指導について
～アンケートより～
l 自分で注射することに自信がついた。

l 不安なことは相談し、解決した。

l ビデオを見ながらわかりやすかった。

l 何回も繰り返し教わったこと、親切に教えてもらったこと、
勇気付け　　

　てもらったこと。

l 注射を自分ですることに抵抗があったので、指導を受け安心
して

　行えました。

l 私に合った注射の仕方を教えていただけました。



生物学的製剤治療を始めた方たちの
声

詳しくは、
小冊子「わたしがバイオ
製剤治療をはじめた理由」
をご覧ください。

早いうちに始めて、
病気の進行を防ぎ
たいと決心しました

。

これまでの分も夫婦で
楽しみたい。仕事と
笑顔を取り戻しました。

新しい治療だからこそ
安心できる。今は明るく
職場復帰しています。

６）－１３



自己注射を始めた方たちの声

詳しくは、
小冊子「わたしがバイオ
製剤治療をはじめた理由」
をご覧ください。

時間にしばられずに
治療できる。わたしには大きな

メリットでした。

やってみると意外と簡単。
一人でちゃんと打てて

います。

『すぐ慣れるし、
わたしにもできたよ』って、
みんなに伝えたいです。

８）－９



日本にはさまざまな制度がある

高額療養費
制度

高額医療費
貸付制度

税金の
医療費控除 障害年金

介護保険 身体障害者
福祉制度

少しでも医療費の負担を軽くできない
かしら

福祉サービスを受けるには？

７）－１



高額療養費制度

市町村役場の国保窓口、
国保組合の窓口

相談窓口
協会けんぽ（旧・政管健

保）
船員保険

全国健康保険協会の
各都道府県支部窓口

健康保険の保険者
（各健康保険組合・共済組合の窓口）

医療費が高額で、１ヵ月あたりの自己負担が一
定の限度額を超えた場合に、超過分の金額が
補助される制度です。

2012年4月より、事前申請（限度額適用認定証）
によって窓口での支払いが自己負担限度額で
済むようになっています。

健康保険組合が独自に自己負担額の上限を定めている場合があります。
負担がさらに軽減されることがありますので、上記の窓口に問い合わせてみましょう。

高額療養費の付加給付制度がないか、確認しましょう

国民健康保険 その他

高額療養費制度

７）－２



高額療養費制度の自己負担限度額
年齢や所得によって、高額療養費制度の自己負担限度額は変わってきます。

7
0
歳

未
満

7
0
歳

以
上

高額療養費の適用が
直近１２カ月で4回以上

になると、
４回目以降は、

さらに負担が軽くなります

７）－３



高額医療費貸付制度　税金の医療費控除　障害年
金

相談窓口
高額療養費制度と同様

税務署

厚生年金 年金事務所

共済組合 共済組合の窓口、
年金事務所

国民年金
市町村役場の年金
窓口、年金事務所

相談窓口

相談窓口

高額療養費制度が支給されるまでの間、医療費の支払い
に充てるためのお金を無利子で借りることができます。

高額医療費貸付制度

年間の医療費の自己負担が一定金額を超えた場合、
確定申告により所得税が減税される場合があります。
また身体障害者認定があると、障害者控除も適用されます
。

税金の医療費控除

年金に加入している間に、病気・ケガで障害のある状態に
なった場合、認定された等級に応じて年金が支払われます
。

障害年金

７）－４



介護保険　身体障害者福祉制度

要支援・要介護認定に応じて、訪問リハビリテーションや
訪問介護などのさまざまな介護サービスが受けられます。

「身体障害者手帳」が交付されると、認定された等級に
応じて、福祉サービスを受けられます。自治体によって異なり
ますが、公共交通機関の割引や、所得税・住民税の減免、
生活用具・装具の支給などがあります。 

相談窓口
市町村役場、
福祉事務所の窓口

相談窓口
市町村役場、
福祉事務所の窓口

介護保険

身体障害者福祉制度

７）－５



リウマチ体操をしましょう
関節リウマチ治療を行う上で、関節を動かし
筋力を鍛える運動をすることも大切です。

リウマチ体操を、無理をしない程度に毎日
続けましょう。

・　上半身 の運動
・　下半身 の運動
・　体　幹 の運動
・　腹　筋 の運動

１０）－１



リハビリ特化型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
静岡市葵区北安東2-28-8
( 054-294-8358

「ずっと歩き続けること！！」が
三宅整形外科のテーマです。
介護保険を持っている方に
新しく北安東で運動療法を
受けられる施設を始めます。

3時間のリハビリです

午前の部　 9：00～12：00

午後の部　13：30～16：30



リハビリ （日常生活動作訓練）

①筋力トレーニング　　（パワーマシン）
②柔軟性トレーニング　（ストレッチベンチなど）
③持久力トレーニング　（バイク運動）
④ 体幹トレーニング　（理学療法士）
⑤痛みをやわらげる　（ホットパック）
⑥集団体操



三宅整形外科医院　三宅信昌
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