
リハ医の思い   第 2回    総合リハビリセンター   生芝 幸夫 

 変形性膝関節症              

  運動療法と『ダイエット（50％くらいは必ず成功するリハビリ的秘訣）』  

                

 中高年で一番多い膝の痛みは「変形性膝関節症」（以下、膝 OA）です。NHK

の医療番組「きょうの健康」（E テレ、月〜木の 20 時 30 分から 15 分間、お薦

めです。）の 2017 年 7 月の特集でも『これで改善！ひざの痛み 徹底対策』と

題してそのほとんどが「膝 OA」に関するものでした。 

 その４日間の特集の内容は、1 日目が「その痛み 原因は？」、2 日目は「痛み

をとる運動」、3 日目は「薬と装具」、4 日目は「手術」でした。この構成（割合、

分担）は 2014 年、2016 年の「膝痛の特集」でもほぼ同じでした。これは膝 OA

の痛みに関する診療の約４分の１は「運動（＝リハビリ）に関するもの」と言っ

ていいのでしょう。膝にかかる負担軽減のための「減量」（体重減少）に必要な

運動も含めるとさらにリハビリの重要性がわかるでしょう。 

 以下順に４日間の内容の解説（おさらい）をします。 

 一日目は「痛みの原因、病態を良く理解」することでした。（ゲームやスポー

ツでも対戦相手をよく理解、研究することが勝利につながる事と似ています。）

原因を一言で言うと「加齢や肥満で膝にかかる負担が大きくなり、軟骨がすり減

り、半月板が傷むこと」です。これに加え、運動不足による筋肉の衰え、膝の酷

使、（スポーツなどによる）ケガの後遺症、O 脚などが挙げられています。 

 二日目は運動療法。その必要性と効果と実際の運動に関してでした。膝が痛い

と、つい安静にしがち。動かないでいると膝を支える筋力が低下し、膝関節への

負担が増え、痛みが悪化する。するとさらに動きたくなり、膝の状態は悪循環に

陥っていきます。そこで、運動をすると膝を支える筋力がアップし、膝への負担

が軽くなり、痛みが軽くなると運動しやすくなり、筋力で膝が安定する、と好循

環が生まれます。また運動すると痛みを起こす炎症物質が減少し、かつ炎症を抑



える抗炎症物質も産生されるそうです。さらに運動によって筋肉からマイオカ

インと言うホルモンが産生され、これが筋肉を太くし、骨を強くし、さらに脂肪

を分解するそうです。これらが、物理的にも、科学的にも運動が大切な理由です。

実際に運動による痛みの改善は、「痛み止めの薬を飲むのと同等の効果」がある

ことがわかっています。 

 太ももの前にある「大腿四頭筋」に負荷をかける「筋力トレーニング」（以下

筋トレ）と、（水中）ウォーキングや自転車こぎなどの「有酸素運動」が良いと

されています。痛みの程度や年齢にほとんど関係なく有効とされています。（軟

骨が増える、痛みがゼロになるということではありません。）極端なことを言え

ば、痛みのための歩行困難は手術で治せますが、筋力低下（廃用状態）による歩

行困難は手術をしても治りません。 

 筋トレに関しては、理学療法士により「スクワット運動」（立った位置からお

尻を後ろに引いて膝を（60 度〜90 度）曲げていき、椅子に腰を下ろす直前のよ

うな姿勢から、ゆっくり立ち上がる運動）と、「下肢伸展挙上」（仰向けで寝た状

態から片方の膝は曲げて支えとして、もう一方の膝をしっかり伸ばし太ももに

力を込めて約 10〜20cm 挙上して数秒止める運動）が紹介されました。痛みの

範囲内で「ゆっくり」やること基本ですが、不安な人には、正しいやり方を整形

外科医や理学療法士が指導しますので、整形外科かリハビリ科を受診して下さ

い。大切なのは続けること、少なくとも１〜３ヶ月は続けましょう。勉強でもス

ポーツでもリハビリでも続けることが大切です。よく言われる様に、『継続は力』

