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脳性麻庫児の居住環境整備についてーその2-
一機器類の導入時期についてー
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脳性麻埠児の生活機器導入の実熊を知るために，肢体不自由児施設および診療所に外来通院している脳性麻輝

児の親と担当セラピストから聞き取り調査を行った。

2歳から23歳までの90名のうち86名96%のケースが一人平均5.6件の機器類を導入していた。機器の種類は移

動用具が最も多く，次いで座位保持用具であった。ほかに食事， トイレ，入浴用具の順で多かった。

導入された時期は，移動関連用具では，乳児期にベビーカ一次いで幼児期にパギーになり，そして歩行器と車

椅子とを導入していた。

産直型四肢麻癖とアテトーゼ型は，車椅子や姿勢保持装置の導入に類似した傾向があり，癌直型両麻癖児は歩

行器，杖，短下肢装具など移動の自立につながる装具などが多かった。

機器類を導入したことによって，日常生活動作の自立度の向上したケースと，重度児では介護度の軽減につな

がったケースがあった。

キーワード:脳性麻痔児，居住環境整備，生活機器，導入時期，実態調査
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はじめに

心身に多様な障害をもっ脳性麻癒児が成長していく

ためには，発達を促進するために，機能を補い身辺処

理動作を助けるためにいくつかの特別に配慮、された機

器や用具などが必要である。それらは，年齢の要素だ

けではなしそれ以上に病型の違いや重度さによる機

能の発達程度の違いによって適用されるo

脳性麻棒児の家庭療育に，特別に配慮された機器類

を適用することによって，①発達を促進し，②身辺処

理動作を助け，③QOLを向上させ，④介護を容易に

することが期待されるo ほかに，身辺処理が可能にな

ることで自尊心を育み，そして社会性の発達を促すこ

とが期待できる O また，母親の身体の負担が軽減され

方法

(1) 調査方法

① 肢体不自由児施設などの外来部門で，患児の母

親と担当セラピストから聞き取り調査を行った。

② 遠城寺式・乳幼児分析的発達検査のうち粗大運

動の発達をチェックした(検査記録のないケース

は母親の記憶によった)。

③ 日本リハビリテーション医学会・評価基準委員

会の ADLチェック表での評価3)。

(2) 調査場所および調査対象(表 1) 

① 広島県立保健福祉短期大学付属診療所 5名

② 広島県立身体障害者リハビリテーションセンター

5名

母子関係を良好に導くという二次的な効果も期待でき ③ 広島市北部療育センター 12名

る。 ④ 兵庫県立のじぎく療育センター 58名

以上は，療育にたずさわる PT・OTには周知の事 ⑤ 鼓が浦整肢学園 10名

柄ではあるが，機器類の適用は個々のケースの心身機 (3) 調査時期

能の発達状況および療育スタップや工房の有無など地

域の状況によってケースパイケースで実施されている

のが実情であり，文献的にもまとまった実態調査は見

当たらない。

脳性麻鱒児の居住環境の改善は家屋改造と機器類の

導入と相候って望ましい効果が期待される1)。われわ

れは本誌4巻 1号で『脳性麻痔児の居住環境整備につ

いて一家屋改造の実態調査一Jを報告した2)。今回，

脳性麻庫児が誕生してから年齢的および機能的に発達

するに応じて，その時期時期にどのような生活機器・

用具類を使用して育ってゆくのか，その実態について

主として両親からの聞き取りによって調査した。

目的

脳性麻癖児が発達する過程で，①何歳になった時に，

②運動機能がどの程度に発達した時に，③誰の指導を

受けて，④どのような機器類を導入しているかについ

て明確にする。

平成 9年 6月から平成10年 8月

(4) 調査内容

① 何歳の時にどんな機器・道具などを導入したか

について，振り返って答えてもらった。

② それらの機器、道具をそれぞれ導入したときの

運動機能と機器の種類との関係

③ それらの機器をいつからいつまで使っていたか

(どの機能レベルから、どの機能レベルまで)

④ 病型と機器の種類と導入した時期との関係

⑤ 導入した機器の使用頻度

⑥ 機器を導入したことによる日常生活動作の自立

度の変化

⑦ 誰の指導を受けて導入したか

その他

結果

1 .導入された機器の種類と件数

調査した90名のうち86名96%のケースが3件から11

件，平均5.6件(:t2.1SD) の機器類を導入しており，

総件数は40種類， 481件であった。そして，まだ何も

表 1 対象

タイプ¥年齢(慮) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-E十(名)

