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抄　録

　先天性上肢欠損児に対する早期の義手装着の利点として，義手の機能や外観を受け入れやすくなり，両手動作

による成長の促進に寄与する。しかし上肢欠損児の場合は，義手を使用せず残存機能を利用する。一方で，小学

校では 1 学年から両手を使う跳び箱動作や縄跳びおよび鉄棒動作が学習指導に盛り込まれている。併せて，保護

者と児からは，自転車操作の希望も寄せられた。

　本研究では，先天性左前腕欠損児の就学前から現在（小学 3 年生）までの就学環境に必要となる両手動作のう

ち，自転車操作，縄跳び，跳び箱および鉄棒に着目して，個々の動作に対応した自助具（義手）の作製および提

供を行った。それらを使用した際の動作解析などによる効果検証を行い自助具（義手）の有効性を認めた。

小児期の身体活動は健全な成長に必要不可欠であるため，今後も自助具（義手）の修理など児の成長に対応した

フォローアップを継続することが重要であると考える。
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　先ず，本稿で述べる自助具の試作・提供に関しては

対象女児に著者らが係わってきた，2013 年から現在

までの経緯であることを記しておく。

　なお，本論文に関連し，開示すべき COI 関係にあ

る企業などはない。

【はじめに】

　伊藤ら 1）は，先天性上肢欠損児に対する早期から

の義手の装着の利点として，義手の機能や外観を受け

入れやすくなり，バランスを改善することができると

述べている。しかしながら，児はその成長過程におい

て上肢欠損及び義手の使用に関してさまざまな精神

的，社会的な問題に直面する。具体的には，①義手の

部品の入手が困難，②義手訓練と学校や塾などの時間

調整，③両親・周囲の教育方針，④環境の変化，教師・

友人の言動が心理面や義手使用に影響する 2）などで

ある。そのため，幼児期から思春期の年齢層が，義手

を継続的に使用していくことは容易ではない。とくに，

喪失の感覚を持っていない 3）先天性上肢欠損児の場

合は，両手の活動に必要な代償動作を無意識のうちに

獲得し，義手を使用しなくとも，残存機能を利用し日

常生活を行うことが多い。

　しかし，児が成長するにつれてライフスタイルは変

容し，代償動作だけでは獲得が困難な様々な動作を要

求されるようになる。小学校学習指導要領解説・体

育編 4）の第 1 学年及び第 2 学年の目標及び内容には，

体つくり運動の一つとして，縄跳びを用いた連続両足

跳びをすることが挙げられている。また器具・機械を

使っての運動遊びとして，跳び箱を使った跳び乗りや

跳び下り，手を着いてのまたぎ乗りや跳び乗りをする

ことが挙げられており，両手動作を必要とする学習指

導が小学校の第 1 学年から行われていることが分か

る。そこで，児に対して義手や自助具の提供を行うこ

とで，今まで行うことができなかった動作を獲得する

ことができれば，成長に伴い変化する学校での学習内

容やライフスタイルにも対応していくことができる。

このことは児の精神発達においても有効であると言え

る。

　また，ボディ・イメージは 7 歳頃までに形成される 5）

とされていることから，就学前の児に対して，義手や

自助具を提供することがボディ・イメージの形成を促

すのではないかと考えた。今回，先天性左前腕欠損の

女児に対し，ニーズやデマンドに合わせた自助具を作

製・提供した症例を経験したので，報告する。

【目的】

　児及び家族への聞き取り調査と学習指導要領の内容

から，就学後は縄跳び動作と跳び箱動作および鉄棒動

作が必要になると判断した。加えて，児の希望として

の自転車操作動作が挙げられた。縄跳びや跳び箱用お

よび鉄棒用の自助具の提供により，様々な両手動作が

獲得されれば，それが成功体験となり，今後も自助具

や義手（将来的には筋電制御電動義手を目標とする）

を使用した両手動作の獲得に取り組みやすくなる。ま

た，自助具や義手の使用によって新たな動作を獲得す