です。ある程度の「努力」「頑張ろうとする継続的意志」が必要です。個人的に

は、簡単ですぐに効果が出るような運動などはあるはずがなく、よく「重症の人

でも高齢者でも簡単にできる効果的運動」などと紹介されているものがありま

すが、そんなものですぐ確実な効果が出れば、本当のリハビリも手術もいらなく

なると思っています。 

 『肥満』のある人は『減量』が大切です。物理的に膝にかかる負担が増えるだ



けでなく、内蔵脂肪細胞が分泌する（メタボリックシンドロームに関与する）ア

ディポカインが軟骨を変化させ炎症を起こすそうです。いわゆる『ダイエット』

は単に体重を減らすことではなく、主に食事制限と、それと並行して前述の運動

を続けることで『脂肪を減らす』ことです。これは少し長くなるので最後にまわ

します。 

 三日目は 薬と装具です。ところがいきなり冒頭で「OA の治療の基本は、運

動療法です。」と説明があり、薬や装具は、痛みが強くて運動が始められない時

に一時的に使うとのことです。 

 薬の処方には痛みの強さや、年齢、持病などが考慮されます。中等度までの痛

みには、非ステロイド性消炎鎮痛薬（いわゆる一般に言われる痛み止め）、アセ

トアミノフェン（副作用が少ない）など。強い痛みがある場合は、オピオイド（脳

や脊髄に作用するので鎮痛効果が強いが、副作用が少なくない）や、最近では膝

痛や腰痛にも効果のある「抗うつ薬」が考慮されます。それぞれ特徴（効力、副

作用など）があるので用法を必ず守ってください。内服以外には貼り薬や塗り

薬、それと関節内に注射するヒアルロン酸、ステロイドなどもあります。個人的

には、全身に影響の少ない局所療法として、あるいは痛みの程度を判断する意味

で、好んで使っています。 

 装具は主に「足底板」と「サポーター」です。足底板は、足の裏に装着したり、

靴の中に入れて、O 脚で膝の内側の軟骨に大きな負荷がかかっている場合、足

底板の外側に厚みをつけて、荷重による負荷を膝全体に分散させるものです。サ

ポーターは、筋力低下などで膝にぐらつきがある時などは、支柱が入っていて膝

がしっかり固定されるものが良いです。多少の変形矯正効果や保温効果もあり

ます。 

 薬も装具も市販のものもありますが、短期間試して効果のない場合は整形外

科で相談してください。 

 四日目は、手術。関節鏡手術、骨切り術、人工関節置換術などがあげられまし



た。関節鏡手術は、比較的軽症の場合で、小さな切開孔から内視鏡を入れ、「関

節の中に散らばった軟骨や半月板のかけらをきれいに取り除く」もので、適して

いる人には、体への負担が小さい上に効果も大変あります。骨切り術は、主に O

脚で内側の軟骨が傷んでいる比較的若い人に行います。この術式の選択には整

形外科の中でも、特に膝関節の専門医との相談が必要です。本来の関節が残ると

いう最大の利点がありますが、一度骨を切断するので術後は、例えると骨折して

手術をした時のような経過になります。人口膝関節置換術は、軟骨がほとんどな

くなった重症の、主に 60 歳以上の人が対象です。術前の痛みはなくなり、きち

んとリハビリすれば、旅行やゴルフ、軽めのテニスなどは許可されます。入れた

器械の耐用年数は 20〜30 年です。ほとんどの場合、正座、和式トイレなどの膝

を深く曲げる動作ができなくなりますが、人工膝の手術を受ける人は元々正座

ができない人がほとんどなので、術後の初回外来受診時には「正座ができなくな

って困った。」と言われることはなく、「このくらいの体への負担、リハビリ、術

後経過ならもっと早く手術を受ければよかった。」と笑顔で感謝されることがほ

とんどです。 

 それぞれの手術で痛みがよくなったら、それで終わりではなく、ここでも、最

後の最後に、リハビリ（二日目に出てきた運動や散歩）を続けることが大切です

と結んでいました。 

  