癌直型四肢麻樺 3 4 6 6 2 2 3 5 7 44 

檀直型両麻樺 4 3 6 2 4 3 2 29 

アテトーゼ型 2 2 2 4 17 

計(名) 8 4 8 10 9 5 4 2 4 5 。2 3 11 90 
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機器類を導入していない 4名は，すべて 2歳

台であり，なるべく早い時期にパギーを購入

したいと考えていた。導入された機器の種類

は，移動用具が10種類289件で最も多く，次

いで姿勢保持用具10種101件であった。ほか

に食事用具 7種53件， トイレ用具 7種27件，

入浴用具 6種10件の順であった(図 1)。

2.機器・道具などを導入した時期

それらの機器類は，発達のどの時期に導入

されたかについて図 2に示した。

移動関連用具では，ベビーカー52件のすべ

てが乳児期に購入されていた。パギー54件は

幼児期に，そして車椅子57件は幼児期に約 3

分の lが，そして就学時に増えて，その後学

童期から中学生時期まで導入が続いていた。

歩行器と杖は幼児期から学童期に，そして短

下肢装具は幼児期に導入されていた。姿勢保

持用具では，幼児期に種類も件数も多く導入

されていた。クッションチェアは幼児期から

学童期にかけて購入されていた。

食事用具では，握りやすいスプーンが幼児

期に多く導入されていて，その後中学生まで

導入が続いていた。すくいやすい皿もスプー

ンと同時に幼児期に導入され，続けて学童期

まで導入されていた。排j世・入浴用具では，

幼児用便座が小学生期まで導入が続き， トイ

レチェアーおよびポータプルトイレは学童期

に導入が増えていた。

3.病型と機器の種類との関係

各病型毎に，導入された機器を図 3に示し

Tこ。

(1) 移動用具は，ベビーカーとパギーおよ

び車椅子は各病型とも50'"'-'70%のケースが導

入していた。痘直型四肢麻癖(以下，四肢麻

痔という)は，歩行器とシューズが少なく，

杖の導入のないのが特徴である。産直型両麻

癖(以下，両麻痔という)は歩行器，杖，短

下肢装具，そしてハイカットシューズが多い。

アテトーゼ型は，各種の機器類を導入してい

fこo

(2) 姿勢保持用具は，導入している割合が

少ないが，病型毎に特徴があった。四肢麻癖

は坐位保持装置が最も多く，クッションチェ

アとプロンボードを20'"'-'30%のケースが導入

していた。両麻痔は改良椅子が多かった。そ

して，アテトーゼ型はいろいろな種類の姿勢

保持装置を導入していた。
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図 2 機器・道具などを導入した時期

(3) 食事用異は，四肢麻樺とアテトーゼ型が多かった。

(4) 排世・入浴用具も痘直型四肢麻輝とアテトーゼ型が多く，

両麻庫はポータプルトイレとシャワーチェアを導入していた。

4.運動機能と導入された機器の種類との関係(図 4)

運動機能の発達がどの時期に，どの機器が導入されたか移動

用具と姿勢保持用具について病型別に調べた。
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移動用具では，未定頚の時期はどの病

型でもすべてベビーカーを導入していた。

次いでバギーに移行し，ノてギーは年長に

なるにしたがって車椅子に移行していた。

四肢麻庫例は，どの運動レベルでも各

種の移動用具を均等に導入していた。両

麻癖例は伝い歩きのレベルまでは，運動

能力の発達につれて移動用具の導入数が

増加していた。アテトーゼ型は，ベビー

カーの後は，どの運動レベルでも各種の

移動用具を導入している。

姿勢保持用具は，四肢麻障では，未定

頚の時期から導入が始まりどの運動レベ

ルでも導入していた。両麻癖児とアテトー

ゼ児は寝返りレベルから導入が始まり，

両麻癒児は発達につれて導入が増え，反

対にアテトーゼ型は発達につれて減少し

ていた。
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図4 導入した時の運動機能と機器の種類との関係
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5.移動用具の種類と使用期間との関係(図 5) 6.機器類の使用場所(表 2) 