ることができれば，片手では困難な動作をする場面に

直面した際に，動作の幅が広がるだけでなく，児やそ

の家族の QOL の向上および欠損肢に対する受容に繋

がると考えた。そこで本研究では，成長に合わせた自

助具を提供することで，片手では行うことが困難な動

作や今まで諦めていた動作の獲得を目指すこととし

た。

　なお，本稿では自助具を一種の作業用義手と捉える

こととした。

【対象と現症】

1）対象 : 先天性左前腕欠損女児である。

2）現症：左前腕断端の状態は良好で，断端末には手

指に値するものと思われる小さな突起を認めた（図

1）。断端末に感覚障害はなく，肘関節は随意屈曲・伸

展方が可能であった。欠損側の上腕骨外側上顆から断

端末までは 8cm，健側の上腕骨外側上顆から橈骨茎状

突起までは 18cm で健側の 44% と短断端であった。

3）義手：3 歳時に処方された装飾用義手が，成長に

伴い適合しなくなったため，再作成。5 歳時にフック

タイプの随意開き体内力源能動義手を処方された（図

2）。

4）日常生活における両手動作：基本的には健側上肢

と欠損肢を用いて行っていた。実施困難な動作は鉄棒，

縄跳び，自転車の運転，靴紐やエプロンの紐を結ぶ動

作であった。

　なお，本自助具の作製と提供については，対象児及

びその保護者の希望に対し，事前に研究（自助具の製

作）の趣旨について説明を行い，参加の同意を得た上

図１　対象女児の左前腕断端
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で行った。

【方法および結果】

　児および保護者への聞き取り調査と学習指導要領の

内容を検討した結果，第 1 に縄跳び動作，第 2 に跳び

箱動作，第 3 に自転車操作動作および第 4 に鉄棒動作

が必要であると判断した。そこで，各動作に対応する

自助具（義手）を考案・作製し，提供することとした。

１．縄跳び用自助具の提供

1-1．プロトタイプの作製

　幼稚園時での縄跳び練習については，装飾用義手に

縄跳びを固定していたが，重くて回すことができな

かった。次いで欠損肢に縄跳びの持ち手を直接リスト

バンドで固定していたが，回すうちに持ち手が外れる

ため連続動作が困難であった。

　そこで，これらの問題点を改善したプロトタイプの

作製を行った。断端部に装着するソケットには熱可塑

性樹脂を用い，ソケットと縄跳びの持ち手の固定部分

に関してはプラスチック板を用いることで軽量化を

図った。プロトタイプの総重量は 43g である。また，

健常人による縄跳び動作の動作観察の結果，主に手関

節を回転することで，縄の前方への回旋が引き起こさ

れていることから，プラスチック板と縄跳びの持ち手

の固定部分に角度調節機能（ダイヤルロック機構）を

付与し，縄が回旋しやすい角度に児が任意で調整でき

るようにした（図 3）。プロトタイプ装着時の児を図 4
に示す。

　プロトタイプ装着による縄跳び動作では，上肢と縄

を振り下ろす際に，右肘関節は完全伸展しているのに

対し，左肘関節は屈曲位であり，上肢を振り下ろすス

ピードが左右で異なっていた（図 5）。また，使用時

には角度調節用具に縄の引っ掛かりを認めた。これら

の解消を目指して改良型を工夫した。

1-2．改良型縄跳び用自助具の作製及び提供

　ソケットには，プロトタイプと同様に熱可塑性樹脂

を用いた。健常児における縄跳び動作を分析すると，

手関節や縄部の回旋要素を認めた。そこで，手関節部

には ST 回転アイプレート（図 6）を用い回旋の誘導

を図った。前腕部については直径 38mm の硬質塩化ビ

ニール管を用いて健側の前腕長と同じになるように調

節した（図 7）。総重量は 124g である。

図２　5 歳時に処方された体内力源能動義手の操作練習 図３　プロトタイプ縄跳び用自助具

図４　プロトタイプを装着

図５　プロトタイプ装着時の縄跳び動作
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　図 8 は改良した縄跳び用自助具を装着した縄跳び動