 最後に『ダイエット』の話です。本題です・・・「ダイエット」はやせること、

と最近は一般に思われていますが、本来の意味は『食事療法（食べるものを選択

する・カロリーを制限する）』のことだったと思います。だから、「腹部にゴムチ

ューブを巻くだけダイエット」などは大間違い！ですが、「言葉は生き物」であ

り時代の流れでその使い方が変わり、容認されていくことが多いです。が、そん

な事は十二分にわかっている、わかっているが自分が生きている間は「正しい言

葉使い」を意地でも押し通したい、とも思います。「意地」は国語辞典を引くと



「善悪に関わらず自分の考えを押し通すこと」などと書かれていることがあり

ますが、この世のどこの誰が「自分の考えは悪だ」とわかっていてそれを押し通

す人がいるでしょうか。意地とは『自分の考えは正しい、正しいと心から信じる

が、今の世の中には受け入れられそうもない。受け入れられないとはわかってい

るが、自分の考え、態度を変えないことで、自分ではよしとする。（佐藤忠男）』

ことだと思っています。食事が大切・・・ 

 「肥満」に対するダイエット、減量の本質は「脂肪」を減らすことです（筋肉

や骨が痩せてはいけません）。これにも「運動」が必要となってきます。膝 OA

の治療目的なら「リハビリ」と言えます。ウォーキング、自転車こぎなどの「有

酸素運動」で脂肪を燃焼させることと、「筋トレ」で「（基礎代謝として脂肪を燃

焼してくれる）筋肉の量」を増やすことで脂肪減少が可能になります。 

 しかし減量には、実際には運動にも増して、本来の「ダイエット」の意味であ

る食事療法（カロリー制限）が、四分六、いや二対八以上で重要です。というの

は 40〜50 分のジョギングの消費カロリー（約 300〜400kcal）と、何もつけない

食パン２枚かカップ麺１杯が同じだからです。運動だけで脂肪を減らそうとす

ると、単純計算で、毎日ジョギング約 30 分、１ヶ月でだいたい 7200kcal 消費で

脂肪１kg 弱減少、半年続けれて約６kg 減です。効率が良いか悪いかは考え方次

第ですかね。また本当の意味で『筋肉量』を増やす「筋肥大」にはそれ相当の負

荷（重量）と回数・セット数と多めのタンパク質摂取が必要になります。長時間

の有酸素運動やきつい筋トレを続けるのは、運動に慣れたよほどの真面目で頑

張り屋でないとかなり困難なので、いわゆる『ダイエット』には食事制限（カロ

リー制限）が必要で大切なのです。 

 そのために、「食事を抜く、炭水化物を取らない、あるものだけを食べる」、そ

して、それをずっと続けることなどは、栄養学的に（常識的にも！）「おかしい、

不自然、無理なこと」だ、というのはなんとなくわかることで、食事の回数、バ

ランスは変えないで、『ダイエットが必要な人が普段、習慣として食べている量』



を『少し』だけ減らして（できれば自分の身長、仕事内容から、必要カロリーを

計算して、知っておく。例えば、身長 160cm で軽作業であれば約 1700kcal。 ）、

そして、それを３ヶ月、６ヶ月と『続ける』ことです。「１ヶ月！で 10 キロ減、

ウエスト 10 センチ減」などと言う方法の宣伝文句を時に見かけますが、ここで

はコメントを控えます。何かの理由でそうなりたいのなら、ダイエットを謳う業

者に相談してください。話を戻すと、わずかなカロリー制限でもそれを続けるこ

とです。実際、病気やケガで入院した人、その人が明らかに「太って」いて、痩

せたいとおもっていたら、その人の年齢性別身長などから計算されたカロリー

の『入院食』以外「間食厳禁！」とし、それを守ってくれると約１ヶ月で大体３

（〜５）kg 前後体重が減ります。悲しいことに退院１ヶ月後の外来時には、大

