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(57)【要約】
【課題】一対の操作杆の握り操作を繰り返すとき、各指
の離脱を防止して握り運動を簡単に行うことができる指
リハビリテーション具を提供する。
【解決手段】操作部６を有する一対の操作杆９，９を開
閉自在に握り操作する指リハビリテーション具１の、前
記操作杆９，９の一方に親指保持部１１を設け、他方の
操作杆９に人指し指，中指，薬指，小指等のうち少なく
とも２本の指を個別に挿入保持する指保持具１３，１３
を設けた。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作部（６）を有する一対の操作杆（９），（９）を開閉自在に握り操作する指リハビ
リテーション具１において、前記操作杆（９），（９）の一方に親指保持部（１１）を設
け、他方の操作杆（９）に人指し指，中指，薬指，小指等のうち少なくとも２本の指を個
別に挿入保持する指保持具（１３），（１３）を設けた指リハビリテーション具。
【請求項２】
操作杆（９）の操作部（６）に、複数の指保持具（１３），（１３）を有する操作片（
１６）を姿勢変更自在に設けた請求項１の指リハビリテーション具。
【請求項３】
操作杆（９）に発音部（１７）を設けた請求項１又は２の指リハビリテーション具。
【請求項４】
操作杆（９）に放香部（１９）を設けた請求項１又は２又は３の指リハビリテーション
具。
【請求項５】
操作杆（９）にウェイト（２１）を設けた請求項１又は２又は３又は４の指リハビリテ
ーション具。
【請求項６】
操作杆（９）に取付片の表面に凹凸を形成してなる突起部（２０）を着脱自在に設けた
請求項１又は２又は３又は４又は５の指リハビリテーション具。
【請求項７】
操作部（６）の先端に作動部（７）を設けた一対の操作杆（９），（９）の中途部を連
結ピン（１０）によって回動可能に連結した請求項１又は２又は３又は４又は５又は６の
指リハビリテーション具。
【請求項８】
指リハビリテーション具（１）を、指トレーニング装置（３）に立設した支持杆（５）
に回動可能に取付支持した請求項１又は２又は３又は４又は５又は６又は７の指リハビリ
テーション具。
【請求項９】
指トレーニング装置（３）によって上下又は左右方向に運動される支持杆（５）に指リ
ハビリテーション具（１）を取付支持した請求項１又は２又は３又は４又は５又は６又は
７又は８の指リハビリテーション具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、操作杆に指保持具を設けた指リハビリテーション具に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、指の運動を器具を利用しトレーニングをすることによって、握力増強や老化防止
並びに大脳の発達促進を図り、手指のリハビリテーション（以下単にリハビリと言う）を
行う指の運動具は、特許文献１で示されるように既に公知である。この指の運動具は弾力
性を有するゲル状物質をゴム状フィルムで覆った円筒形状の器具としている。
【０００３】
この他、二股状の操作部を有する操作杆をスプリング材によって形成した指トレーニン
グ具が、握力筋の増強を目的とするスポーツ愛好者等で多用される。
さらに、老人ホームや各種のリハビリ施設において、指の運動機能の改善や認知症予防
等を器具を利用して行うパワーリハビリテーションは、指の握り運動を簡単に行うに手軽
な器具として、洗濯物を乾す際に用いられるクリップ（洗濯鋏）が使用される。
【特許文献１】実開平６−７５５２８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上記特許文献１で示される指の運動具は、５指の全てにより円筒形器具の弾力性に抗し
て握り運動を繰り返してトレーニングをするものであるから、手の全体的な握力を向上さ
せる利点はあるが、普段の生活において使用頻度の少ない、例えば薬指や中指等或いは特
にリハビリや運動を必要とする特定の指に対しトレーニングを行い難い欠点がある。
また特定の指に対しトレーニングを行おうとすると、握り操作をする度に対象とする指
を意識的に選択して注意を集中させねばならないため、使用者にとってトレーニングを気
軽に且つ継続的に行うことが極めて困難となる。
【０００５】
また握力筋の増強を目的とする二股状の操作杆をスプリング材で形成した指の運動具は