病型毎に，各種の移動用具が使用されていた期間を 導入された機器類は，家庭のどの部屋で使用されて

大まかな時期で示した。 いるか。姿勢保持用具は，食堂と居間で使用されてい

各病型ともに乳児期はベビーカー，幼児期にはパギー， た。そして，日常生活動作に応じた機器類を，食堂，

そして小・中学生では車椅子という経過を辿っていた。 トイレ，浴室などで使用されていた。

しかし，四肢麻癖とアテトーゼ、型はパギーを乳児期だ

けではなく幼児期間を通じて使用している例が多かっ 表 2 機器・道具などを使用している場所

た。四肢麻癖は，年長になるほど車椅子が増えていた

が，両麻癒は，年長になるにつれて車椅子も増えるが，

杖と短下肢装具が増えていた。そして，アテトーゼ型

は，年長になるにしたがって車椅子と歩行器に移行し

ていた。

中学生期以上

o 

中学生期以上

。

中学生期以上

小学生期

o 

症直型四肢麻痩
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q也
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図5 移動用具の種類と使用期間との関係

機器¥場所 学校 食堂 居間 トイレ 浴室

車椅子 3 

歩行器 9 

座位保持装置 30 5 

改良椅子 22 3 

プロンボード 5 10 

クッションチェア 7 4 

フロアシート 4 

力一シート 3 

三角マット 2 

握りやすいスプーン 23 

すくし、易い皿 8 

滑り止めマット 5 

カップ 5 

幼児用便座 14 

ポータブJレトイレ 6 

トイレチェア 4 

シャワーチェア 2 

入浴用担架

リフター

7.導入した機器の使用頻度(図 6) 

導入されたほとんどの機器類はよく使用されていた

が，ポータプルトイレとトイレチェアーの約半数が時々

しか使われていなかった，そして入浴用担架とリフター

は全く使われていなかった。

8.機器の種類毎に，導入したことによる自立度の変

化(表 3) 

機器類導入前後の自立度の変化を，日本リハビリテー

ション医学会の ADL自立度チェック表で評価した。

移動動作では，両麻婦の33名が“ 4"から 1ランク

上がって“ 3"になった。食事動作では 4レベル54

名のうち13名が“ 4"から“ 3"に1ランク上がったが

反対に29名が 1ランク下がった。排世と入浴動作でも，

Iランク下がったものをあわせて14名であった。

9.機器の導入にあたって誰に相談したか・誰の指導

をうけたか(図 7) 

担当の理学療法士または作業療法士に相談したり，
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表3 自立度の変化

|移慰動作l食事動作 排池動作 入浴動作|

自立度 前 後 前 後 前 後 前 後|。
11 11 

2 

3 33 6 19 

4 33 54 12 13 3 10 6 

5 57 57 29 10 4 

6 

7 

評定の基準

<自立> 0: (完全自立)健常時に比べて、または健常者と比べて能力

低下なし

1: (準自立) 健常時に比べて、または健常者と比べて能力

低下があるが自立している
2: (限定自立)本人用または身障者用の工夫、道具、殺備の

補助を得て自立している

<人的自立>3・(部分自立)一部の過程について、他人の監視、または介

護を受けている

(補助具使用などの有無を問わない)