概きちんと元に戻っています。肥満は間違いなく生活習慣なのでしょう。そのお

やつ、その一口を我慢するのです、それだけでいいのです。それを３ヶ月！（ダ

イエットを真面目に考えるようになると、食べ物のカロリーを考えるようにな

ります。そうすると、おやつ、特に甘いもの、「スイーツ」のカロリーのなんと

高いこと。コンビニに行ったら、試しにショートケーキや菓子パン類を手にとっ

て、そこにほぼ必ず表示されているカロリーを確認してください。小さめのご飯

茶碗軽く一杯のご飯 100g＝約 160kcal と比較してみてください。） 

 半年、1 年経って目標とする減量ができたら、その時食べればいいのです。一

生食べられない、食べてはいけないのではないのです。「食事制限と運動の習慣」

がある程度に身についたら、ときどき「腹一杯」食べてもいいのです。本当はス

マートに成れたことがご褒美なのでしょうが、それとは別に本当のご褒美とし

て食べたかったものを、大好きなものを食べていいのです。大好きなものはその

ように食べた方がより美味しく感じられるでしょう。（食べられた方も食べ物冥

利につきるでしょう。）大丈夫です、半年〜1年かけて３〜５kg減量できた人は、

そのくらいで、一気に体重が増えることはないし、『習慣』が崩れません。 

 「私は水だけでも、空気を吸っても、太ってしまうから・・・痩せられない。」



という人がいますが、それは広い意味での「エネルギーの保存の法則」、絶対真

理の「物理の法則」に反します。「無から有」、空気や水から脂肪はできません。

摂取カロリーと消費カロリーの関係は、車で言えば、「入れたがガソリンの量と、

走った距離」の関係です。走ればガソリンは必ず減ります、ガソリンを入れなけ

れば増えません。いわゆる「燃費の差」、人で言えば「体質や、痩せにくさ」は

けっして否定できないものですが、入れたガソリンと走行距離の関係は一定で

す。「食事量」＜「仕事量（運動量＋基礎代謝量など）」で「脂肪量減少」が可能

になります。『少しの食事制限と自分にできる運動をコツコツ続ければ、確実に減

量（脂肪減少）できる』のです。それと同時に、ちょっと自分に対する自信もで

きるでしょう。続けることです。やめないことです。  

 ここで、少し問題になるのが、（自分のダイエットにとっては一番難題だった）

「食事」は『個人の単なる栄養摂取の手段』だけではない、「一家団欒」、「コミュ

ニケーション」、「儀式」などの役割が多いこと、そしてさらに日本人にとって大

きな障害になるのが『もったいない』という感情、出されものを残すという罪悪

感。前者には、はっきりと「医者に検査の数値（血圧、血糖、コレステロールな

ど。あるいは膝痛、腰痛。）が予想以上に高い（悪い）ので、半年で体重 5kg 減

量するまで、食事制限をするよう。次回来院時、わずかでも減量できてなければ

（治療を受ける気がないことの意思表示と判断し）レッドカードで一発退場、診

療拒否。今後検査もしないし、薬も出さない、予約もしない。と言われている。」

と宣言することです。こうすれば、家族や本当の友人だったら、おやつや料理や

お酒を無理にすすめることはしないでしょう。勇気を持って、そう言ってみてく

ださい。さらに「もったいない」と思ったら、かなり譲歩して「本来残すべき量

の半分だけ食べて」、あとは天地神仏、生産者に心で詫びて、「これで肥満、病気、

膝痛になったら、その治療に必要な薬品を作る費用、資源の方が（捨なければな

らない食品の生産費用より）が高くつく。」と言い訳して、片手で拝み、もう一

方の手で思い切って捨ててください。「もったいない」が身についている人には、



初めはある程度の勇気が必要ですが、やろうと思えばできます。勇気を出しまし