、握力の弱い老人や手指に障害のある人にとって、弾力性に抗し強い握り操作力が要るこ
と及び操作部が滑り易いために使用し難い欠点がある。
またパワーリハビリテーション用の運動具として洗濯鋏は、任意な指を選択して握り操
作を行い、鋏部（作動部）の開閉作動を簡単に行うことができる利点はあるが、運動が単
調であると共に幅狭で滑り易い操作部から指外れを伴い使い難い等の欠点がある。
【０００６】
以上のように何れの指の運動具もトレーニング動作が単調であると共に、使用者が意識
を集中して握り操作を継続しなければならないため、早期の疲労や倦怠感を生じ易く、ト
レーニングの達成感や快楽反応が不足し十分なリハビリ効果が得られない欠点がある。
従って、指先を簡単に興味をもって運動することができ、筋肉に対し物理的な不滑動状
態を引き戻すと共に、このとき生ずるアセチルコリンの体内放出や、脳内のβエンドルフ
ィン等の快楽反応物質の発生を促進させることができる指リハビリテーション具が求めら
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために指リハビリテーション具は、第１に、操作部６を有する一対
の操作杆９，９を開閉自在に握り操作する指リハビリテーション具１において、前記操作
杆９，９の一方に親指保持部１１を設け、他方の操作杆９に人指し指，中指，薬指，小指
等のうち少なくとも２本の指を個別に挿入保持する指保持具１３，１３を設けたことを特
徴としている。
【０００８】
第２に、操作杆９の操作部６に、複数の指保持具１３，１３を有する操作片１６を姿勢
変更自在に設けたことを特徴としている。
【０００９】
第３に、操作杆９に発音部１７を設けたことを特徴としている。
【００１０】
第４に、操作杆９に放香部１９を設けたことを特徴としている。
【００１１】
第５に、操作杆９にウェイト２１を設けたことを特徴としている。
【００１２】
第６に、操作杆９に取付片の表面に凹凸を形成してなる突起部２０を着脱自在に設けた
ことを特徴としている。
【００１３】
第７に、操作部６の先端に作動部７を設けた一対の操作杆９，９の中途部を連結ピン１
０によって回動可能に連結したことを特徴としている。
【００１４】
第８に、指リハビリテーション具１を、指トレーニング装置３に立設した支持杆５に回
動可能に取付支持したことを特徴としている。
【００１５】
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第９に、指トレーニング装置３によって上下又は左右方向に運動される支持杆５に指リ
ハビリテーション具１を取付支持したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１６】
以上のように構成される本発明によれば、一方の操作杆の親指保持部に親指を挿入し、
他方の操作杆に設けた複数の指保持具に他の複数の指を選択して挿入保持することができ
るので、一対の操作杆の握り操作を繰り返すとき各指の離脱を防止し、簡単な握り運動を
継続させて指のリハビリテーションを無理なく行うことができる。
【００１７】
指リハビリテーション具の握り操作を行うとき、手指の動きに対応し操作片が姿勢を変
えて手になじむので、指に無理な動きを強要することなく指の不自由な使用者でも握り操
作を楽に行うことができる。また指リハビリテーション具と腕の方向とを略直線状にして
行う、指先での摘まみ運動を行い易くすることができる。
【００１８】
指リハビリテーション具の握り運動を、発音部から発生する音によって聴覚を利用して
促進することができる。
【００１９】
指リハビリテーション具の握り運動を、放香部から発生する芳香によって臭覚を利用し
て促進することができる。
【００２０】
操作杆に設けたウェイトによって、指にウェイト重量を付加した指のトレーニングを簡
単に行うことができる。
【００２１】
凹凸を形成した突起部を操作杆に対し着脱自在に設けることにより、突起形状や凹凸模
様を変えた複数の突起部を準備し、これらを選択し指リハビリテーション具に簡単に付け
替えることができ、使用者毎に適切な指の触覚刺激を与えることができる。
【００２２】
操作部の先端に作動部を設けた一対の操作杆の中途部を連結ピンによって回動可能に連
結したことにより、操作部の握り操作に伴う作動部の開閉作動を利用して、発音部から音
を発生させたり放香部から芳香を発生させることができる。
【００２３】
指トレーニング装置に立設した支持杆に指リハビリテーション具を回動可能に取付支持