4: (全面自立)ほぽ全過程について、他人の監視、介助また

は介護を受けている

く重複依存>5: (人・機怨依存)評定4に加えて、介護機著書、設備等を周
いている

6: (複敏者依存) 2人以上の介護に依存している
<評定不可>7: (評定不能)介助の有無に関わらずその行為をしていない

(11木、)1、ピリテーシヨノ医学会. ，:f ，î~)!:帯番民会.1骨州::l

母親同士の口こみ

o 1 00 200 300 400 

件数

図7 機器導入の際の相談相手

指導を受けたケースが圧倒的に多かった。そして，母

親同士の口こみによって購入を決めたケース，および

主治医の指導によったケースの順であった。誰にも相

談せずに導入したものが30件もあった。

考察

1.脳性麻樺児に機器類を適用する目的

脳性麻痔児の家庭療育にたいして，特別に配慮され

た機器類を適用する目的あるいは効用は以下の通りで

あろう。①発達を促進するため，②探索行動やコミュ

ニケーション行動を容易にするため，③機能を補い身

辺処理動作が行いやすくするため，④危険防止のため，

⑤二次的な変形予防のため，⑥QOLの向上のため，

⑦介護を容易にするため，である。

ほかに，適切な時期に適切な機能をもった機器や用

具を適用することで，移動が自力で可能になったり，

手による物の操作が容易になることによって，遊びの

幅が広がったり，身辺処理がいくらかでも自分で可能

になっていく。このことが情緒の安定や自己抑制を育

て，自信や自尊心を育み，そして社会性の発達を促す

ことが期待できる。

機器導入の主な目的が，発達の援助‘である脳性麻癖

児の場合は48)，高齢者の家庭に導入される福祉機器

類9l:l)とは，導入の目的が異なる部分がかなりあり，

したがって，機器の種類も異なる場合がある O

2.導入された機器の種類と件数について

われわれが調査した機器類の範囲は，公的給付制度

による日常生活用具，補装具の他に自助具や工夫など

も含めた。また，家庭で行われている機能訓練なども

脳性麻癖児にとっては生活そものであると考えて，訓

練用具も調査の対象とした。

今回の調査対象となった90名が， 40種類の機器類を

累計481件(一人平均5.6件)の機器類を導入していた

が，これは当初の予想より少なかった。特に，移動用

装具・機器や姿勢保持装置が少なかった。年長児にな

ると身体が大きくなるし，機能も変化してくるので必
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要とされる機器類は変ってくる。そこで，杖や下肢装

具は何度も作り替えているし，車椅子も 2台目とか 3

台目などというケースも珍しくないので，年長児にな

ると数多くの装具・機器類を保持しているのが実態で

あろう o 今回の調査対象が若年層に片寄っていたこと

も，一人あたりの導入件数が少なかった理由かもしれ

ない。電動車椅子の使用者が少なかったのも，同じ理

由からであろう。

そして，電動歯ブラシ，衣服関係の工夫・改良，学

習動作関連用具類などが数字にあがってきていないの

で，調査の際に開き取られていない可能性がある。

3.機器・道具などを導入した時期について

乳幼児期はベビーカーとパギーが必需品であり，次

いで、歩行器や車椅子へと移行していた。ベビーカーは

育児用品として自費で購入され，その後，体格が大き

くなったり，体重が増えたり，あるいは筋の緊張が高

まって姿勢のコントロールが困難になってきた状況で，

パギーにベルトその他の改良を加えて導入しているケー

スが多い。ベビーカーやパギーの導入率が56%と低率

であるのは，約10年ほど以前は，ベビーカーやパギー

のデザインや性能の優れたものがなく，また福祉機器

として給付の対象になっていなかったので，中・高校

生以上の学童は乳幼児期に使用していなかったのでは

ないか，近年ではベビーカーやパギーの導入率はほぼ

100%であろう。

脳性麻埠児の機器導入時期にはいくつかの特徴があ

る。

① 医療機関や保育園および通園センターへの通院

通園が始まる時期のベビーカー，パギー，カーシー

トなどの導入が多くなるo

② 幼児期の機能が急騰する時期に，セラピストも

意欲的に取り組むし，母親の期待も強く，多くの

種類の機器類が導入されるo

③ 歩行前後開始前後に，歩行器，杖，短下肢装具，

ハイカットシューズ，ヘルメットの使用頻度が高

くなる O

④ 小学校入学時に，通学用と学校内の椅子兼移動

用に車椅子， トイレ用品，食事用具の導入が多く

なるo

⑤ 体重が重くなって介護の限界が感じられた時期

に，車椅子，姿勢保持用具， トイレ，入浴用具な

どの導入が多くなる o

⑥ 学童期になって特に養護学校に入学した場合，

医療機関との関係が希薄になるケースが多く，機

器類の導入も減少する傾向があるo

4.病型および運動機能と機器の種類との関係

脳性麻庫児の病型と運動機能の発達とは関連が強く，
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したがって，必要とされる機器類の種類も異なる特徴