作である。上肢と縄を振り下ろす動作の際の左右非対

称な動きが改善され，縄の引っ掛かりも無くなり，円

滑な縄跳び動作の遂行が認められた。

２．跳び箱用自助具（義手）に関して

2-1．跳び箱動作の動作分析

　一般的に，跳び箱運動は①助走，②予備踏切，③踏切，

④第一空中局面，⑤着手，⑥第二空中局面，⑦着地の

運動局面に分けて捉えることができる 6）とされてい

る。そこで，児の跳び箱動作を確認するために，跳び

箱（W35 × D60 × H33cm）を用いて，児の開脚跳び

の動作観察を行った。その際，着手時に欠損肢の前腕

全体で支持していた。そのため，体幹及び上肢が左右

非対称な動きになり，着手後の前方への推進力が働か

ず，跳び箱上に着地していた。また，着手の位置が児

に近いことも跳び箱を跳び越すことが出来ない要因の

一つと考えた（図 9）。

2-2．跳び箱用自助具（義手）の作製及び提供

　健常児の跳び箱動作の動作観察をもとに跳び箱用自

助具を考案・作製した。（なお，跳び箱用自助具の作

製にあたり断端末への荷重で痛みが生じないことを事

図６　ST 回転アイプレート

図７　改良型縄跳び用自助具（義手）

図８　改良型縄跳びによる一連の縄跳び動作

図９　自助具なしでの跳び箱動作
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前に確認した。）

　ソケットは断端末とソケットの間に空間を設け断

端末荷重痛の発生を避けた。前腕部については直径

38mm の硬質塩ビパイプを用いた。ターミナルデバイ

スとしての跳び箱との接地面については，重心の前方

移動を誘導するために，ロッカーソールの機構を用い

た。ターミナルデバイスとソケット間は硬質塩化ビ

ニール管を用い長さの補正を行った。（図 10）。

　跳び箱用自助具を装着した際の児の開脚跳びでは，

以前より前方への着手が可能となった。また，両上肢

での支持により第 1 空中局面で大きな跳躍動作が可能

となった（図 11）。

３．自転車操作用自助具

　自転車操作用には二つの自助具が必要と考えた。す

なわち，ハンドル操作用の自助具およびブレーキ操作

用自助具である。ハンドル操作に必要な要件として，

長さの補正とハンドルの制御の 2 点を満足することで

ある。また，ブレーキ操作に関しては健側一上肢で前

後のブレーキを制御する必要がある。

3-1．ハンドル操作用自助具

　義手を使用してのハンドルを把持してのハンドル操

作も考えられるが，自転車の転倒時に瞬時にハンドル

を離すことができず，大きな事故につながる可能性が

ある。断端の力を伝達できかつ，容易に自助具を離せ

ることを主眼に以下の構造の自助具を作製した。

　自助具は，長さの補正と断端による力源の伝達がで

き，柔らかく動く，換言すれば手関節機能を持たせる

ために，フレキシブルホースとハンドルの接合部に継

手を付した。転倒時に素早く断端を離すことができる

ように，ソケット部は，市販のポリ塩化ビニールのラッ

パ（漏斗状）を使用した（図 12）。

3-2．ブレーキ操作用自助具

　ブレーキ操作であるが，右健側でのブレーキレバー

操作では通常前輪のみにかかり，急なブレーキングで

転倒の危険性が生じる。そこで，2 サイクルモータバ

イクのガソリンとエンジンオイルの二つを制御する部

品を改良して活用することで，右健側でのブレーキレ

バーの操作で前後輪に同時にブレーキがかかるように

工夫した（図 13）。

図 10　作製した跳び箱用自助具（義手）

図 11　跳び箱用自助具を装着しての一連の跳び箱動作

図 12　自転車ハンドル操作用自助具
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４．鉄棒用自助具（義手）（以下，鉄棒用義手とする）