することにより、使用者の指を支持杆を介して楽に支持させて握り操作を行い易くするこ
とができる。
【００２４】
指トレーニング装置に設けた支持杆を上下又は左右方向に駆動させることにより、指リ
ハビリテーション具の握り運動と支持杆の運動を複合した指のリハビリテーションを行う
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
以下図示する本発明の実施形態について説明する。図１は発明に係わる指リハビリテー
ション具１の第１実施形態の構成及び使用態様を示し、図２は図１の指保持部２の構成を
示す平面図である。図３は指リハビリテーション具１の第２実施形態の構成を示し、図４
は左右に配置される指リハビリテーション具１を上下運動させる指トレーニング運動装置
３の構成及び使用態様を示す。図５は図４の支持杆５と指リハビリテーション具１の連結
構造の１例を示す斜視図である。
【００２６】
第１実施形態の指リハビリテーション具１について図１，図２を参照し説明する。この
指リハビリテーション具１は、握り操作をするとき指を掛ける操作部６と操作に基づき開
閉作動される作動部７を一体的に形成した一対の操作杆９，９と、該操作杆９，９の中途
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部を回動可能に連結する連結ピン１０と、操作杆９，９の各操作部６に設けられる指保持
部２と親指保持部１１等からなる。
【００２７】
図示例における指リハビリテーション具１は、操作杆９，９の作動部７，７を閉じ方向
に作動付勢するコイル状のスプリング１２を作動部７，７の対向部に着脱可能に設けて連
結している。これにより指リハビリテーション具１は、非握り操作状態からスプリング１
２の弾力性に抗し握り操作すると、図１の実線で示すように作動部７，７を開方向に作動
することができ、且つ握り操作を止めると、スプリング１２の戻し力によって作動部７，
７の先端部を接当させることができる。
【００２８】
上記コイル状のスプリング１２は、両端を指リハビリテーション具１の取付部（取付孔
）に着脱可能に設けており、予め用意された弾力性の異なる複数のスプリング１２を、使
用者毎に好適とされる強さのものを選択し、指リハビリテーション具１に簡単に装着して
使用することができる。また複数の指リハビリテーション具１に強さの異なるスプリング
１２を各別に設ける場合には、スプリング力の大，中，小の強さ対応させて例えば赤色，
青色，黄色等に色分けをすると、使用者の誤認使用を防止することができる。また使用者
毎のリハビリテーション（トレーニング）レベルに応じた指リハビリテーション具１を正
確に選択し使用することができる。
【００２９】
図示例の指リハビリテーション具１は、親指操作側（下側）の操作杆９の端部に挿入さ
れる親指を保持する環状の親指保持部１１を設け、且つ上側の操作杆９の端部に親指以外
の複数の指を個別に挿入保持する環状の指保持具１３，１３・・を設け指保持部２を構成
している。これにより親指保持部１１及び指保持具１３，１３・・は、対応する親指と人
指し指，中指，薬指，小指を差し込んで操作杆９，９を握り操作し易くすることができ、
握り操作を繰り返す際に各指の離脱を防止した握り運動を楽に継続することができる。
【００３０】
上記指保持部２の指保持具１３，１３・・は、操作部６の端部に取付軸１５によって回
動可能に軸支される板状の操作片１６に設けている。この構成によれば図１で示すように
、先ず親指を親指保持部１１に挿入した状態で他の４本の各指を指保持具１３，１３・・
にそれぞれ挿入保持することができ、互いの操作部６，６をスプリング１２の弾力性に抗
し閉じ方向に握ると、在来の洗濯鋏と同様に連結ピン１０を支点に作動部７，７を開き方
向に作動させることができる。また握り操作を止め開き方向に操作（開放操作）すると、
作動部７，７はスプリング１２の弾力性によって元の閉じ状態となる。
【００３１】
上記のように指リハビリテーション具１の握り操作を繰り返すとき、各指は対応する親
指保持部１１及び指保持部２の指保持具１３，１３・・に保持されているので、操作部６
，６からの指外れを防止して握り操作を連続的に行うことができる。従って、何れかの指
が不自由な使用者に対しても指外れを防止し、スムーズなトレーニングを確実に行いリハ
ビリ効果を上げることができる。
【００３２】
また指保持部２は操作片１６に複数の指保持具１３，１３・・を設けているので、指リ
