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1． 背景 

手の活動能力（手を使用する能力）が低下した患者に対する治療目標は，Activities 

of daily living（以下，ADL），仕事，レジャーにおける手の活動能力の充分な回復

を促進することであり，完全な機能の回復よりも活動を遂行するために必要な機能を

獲得することを優先することが望ましい．手指可動域（Range of Motion，ROM）の減

少は，手の活動能力を特に低下させる因子であり，手指の ROM 制限が日常生活の諸活

動にどのように影響するのかについての情報を得ることは ROM に対する治療を実施

する上で参考となる．手指関節の中で手の活動能力において最も重要な関節は中手指

節（metacarpophalangeal, MCP）関節であり，MCP 関節の ROM がどの程度制限される

と手の活動能力に影響を及ぼすのかを理解することができれば，手の活動能力に著明

な低下を生じない MCP 関節の ROM を示唆することが可能となる．手の活動能力を包括

的に評価するためには客観的評価と主観的評価の両側面から捉えることが重要であ
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る．本研究の目的は，MCP 関節の ROM を段階的に制限し，客観的および主観的評価に

よって活動遂行に影響を及ぼすMCP関節のROMを明らかにすることで活動を遂行する

ために必要な MCP 関節の屈曲 ROM および伸展 ROM を示唆することであった． 

2． 研究デザイン 

実験 1，2 および 3 から構成され，健常者を対象として実施した探索的研究であっ

た． 

3． 実験 1：装具装着による手の活動能力への影響 

3.1 目的 

本研究では，屈曲制限装具および伸展制限装具を使用することにより示指から小指

までの MCP 関節の ROM を同時に同じ角度で制限した．しかし，MCP 関節の ROM を制限

しなくとも装具を装着すること自体が手の活動能力を低下させる可能性が考慮され

た．実験 1 の目的は，装具を装着することが手の活動能力に影響を及ぼさないのか確

認することであった． 

3.2 対象と方法 

3.2.1 対象 

 実験 1 には 21 名（男性 13 名，女性 8 名，平均年齢：21.5±1.0 歳）の健常者が参

加した． 
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3.2.1 方法 

対象者の右手に MCP 関節 ROM 制限装具を装着した．MCP 関節の屈曲に対しては屈曲

制限装具を使用し制限角度が 90 度，伸展に対しては伸展制限装具を使用し制限角度

が 45 度となるように設定した．すなわち，これは手に装具を装着しているが，MCP

関節の ROM に一切の制限を加えず完全な自動運動が可能な設定である．手の活動能力

の評価として Jebsen-Taylor hand function test（Jebsen test），O’Connor finger 

dexterity test（O’Connor test）を使用した．遂行するために要した時間の増加は

低下した手の活動能力として考慮される．対象者には手に装具を装着していない条件

（Normal hand），屈曲制限装具を装着した条件，伸展制限装具を装着した条件の 3

条件で Jebsen test および O’Connor test を実施するよう指示し，遂行時間を測定・

記録した． 

3.2.3 データ分析 

Normal hand を対照群として屈曲制限装具装着条件および伸展制限装具装着条件の

遂行時間を比較した． 

3.3 結果 

Jebsen test において，Normal hand と屈曲制限装具装着条件（p = .806），伸展

制限装具装着条件（p = .944）の間の遂行時間に有意な差はなかった．O’Connor test

においても Normal hand と屈曲制限装具装着条件（p= .901），伸展制限装具装着条

件（p = .740）の間に有意な差はなかった． 
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3.4 考察 

実験 1 の結果は，本研究で使用した装具を手に装着すること自体は手の活動能力に

ほとんど影響しないことを示す． 

4．実験 2：手の活動能力の客観的評価における MCP 関節の ROM 制限の影響 

4.1 目的 

客観的評価を用いて手の活動能力におけるMCP関節の屈曲および伸展ROM制限の影

響を評価し，手の活動能力の低下を生じにくい MCP 関節 ROM を示すことであった． 

4.2 対象と方法 

4.2.1 対象 

実験 2 には実験 1 と同じ 21 名（男性 13 名，女性 8 名，平均年齢：21.5±1.0 歳）

の健常者が参加した． 

4.2.2 方法 

屈曲制限装具を使用し，対象者の MCP 関節の屈曲 ROM を 70 度，60 度，50 度，およ

び 40 度，また，伸展制限装具を使用し，伸展 ROM を-20 度，-30 度，-40 度，および

-50 度で制限した．対象者には各 ROM 制限条件下で，Jebsen test および O’Connor test

を実施するよう指示し，それらの遂行時間を測定・記録した． 

4.2.3 データ分析 
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Normal hand を対照群として各 ROM 制限条件での遂行時間を比較した． 