　対応する鉄棒動作は，ぶら下がり動作と鉄棒上での

上肢支持動作に置いた。そこで，鉄棒用義手を考察し

たとき，必要な機能としては，欠損部の長さの補正と

ぶら下がりの際の体重負荷に対する対応および鉄棒上

での体重支持の際の体重支持がある。

4-1．鉄棒用自助具（義手）の作製

　鉄棒用義手の製作にあたり，児の肩関節および肘関

節の可動域と体重に対する支持性が確保されている点

と断端部に痛みがない点を事前に確認した。（具体的

な義手の構造として，ソケットを装着した時は前腕回

内外中間位とし，それに対してターミナルデバイスは

90°回内位とした。手関節部は固定とし，手部は鉄棒

を引っ掛けることができる形状で作製した。）

　鉄棒用義肢の作製にあたり次の 5 点に重点を置い

た。すなわち，①ソケットと前腕の適合性，②欠損に

よる左右の前腕長差の軽減，③手部と鉄棒の接触性，

④成長による前腕長の変化への対応の簡略化，⑤安価

な製作費，とした。

①のソケットと前腕の接合性についてはミュンス

ター型顆上部支持式自己懸垂型前腕ソケットで製

作を行った。

②の自助具による左右差の軽減についてはソケット

による初期屈曲位を考慮してぶら下がり動作時お

よび鉄棒上での支持動作時で 1cm 長く作製した。

③の手掌部と鉄棒の接触性については手掌部にスポ

ンジゴムを付けることで摩擦の確保を試みた。

④の成長による変化への対応の簡略化については前

腕部の長さを部品交換だけで変更可能にし，持ち

手の向き（順手→
←逆手）を変更しやすいように工

夫した。（また，他の欠損児に使用する場合の基

本的な形としてソケット部分のみ変更すると使用

可能となるようにした。）

⑤の安価な製作については全てホームセンターで購

入可能な材料を使用して安価（千円程度）で作製

した。

　材料と形状について，ソケットは塩化ビニール板を

熱加工して作製し，ぶら下がり動作時に圧迫が大きい

肘部にスポンジゴムをつけて荷重の分散を図った。前

腕部は塩化ビニールパイプを使用して，各部品はネジ

固定した。手部はＴ字型の塩化ビニールパイプを加

工し，手掌部にスポンジゴムをつけた。前腕義手の

寸法は，全長 32cm，手掌部の内径は 5cm，鉄棒を握

る際の母指とその他の指の間は 2.5cm とした。重さは

290g になった（図 14）。

図 13　片手操作ブレーキ

図 14　作製した鉄棒用自助具（義手）

a：前後のブレーキを制御できる自助具 b：ブレーキ自助具を自転車に装着
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4-2．鉄棒動作の検証（鉄棒用義手使用時の女児と健