ハビリテーション具１の握り操作による開閉作動毎の手指の動きに対応し、操作片１６が
取付軸１５を支点に回動して自ずと角度調整をするので、指に無理な動きを強要すること
なく姿勢変更し手になじみ易い等の利点がある。
【００３３】
従って、指が不自由な使用者でも握り操作を楽に行うことができる。さらに指リハビリ
テーション具１と腕の方向とを略直線状にして行う、指先での摘まみ運動操作も行い易く
なり、多様な運動トレーニングを可能にすることができる。また図４で後述するように指
トレーニング装置３の支持杆５に支持した指リハビリテーション具１の握り操作も、支持
杆５の運動に合わせてスムーズに行うことができる等の特徴がある。
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【００３４】
上記指保持具１３や親指保持部１１は、可撓性及び弾力性を有する部材で各指を挿入保
持する標準径のリング状にすることが望ましく、この場合には使用者毎に異なる指の太さ
に対応して汎用性を有して使用することができる。また指保持具１３，１３・・は、前記
各対応する指を挿入して使用する他、任意な指保持具１３，１３に対し例えば中指と薬指
のみを挿入して使用することができる。このとき指が挿入されない指保持具１３は、挿入
されない他の指によって上方から押圧され、復元性を有して撓ませることができる。
【００３５】
さらに、実施形態の指リハビリテーション具１は、握り操作に基づいて音（操作音）を
発生する発音部１７と、香を発生する放香部１９を選択可能に設けている。また操作杆９
，９の表面の適所には凹凸面からなる突起部２０を設けて、凹凸に指を接触させることに
より触覚刺激を付与できるようにしている。また作動部７にはウェイト２１を着脱自在に
設けウェイト重量を利用したトレーニングの促進をすることができるようにしている。
【００３６】
次に上記のような付属構造について説明する。図示例の発音部１７は本体の下面側に突
出させたネジ部１７ａを、作動部７に形成したネジ孔７ａに着脱自在に設ける構成として
いる。この発音部１７は内部に発音部材を収容した例えばマラカス楽器にすることができ
、この場合には発音部１７を装着した指リハビリテーション具１は、全体をリズミカルに
振ることによりマラカス音を発生させることができ、また操作部６，６の握り操作をする
運動に合わせて発音させることができる。
【００３７】
即ち、発音部１７を備えた指リハビリテーション具１は、楽器として兼用することがで
きたり、握り操作に基づく指のリハビリを行う際に、発生される音によって使用者の興味
を喚起したり、ゲーム性を有して楽しく使用することができると共に、リハビリ効果を向
上させることができる。
尚、発音部１７は上記のような楽器に限ることなく、図３で後述するように操作片１６
の適所に鈴を取付けたものや、笛音やラッパ音等を発生させる吹奏楽器或いはカスタネッ
ト等の打楽器等の構造にすることができる。
【００３８】
放香部１９は、作動部７，７の一方の先端に芳香剤２２を収容した容器２３を設け、他
方の先端に容器蓋２５を設け、容器２３が容器蓋２５で蓋をした状態から握り操作によっ
て容器蓋２５が開かれると、内部の芳香剤２２の香を発散することができる。
従って、放香部１９を備えた指リハビリテーション具１は、握り操作に基づく容器２３
の開閉によって芳香を発することができるので、使用者は香による臭覚の快感を得ながら
指のトレーニングを続行しリハビリ効果を上げることができる。
【００３９】
尚、芳香剤２２を交換可能に設けた指リハビリテーション具１は、互いの指リハビリテ
ーション具１に装填された香を嗅いでその香名を当て合うゲーム用具としても使用するこ
とができる。また各芳香剤１０の香特性に基づいて、覚醒作用やリラックス感を選択して
得ることができる。
【００４０】
突起部２０は、操作部６或いは作動部７の適所に交換可能に取付けられるシール（取付
片）の表面に、指先に十分な触覚刺激を付与することができる凹凸を形成した構成として
いる。この際に突起部２０の凹凸は絵文字状の凹凸模様にすると、該凹凸模様を使用者が
指でなぞることにより、その内容を目を閉じた状態でも認知し合ったり、指リハビリテー
ション具１の種類を正確且つ簡単に知ることができる。
【００４１】
また図示例の構成からなる突起部２０は、突起の先端形状や凹凸模様を変えた複数のも
のを準備することができ、これらを選択し指リハビリテーション具１に簡単に付け替える