ょう、お金より健康第一ですよ・・・・・ 

 そして同時に「有酸素運動」と思って小まめに動く、歩くことを毎日心がける。

あらたまって散歩、ジョギングをする時間がなかったら、おっくうだったら、仕

事場や買い物で少しだけ遠回りするのです。その時、ちょっとだけ早歩き、大股

歩きを入れるのです。それと基礎代謝が落ちないように筋トレも少しやってく

ださい。スクワット（膝を目標とする角度に曲げてから立ち上がる運動）、腕立

て伏せ、腹筋・背筋運動を、それぞれ 10 回〜20 回、それなりに「自分にとって

少しきつい」やり方で、ゆっくりやる。筋トレは週２回でいいのです、それを続

けることです。真面目に続けると１〜２ヶ月で少し楽になるので、腹筋だったら

ペットボトルを持って。腕立て伏せだったら重心を左右どちらかに寄せて、片腕

の負荷を増やす（究極には片手で）。重いダンベル、バーベルがなくても工夫で

かなりまで行けます。実際には効果的な筋トレ、それによる筋肉量アップ（筋肥

大）は案外難しいので、現実的には、少し筋肉をつけそれを維持する、という考

えで良いと思います。カロリー計算と同じで、筋トレを続けていくと、効果的な

（本当に筋肥大する）方法に興味が湧いてきます。 

 『減量』といえばボクサーですが、「何としても、絶対に世界チャンピオンに

なる！」という目標があるから耐えられるのです。数ヶ月〜1 年で、３キロ、５

キロ、１０キロと目標を持つことです。挑戦者に勝つことよりも、まず「自分に

勝つこと」だそうです。実際には本当にチャンピオンやスーパーモデルになるわ

けではないので、自分のペースでいいのです。マラソンに例えてもいいでしょ

う。記録を狙う必要はないのです、辛くなったら、苦しくなったら、歩いても、

休んでもいいのです。諦めないで、棄権しないで、また走り出すのです（歩き、

でもいいのです、止まったままでなければ）。ゴールを目指して前に進むのです。 

 くじけそうな人は、まわりに口に出して宣言したり、友人と一緒に続けるのも

良いでしょう。受験生や大会を目指す選手の気持ちになる事も良いでしょう。勉



強、スポーツが１ヶ月で完成することはありません。半年、1 年、ダメだったら

もう 1 年続けるのです。１つ１つは小さなことで、それの積み重ねです。それし

かないのでは、と思います・・・・・自分の子供が受験生だったら、大事な人が

病気や怪我で入院したら、そう思って・・・合格、無事を祈って、『願掛け』し

て、ダイエットするのです。それでも頻回におやつを我慢できず、また常に２階

まで行くのにエレベーターを使うようだったら、「自分は思いやりのない、不人

情なダメ人間だ」と思って猛反省してください。あなたの大切な人が一生懸命頑

張っている、苦しんでいるのですよ・・・・・本心から、本当の本気で、心の一

番深いところから『健康になるんだ、膝痛・腰痛を治すんだ、スマートになるん

だ！』と思うことです。できるまで、実現するまで、強く思い続けることです。

「小さなことを続ける」それが一番簡単で一番の近道で確実な事だと思います。 

 もし 1 年でダメだったら、2 年、3 年、5 年。それでも、減らなければ、あな

たの遺伝子、全ゲノムを調べましょう。「食事を減らして、運動を増やしても、

それを続けても脂肪が全く減らない」あなたの遺伝子配列は、今後のエネルギー

資源の開発研究に非常に役立つもの、人類を救うものになるでしょう・・・・・ 

 筋肉を使えば、いわゆるダイエットになり、筋肉と骨・軟骨も強くなり、まさ

に『金』肉！それに対し脂肪は関節軟骨をも障害し、寝たきりや命に関わる心筋

梗塞や脳梗塞の原因となる「動脈硬化」に直結し、まさしく『死亡』細胞です・・・ 

  