常女児の動作比較）

4-2-1．鉄棒ぶら下がり動作の分析（図 15）

　鉄棒用義手を使用することで上肢長の左右差が軽減

され，10 秒以上のぶら下がりが可能であった。前後

に 30°程度であれば振り子のように身体を移動させ

ることができた。しかしソケットの形状上，肘関節

60°屈曲位のため，鉄棒と両肩峰を結ぶ線を平行にす

ることが困難であった。代償として鉄棒を把持してい

る両手の間隔で調整していたが，体幹が回旋してしま

うことがあった。また，鉄棒に対して垂直方向に荷重

をかけることが困難であった。そのため，左上肢に比

べ右上肢への荷重が増大していた。鉄棒と鉄棒用義手

の手部の接地面は内側のみ接していた。ぶら下がり時

に疼痛は見られないが，地面に降りた後で肘部に取付

けているスポンジゴムが外れてソケットが抜けてし

まった。

　健常女児と比較すると鉄棒を把持している両手の間

隔が広いことが確認できた。そのため，肩関節外転角

度が小さくなった。前後に振り子のように身体を移動

させる動きでは体幹の回旋が生じた。身体中心はとも

に利き手側によっており，利き手の方がより垂直荷重

を受けていた。このことは対象児と健常女児に共通し

ていた。

4-2-2．鉄棒上での支持（図 16）

　鉄棒用義手を使用することで上肢長の左右差が軽減

され，数秒間の支持が可能になった。しかし前腕がソ

ケットに押し込まれて肘関節周辺に隙間ができ，接合

性の低下がみられた。また，鉄棒ぶら下がり時と同様

でソケットの形状上，肘関節 60°屈曲位のため，鉄

棒と両肩峰を結ぶ線を平行にすることが困難であっ

た。代償として鉄棒を把持している両手の間隔，右肘

関節屈曲角度と体幹前傾による腹部での体重支持で調

整していたが，長時間の保持は困難であった。荷重は

鉄棒に対して垂直方向にかけることが難しく，鉄棒を

把持する位置で調整していた。そのため，右手の方が

左手に比べて体側に近い位置で把持しており，左上肢

に比べ右上肢への荷重が増大していた。鉄棒用義手の

図 15　鉄棒用自助具（義手）使用時の女児と健常な女児のぶら下がり動作

a：自助具使用女児のぶら下がり b：健常女児のぶら下がり

図 16　鉄棒上支持の様子

a：自助具使用女児 b：健常女児の鉄棒上支持の様子
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手部は内側のみが鉄棒に接していた。