ことができる。従って、使用者毎に好適な指の触覚刺激を与えて脳の活性化を促す器具と
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して利用することができる。また目の不自由な使用者が指リハビリテーション具１の種類
を正しく認知し易くすることができる。
【００４２】
尚、突起部２０は凹凸を形成した透明状のシールにすると、必要な箇所に簡単に貼着す
ることができると共に、指リハビリテーション具１の本体の色を透かして外観することが
できる。また上記のような突起部２０は指リハビリテーション具１の本体をプラスチック
材で形成する際に、凹凸を一体的に形成することができる。
【００４３】
図示例のウェイト２１は板バネからなる挟持用のクリップ（取付部材）２１ａを有して
おり、該クリップ２１ａによって操作杆９，９の適所に取付けることができる。ウェイト
２１を操作杆９の先端部となる操作部６に設けた指リハビリテーション具１は、適正重量
を選択して握り操作するとき、使用者の運動の達成感を付与させたりトレーニング向上心
を高めることができる。また先端部にウェイト２１を有する指リハビリテーション具１は
、操作部６を把持した状態での振り回し運動やダンベルを兼用した運動を行うことができ
るので、手首も鍛えることができる。尚、ウェイト２１は予め操作杆９に形成されたウェ
イト装着部に重量調節可能に設けることもできる。
【００４４】
以上のように構成される指リハビリテーション具１は、一方の操作杆９に親指を挿入保
持する親指保持部１１を設け、他方の操作杆９に人指し指，中指，薬指，小指等の少なく
とも複数の指を挿入保持する指保持具１３，１３を設けているので、親指保持部１１に親
指を挿入し、運動やリハビリを行いたい指を指保持具１３に挿入した状態で握り操作を簡
単に繰り返すことができる。
【００４５】
このときバックミュージック等を利用すると指リハビリテーション具１の運動を、音楽
やリズムに合わせてより楽しく飽きを感じさせることなく続行することができるので、パ
ワーリハビリテーション等の効果もより向上させることができる。
また操作杆９，９に作動部７，７を設けた指リハビリテーション具１は、該作動部７に
発音部１７や放香部１９を簡単に設けることができると共に、握り操作によって開閉作動
する作動部７の動作毎に音声を発生させたり芳香を発散させることができる。
【００４６】
これにより使用者は指運動と聴覚及び臭覚の刺激を合わせて脳が受けるので、リハビリ
効果を相乗的に高めることができると共に、聴覚或いは臭覚の記憶によって快楽反応物質
の発生を促進したり、トレーニングの達成感も得ることができる。
またスプリング１２の強さ毎に色分け又は突起部２０による識別性を付加した複数の指
リハビリテーション具１を準備し、始めは弱い弾力性の指リハビリテーション具１を使用
し、順次強い指リハビリテーション具１を段階的に用いることもできるので、リハビリへ
の向上心を高揚し且つ達成感も満足させることができる。
【００４７】
また指保持部２は、少なくとも指保持具１３を蓄熱部材で構成すると、使用者の要望や
求められるリハビリ条件に適応させて、冷却又は加熱して使用することができるので、こ
の温度に基づく刺激やリハビリ作用も合わせて付加することができる。
また指リハビリテーション具１は入浴しながら用いることもでき、また入浴前に指のト
レーニングを簡単に行うことができるので入浴リハビリ効果も高めることができる。
【００４８】
このように指リハビリテーション具１は、握り操作の運動に聴覚や臭覚，触覚等の刺激
を加味し、使用者にトレーニングの興味を喚起して楽しく続行させることができる。
そして、指の運動を使用者が無理に意識することなくトレーニングに達成感や快楽反応
を伴ってできるから、早期疲労や倦怠感を回避しリハビリ効果を十分に上げることができ
る。また普段に使用頻度の少ない指に対しても指先の軽い運動を促進できるので、その筋
肉を活性しアセチルコリンの体内放出や、脳内のβエンドルフィン等の快楽反応物質の発
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生を十分にしトレーニングを強要することがない。
【００４９】
次に図３で示す指リハビリテーション具１の第２実施形態について説明する。尚、前記
実施形態のものと同様な構成及び作用については説明を省略する。この指リハビリテーシ
ョン具１は本体を例えば洗濯物を干す際に使用される大型の洗濯鋏等の既存のクリップを