4.3 結果 

4.3.1 Jebsen test 

Normal hand と各 ROM 制限条件を比較すると，屈曲 60 度（p= .024），屈曲 50 度

（p = .001），屈曲 40 度（p< .001），伸展-40 度（p = .003），伸展-50 度（p < .001）

の間に有意な差があった． 

4.3.2 O’Connor test 

Normal hand と各 ROM 制限条件を比較すると，屈曲 40 度（p < .001）の間のみに

有意な差があった．  

4.4 考察 

Normal hand と比較して，Jenbsen test では屈曲 70 度，伸展は-30 度以上，O’Connor 

test では屈曲 50 度以上，伸展では有意差のある ROM 制限はなかった．Hume et al.

は，物品を把持した際の静的な MCP 関節の角度を測定することにより機能的 ROM は

60 度であることを報告した．しかし，人が活動を実施する際は随時手の型を変えて

いることが報告されており，動的な活動遂行中にはより大きな ROM が必要となると考

えられる．それゆえに本研究においても MCP 関節の機能的 ROM よりも大きな屈曲 ROM

を要する結果となった可能性がある．また，伸展に関しては，これまで機能的 ROM

さえも報告されていない．客観的評価の結果から MCP 関節は屈曲 70 度以上，伸展-30

度以上を得ることによって手の活動能力に低下を生じにくい可能性が示唆された． 
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5．実験 3：手の活動能力の主観的評価における MCP 関節の ROM 制限の影響 

5.1 目的 

主観的評価を用いて手の活動能力におけるMCP関節の屈曲および伸展ROM制限の影

響を評価し，活動全般の遂行に困難さを生じにくい MCP 関節の ROM を示すことであっ

た． 

5.2 対象と方法 

5.2.1 対象  

実験 3 には 30 名（男性 13 名，女性 17 名，平均年齢 21.9±1.7 歳）の健常者が参

加した． 

5.2.2 方法 

実験 2 と同様に，対象者の MCP 関節の ROM を 8 つの角度で制限した．実験 3 では，

活動を遂行する際の困難さについて評価することとした．活動は，上肢を使用する

19 項目とした．対象者には，Normal hand および 8 つの ROM 制限条件で活動を遂行し

困難さを評価するよう指示した．困難さの程度は，1：まったく困難なし，2：やや困

難，3：中等度困難，4：かなり困難，5：できなかった，の 5 点法とした． 

5.2.3 データ分析 

実験 3 において，まず本研究では対象者 30 名による各活動における困難さの点数
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の中央値が 2 以上となるものを困難のある活動として定義した．この定義に基づき，

Normal hand および各 ROM 制限条件での 19 活動中の困難のあった活動数を算出した．

その後，Normal hand と各 ROM 制限条件における困難のあった活動数を比較するため

に，Bonferroni 補正法を使用した．  

5.3 結果 

活動によって，困難さを生じる ROM 制限は異なった．Normal hand と各 ROM 制限を

それぞれ比較すると，屈曲 50 度（p = .014），屈曲 40 度（p= .005），伸展-40 度

（p = .041），-50 度（p = .005）の条件下の間に有意な差がみられた． 

5.4 考察 

手指拘縮と活動遂行の困難さは強く関連することやMCP関節 ROMの改善により活動

の困難さが軽減したことが報告されている．しかし，どの程度の ROM 制限によって活

動に困難さを生じるのかは不明であった．本研究の主観的評価の結果では，屈曲 60

度，70 度での制限，伸展-30 度，-20 度の制限で Normal hand と比較して困難さを生

じる活動数に有意な差はなかった．したがって，MCP 関節屈曲 60 度以上，伸展-30

度以上を得ることで様々な活動遂行に困難さが生じにくい可能性が示唆された． 

6． 結論 

本研究では，MCP 関節の ROM 制限による活動への影響について，客観的および主観

的な手法を用いて評価した．本研究の結果から，客観的評価と主観的評価の両者にお
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いて諸活動に影響を生じにくい MCP 関節の ROM を考慮すると，屈曲に関しては 70 度

以上，伸展に関しては-30度以上の ROMを得ることで手の活動能力は著明に低下せず，

さほど困難さを生じることなく多くの活動を遂行できる可能性が示唆された．  