がみられた。大まかに言えば，両麻癖は介護機器より

も自立を助ける歩行器や杖などの目的で移動機器が多

く導入されている。

四肢麻痔は重度児が多く，介助の負担を軽減するた

めに，運動発達と関係なく随時車椅子を導入していた。

排世・入浴関連機器を導入しているのも同じ理由であ

った。

定頚前から移動用機器を導入しているのは，年長児

でまだ首がすわっていないケースがあったからである。

また，幼児期から小学校にいたるまで各種の姿勢保持

装置を使用しており，中学校でも坐位保持装置や改良

椅子を導入していた。四肢麻癖が年長になってから，

かなり多くの歩行器を使用しているのは，四肢麻痔と

しては軽度であり，実際は両麻庫といってもいいケー

スが，幼児期にカルテに記載された病名に依ったから

かもしれない。

両麻庫は発達レベルが高くなるほど移動機器類を多

く導入している。かれらの多くは就学時にパギーから

車椅子に移行し，さらに 1台を学校用に購入すること

も多い。彼等が車椅子，歩行器，杖，短下肢装具を併

用していることが多いのは，訓練目的で積極的に導入

しているからであるo 両麻庫児の車椅子と歩行器の導

入時期が，かならずしも機能の発達段階を追っていな

いのは，学校内で常に使用する車椅子と，訓練用具と

しての歩行器とを，就学時に取りそろえるからであろ

つ。

アテトーゼ型は，寝返りレベルから歩行器を導入し

ており，機能の重度さや，移動能力の不安定さをしめ

している。幼児期にはいろいろな種類の姿勢保持装置

を使用しており，小学生で坐位保持装置を導入してい

るものも多く，改良椅子も多かった。そして，食事用

自助具や排世，入浴用具も導入しているケースが多い。

5.導入された機器類の使用の状況について

導入された機器類は，どの部屋で，どの位の頻度で

使用されているかについて調査した。

移動用機器と姿勢保持用具は，よく使用されていた。

反対に使用されていないのは入浴用担架とリブターで

あった。入浴用担架は幼児期に将来を見越して導入さ

れていたケースであり，リフトは子どもの身体に合わ

ず使用が困難であった。

ポータプルトイレは子ども部屋に置いていたが，汚

いイメージが付きまとうし，排便はトイレで，という

撲の面からトイレ内に置いて使用している例が多かっ

た。

握りやすいスプーンは，握らせても直ぐに離してし

まう。自分で食べると食べこぼしが多いので親が食べ

さてしまう。などの理由で使用していない例があった。
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年長児になるとどの家庭でも挨を被った機器類をい 量との両方の評価ができるチェック表が必要であった。