 最後に、自分の実体験を（10 年で約 15kg 減のゆる〜いダイエット物語）。私

はスポーツ（柔道、空手、草野球）をしていた二十代の頃までは 170cm、約 78kg

でした。医者になって 30〜40 歳代は 168 センチ、82〜84 キロ、50 歳になると

多食多飲、運動不足、多忙その他によるストレスで血圧がしばらく 180／100（最

高記録は 230／120）になり頭重感、だるさがひどくなり（体重も 85〜86kg）、

内科の先生に相談したところ、（優しく何か良いアドバイスを期待したのですが）

「・・・薬より、まず痩せたら・・・・・」と、蔑（さげす）むような目で見ら



れたのです。その時、なぜか腹が立つより、胸がキューンとなり、妙に寂しい気

持ちになったのです。高血圧が続く恐怖より、なぜか人格を否定されたような気

持ちになりショックだったのです。その時から『ダイエット』を始め、続け、今

は 70kg（年齢＋アルファで身長は現在 165cm を切りました。）を維持してます。 

 どのようにしたかといえば、それまでは好きなだけ食べていた（宴会では隣の

人の分まで食べていた）のをやめ、ご飯を少なめによそって、大皿に乗っている

ものに手を伸ばすのは最小限にし、元々好きだった生野菜をより多く食べ満腹

感を得て、お酒は（可及的に）一日おきにし（本来アルコールはそれほど悪者で

はなく、同時に取ってしまうおつまみが犯人だそうです。なんと小袋一杯のピー

ナツ入り柿の種 40g が約 220kcal＝普通によそったご飯茶碗一杯分弱！）、それ

を続けました。運動は、１週間に２〜7 回犬の散歩（20 分〜60 分、日曜は１〜

2 キロのアンクルウェイトを着けて）、週２回の筋トレ（ダンベル 3 キロ〜20 キ

ロのもので、８〜12 種目）、畳にすわった時に暇があれば必ずストレッチをしま

した。２〜3 年で５〜６kg 減りました。空腹感に襲われたら・・・「我慢」です！。

実際には２〜3 回に 1 回はちょっとおやつを食べました。どうしても眠くなっ

た受験生が軽く「仮眠」するようなものです。健さんのようなストイックさはな

く、飛雄馬のように瞳の奥まで燃えることもなく、力石のように命をかけること

もなく、「少し食事を減らして、少し運動を増やす、これを続ければ、いわゆるエ

ネルギー保存の法則で必ず減量できる」と信じていました。その後１〜2 年停滞

期がありましたが、諦めずに続けると徐々に減って 72〜74kg になり、また少し

停滞。（この間、必ず日に３回食事して、酒の席は普通に出て、月に 1 回くらい

はカレーライス３倍食べてました。） 

 三年前腰椎を悪くし、手術で約１ヶ月入院したところ、病院食だけ食べていた

ら何と本当に３kg 減ったのです。単純計算をすると、入院前の平均食事量から、

毎食ロールパン１個か食パン半分か茶碗のご飯 1／３（約 80kcal）減らしていた

ことになります。割と美味しい食事でかつあまり空腹感は感じませんでした。



（食べたくてもおやつが手元に無かったのも良かったのでしょう。）退院後しば

らく筋トレはできなかったので、犬の散歩の回数と距離を増やしました。食事は

朝、晩は家族でしっかり取るので、職場での昼職を軽めに（必ず 400〜500kcal

以内に。空腹時は時々ビスケットやせんべい 1〜２枚）してしました。（月 1 度

のカレーライス３倍はやめて、カツカレー一杯に変更）今はそれを維持できてま

す。理想体重は計算すると約 60kg で、今の BMI は 26。あと 4kg 減量すると

BMI が 25 を切り、ギリギリ肥満の定義を下回る（ウエストも多分 85 センチを

切りメタボも完全に脱出する）ので・・・年内に 68kg、来年三月末までに 66kg

にする！と宣言してみようかなぁ〜・・・筋トレを増やして、晩酌のおつまみと

空腹時のおやつを減らせばできるだろう・・・やるぞ・・・・・ 
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