　健常女児と比較すると鉄棒上での支持姿勢が左右非

対称となっていた。鉄棒を把持している手の位置では

左右差がみられた。健常女児は体側から左 6.5cm，右

5.0cm と離れた位置で把持している。利き手が右手の

ため，1.5cm 体側に近くを把持することで右上肢の方

が荷重を大きく支えていた。対象女児は右手が体側に

接し，左手は体側から 12cm 離れている。関節角度は

健常女児では左右差は認められないが，対象女児は肩

関節外転角度が大きく，肘関節屈曲が大きくなってい

る。肘関節屈曲については鉄棒用義手の形状上，左右

でも屈曲角度が異なっていた。また，鉄棒用義手の手

指部の回内外角度が固定されているため，肘窩の向き

も異なっていた。

【考察】

　本研究では，先天性左前腕欠損女児の現在及び今後

の就学環境に必要な自助具の提供を行った。

　縄跳び動作については，プロトタイプの改良後，上

肢の左右対称な動きが見られるようになった。改良に

より，自助具の総重量が増加したことで，欠損肢を振

り下ろす際に自助具の重みが遠心性の力として働き，

上肢の左右対称な動きを促したと考える。縄跳び動作

が上肢と下肢の異なる動きを同時に行う協応動作であ

り，幼児期には困難な動作の一つであることが要因と

考えた。今後は自助具を用いた縄跳びの練習とともに，

上下肢の協応動作を獲得する練習プログラムを実施し

ていく必要があると考える。

　跳び箱動作については，跳び箱用自助具を用いたこ

とで，上肢の支持性が向上し，跳躍姿勢の改善と大き

な跳躍動作が確認された。しかし，跳び箱を跳び越え

るには至らなかった。健常児との比較から，欠損児は

上肢による重心の前後移動や体重支持機能が十分に働

いていないため，重心の前方移動が行えず，跳び箱を

跳び越すことが困難であると考えた。このことは，自

助具の改良の必要性だけでなく，着手に必要なバラン

ス能力や筋力が不十分である可能性も示唆するもので

ある。そこで，今後は着手技能の向上を図る運動プロ

グラムも検討していくとともに，全身の身体機能向上

を図っていく必要がある。

　鉄棒動作については，上肢長の左右差を軽減するこ

とでぶら下がり動作と鉄棒上支持動作を獲得できた

が，左右対称の肢位での動作獲得には至らなかった。

これは鉄棒を把持する位置や肩関節・肘関節の角度で

代償が必要となったためである。今後の課題として，

①ソケットの適合性の向上，②鉄棒用義手の肘関節屈

曲角度の減少と前腕部・手指部の角度調節機能の追加，

③片手で簡単に角度調整できる機能の追加である。こ

れらを改善することで左右対称の肢位に近づいて鉄棒

動作の安定に繋がると考える。改善方法としてはシリ

コンライナーを使用することでソケットの支持性を向

上させ，ワンタッチで関節角度が調整できるようにし

たい。そして，前回り・逆上がりの獲得を支援してい

きたい。

　自転車操作動作に関しては，自助具により，前腕の

長さの補正ができ，自助具に手関節に類似した運動が

生じることから，肘関節や肩関節も自由度が高くなり，

体幹の代償動作も軽減された。これに伴い健側主導の

ハンドル操作から，両手動作としてのハンドル操作が

可能となった。併せて，前後輪ブレーキが相まって安

全で効率的な自転車操作ができるようになった。

　自助具の提供は，運動に対する自信すなわち運動有

能感 7）を高め，そのことは，運動意欲を高め，今後

の動作獲得に主体的に取り組めるようになるとされて

いる。このことから，今回の児にとっての自助具提供

は，両上肢のバランス改善に加え，運動意欲の向上に

も有効であったと考える。

　小児期は運動機能の形成に重要な時期である。この

時期の身体活動は，body-image を形成し，社会的な発

図 17　処方された筋電制御電動義手の装着練習

a：両手動作としての運針練習 b：両手動作としての干し物練習
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達と生活習慣を定着させる時期であり，健全な発育や

発達に必要不可欠なものである。今回，ニーズに合っ

た自助具を提供することで運動意欲を引き出し，身体

活動を促進することができた。児の健全な成長を促す

ためには，今後も自助具の修理や友人と一緒に練習で

きる環境設定など児の成長に対応したフォローアップ

を継続することが重要であると考える。

　加えて，2018 年には広島県下で初の小児電動義手

の交付を受けたことを付記しておく（図 17）。

【結論】

1.  本研究では，ボディ・イメージの形成促進，児や

家族の QOL 向上を目的として 5 歳の先天性左前

腕欠損児に自助具を提供した。

2.  縄跳び用自助具の提供により，両上肢のバランス

が改善され，縄の前方回旋が安定した。

3.  跳び箱用自助具の提供により，両上肢での体重支

持と大きな跳躍動作が可能となった。

4.  両手動作の獲得に意欲的に取り組むためには，

ニーズに合った自助具の提供とフォローアップが

重要である。
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Abstract

The early use of prosthetic hands is benefi cial for children with congenital absence or amputation of upper limbs, as they 
become familiar with such devices’ functions and appearances more smoothly than those who begin use later in life. This 
facilitates their bilateral hand movements, consequently promoting their growth. However, in these children, importance 
tends to be attached to the harnessing of their remaining functions, rather than the use of prosthetic hands. On the other hand, 
it is necessary to consider that activities requiring bilateral hand movements, such as box jump, jump rope, and horizontal 
bar, are incorporated into educational programs from the fi rst grade of elementary school. In the present case, a child with 
congenital absence of the left forearm and her parents desired support for these activities, as well as support to be able to ride 
a bicycle.

Among the bilateral hand movements needed for elementary school activities from the preschool period to the third 
grade (present), we focused on those needed for bicycle riding, jump rope, box jump, and horizontal bar to create and offer 
self-help devices (prosthetic hands) corresponding to individual activities. Their usefulness was mainly confi rmed through 
motion analysis.

As physical activities during childhood are indispensable for healthy growth, it may be important to continue following 
up with the child through approaches, such as repairing her self-help devices, in consideration of her growth stage.

Key words: absence of upper-limb, self-devices, upper-limb prostheses, grade school, gymnastic 
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