くつか持っているo 姿勢保持用具や移動用機器など，

①子どもの体格が大きくなって使えなくなったものも

あるが，②母親同士の口コミで， I良かったよJと聞

いて導入してみたが，見込み違いでほとんど使用しな

いまま打ち捨てられているものも多い。このあたりは

臨床現場の印象と調査の結果とは多少のズレがある。

6.機器導入による日常生活動作の自立度の変化

機器の種類毎に，導入したことによる自立度の変化

をチェックした。

移動動作では，レベル“ 1"の11名は独歩している

両麻痩であったが，短下肢装具やハイカットシューズ

の導入によって，歩容や安定性など質的向上があった

が評価は“ 1"のままであった。伝い歩きの33名は歩

行器や車椅子の導入で移動能力が向上したことで評価

が1ランク上がって“ 3"になった。“ 5"の57名は重

度児であり，ノてギーから車椅子や坐位保持装置を導入

したことで，介護は楽になったが，“機器+介護"と

いうランクは変らなかった。

食事動作では， 54名の内の13名が“ 4"から“ 3"に

自立度が上がったのは，使いやすいスプーンや皿およ

び滑り止めマットなどの自助具を適用したケースであっ

た。“ 4"のまま変らなかった12名は改良椅子などの

導入で食事の際の姿勢が良くなったり食べさせやすく

なった。自立度が“ 4"から“ 5"に下がった29名はス

プーンや皿や滑り止めマットを導入したことで，介護

に機器がプラスされたことで評定上1ランク下がった。

排世と入浴動作では，シャワーチェアーやトイレチェ

アーおよびポータアルトイレなどが，導入されたこと

で，介護に負担を少なくする効用が認められた。表中，

排f世動作の10名は，介護の上に更に機器がプラスされ

た形になって評価の判定は 1ランク下がったが，実際

は自立度は不変で介護が楽になっているのである D

機器類の導入によって，量的に自立度が向上する場

合と，一方，直ちに自立度の向上には結び付かないが，

本人の動作時の姿勢が良くなったり，介護が楽になる

など質的な改善の効用が認められた。児の能力によっ

て機器類の導入目的が異なることが，この評価結果か

らも理解できる。

機器の導入による効果(自立度の変化)を評価する

ためには，当チェック表はふさわしくなかった。機器

の導入によって得られた歩行の安定や良肢位の保持な

どの質的な向上は評価されなかった。重度の者には介

護プラス機器の使用ということで自立度が低下した評

価を受けた。実は，姿勢保持用具や車椅子，そしてト

イレ・入浴関連用具などによって介護のしやすさといっ

た大きなメリットがあった筈だが評価されなかった。

機器導入の効果判定には日常生活動作の自立度と介護

7.機器導入の際の相談者

機器の導入にあたって相談または指導を受けた相手

は，担当の理学療法士.作業療法士が圧倒的に多かっ

た。家屋改造の際に相談者になった理学療法士・作業

療法士は改造した39件のうちのわずか 7件18%に過ぎ

なかったことを考えると，母親が抱いているセラピス

トに対する認識がうかがえる。機能訓練と日常生活動

作を指導する専門家であって，家屋のことは相談する

相手ではないと思われているようだ。母親指導の必要

性と，セラピスト自身のさらなる研績が必要で、ある。

また建築専門家と密に連携する必要もあろう。

おわりに

脳性麻輝児がよりよく発達してゆき，かつ快適な生

活をするための。そして介護を軽減するための居住環

境整備の一環としての生活機器類の導入状況について

調査した。肢体不自由児施設などの外来部門に通院す

る脳性麻癖児の母親と担当セラピストから閉さ取り調

査を行った。記録および過去に遡つての母親の記憶に

よって資料を集めた。

資料整理の段階になってから，調査の不備に種々気

がついた。また，得られた結果は臨床における実感と

は多少のズレがあることも気がついた。しかし，脳性

麻癖児の機器導入の実態の大筋は捉えていると思われ

る。

調査を進めるうちに，脳性麻揮児の機器の導入につ

いていくつかの課題があることがわかってきた。一つ

は，機器の導入には地域差が存在すること。それは，

居住地域に通園センターの有無。継続的にかかわるセ

ラピストの存在の有無。担当するセラピストの関心の

ありかたと力量。そして，車椅子やパギー，坐位保持

装置等が既製品にどれだけ手が加えられてフィットし

たものになって提供されるかは，地域にセラピストと

連携のとれる工房の有無が鍵を握っていること。次い

で，学童期になると途端に医療が手薄になることから，

養護学校との連携の重要性。そして，福祉事務所の係

員の理解である。個々の問題に対応できる規則の運用

上のテクニックを駆使してくれる係員の存在の有無に

よって，入手できる機器の種類が大いに異なる。最後

に，新製品の入手先や製品の使い勝手，他市における

給付の運用上の情報など，セラピストがどれだけ情報

源をもっているかということも関係が深いことがわか

った。

今後，機器の導入については，費用の負担について

関心のあるところではあるが，別の機会に実態調査を

したい。
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The development of cerebral palsy child and living environment 
- Part 2 -

-Time for introducing equipment class一
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the proper time to introduce equipment to a cerebral palsy child. 

Therapists and mothers of outpatient cerebral palsy children that visited a hospital that specializes in treatment of 

children with cerebral palsy and a medical clinic were investigated. A questioner was given to 90 people， and 86(96%) 

responded. An average of 5.6 pieces of equipment was ordered. The most often ordered equipment~~included 

equipment to enable movement and seating systems. Other orders included equipment necessary for eating and 

bathing. 

Equipment for movement ranged from a baby buggy in infancy to a walker and wheelchair depending on the 

child's age. Spastic quadriplegia children tended to order similar equipment as Athetoid children. And spastic 

diplegia children ordered walkers， canes， short leg braces to aid in independent walking. 

Children with less involvement ordered equipment to increase their levels of independence. Children with severe 

disorders and their families tented to order equipment to aid in care giving. 

Key words : cerebral palsy child， living environment preparation， equipment， introduction time， fact-finding 
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