利用し、該クリップの操作杆９，９に対し親指保持部１１と指保持具１３，１３を設ける
と共に、作動部７，７に発音部１７を設けた構成となっている。
【００５０】
図示例の指リハビリテーション具１は操作部６に後加工によって形成される取付孔２６
に、リング状の親指保持部１１と指保持具１３，１３を設けている。また親指保持部１１
は使用者の指の大きさやトレーニングの程度に応じて、操作部６に設ける複数の取付孔２
６に選択して取付けることができる。
【００５１】
また発音部１７は作動部７，７の先端部に、吹鳴部２７を有するシリンダー部２９と、
握り操作によってシリンダー部２９内の空気を圧縮するピストン部３０とを着脱可能に取
付けることができるようにしている。これにより指リハビリテーション具１は握り操作に
よって操作部６，６を開閉作動するとき、ピストン部３０がシリンダー部２９内の空気を
圧縮し吹鳴部２７を鳴らし発音させる。
【００５２】
また使用者は握り操作毎に発生される音を聴覚で確認しながら、握り操作運動をリズミ
カルにし易くなりトレーニング効果を高めることができる。また発音部１７は開閉の強弱
やスピードによって音を変化させてトレーニングを楽しくすることもできる。
尚、作動部７に設ける発音部１７は、図示例のものに限ることなく作動部７，７に対し
、カスタネット等の打楽器を設けるように構成することができる。
【００５３】
次に図４で示す指トレーニング装置３の構成及び使用態様について説明する。以上のよ
うに構成される指リハビリテーション具１は、図４で示すように指トレーニング装置３に
立設される左右の支持杆５に取付けて使用することができる。この指トレーニング装置３
は、内装された図示しない駆動モータによって回転駆動される回転体３３に対し、各支持
杆５の基部側を回転中心から偏心した位置に偏心位置調節可能に軸支している。そして、
各支持杆５の中途部は、回転体３３及び駆動モータ等を覆う機体カバー３５に穿設したガ
イド溝３６に遊動可能に挿入し支持される。
【００５４】
この実施形態の指リハビリテーション具１は、連結ピン１０或いは連結ピン１０の近傍
を各支持杆５の上部に回動自在（遊動状態）に取付支持することにより、指トレーニング
装置３の正面側に位置する使用者が両手を伸ばした左右から、各親指保持部１１及び指保
持具１３を介し操作杆９，９を簡単に握り操作することができるように設けている。
【００５５】
即ち、図示例の指リハビリテーション具１は、連結ピン１０の延長部を支持杆５の上部
に回動可能に設けられる自在継手３７に着脱可能に取付支持している。
自在継手３７は指リハビリテーション具１の把持姿勢を規定するストッパー３９を突設
している。また駆動モータの作動及び正逆回転並びに回転調整等の操作は、使用者がスイ
ッチを足踏み操作したり、補助者によるスイッチ操作によって行われる。
【００５６】
以上のように構成される指トレーニング装置３は、左右の支持杆５，５に支持された指
リハビリテーション具１，１を両手の指で把持した状態で駆動モータを作動する。これに
より支持杆５は回転体３３の回転によって上下方向の往復運動を繰り返し、各指リハビリ
テーション具１は一定の上下ストロークでガイド溝３６内の左右動や前後動を合わせた複
合的な揺動運動をすることができる。
【００５７】
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従って、使用者は指リハビリテーション具１を揺動運動と共に握り運動を同時に行うこ
とができるので、手指を支持杆５を介して支持した状態で使用者の意思による複合的な運
動を行い、パワーリハビリテーションの効果を高めることができる。
このようなトレーニングにおいて、指リハビリテーション具１は連結ピン１０並びに自
在継手３７を介し支持杆５に取付支持されているので、支持杆５の強制的な運動によって
も指に無理をさせることなく、且つ指は指保持具１３等によって指外れ等の離脱を防止し
て使用することができる。
【００５８】
また指リハビリテーション具１は支持杆５によって所定高さに支持され、使用者が持ち
上げ把持する運動を省力でき、この分ストレスの少ないリハビリを可能にする。さらに支
持杆５を介して揺動する指リハビリテーション具１の動きに合わせ、使用者は腕を揺動さ
せながら身体も同時に揺らしたり捻りを加えた運動をリズミカルに行うことができる。
【００５９】
また支持杆５によって支持される指リハビリテーション具１は、親指保持部１１から親
指を外した状態で、例えば中指と薬指を指保持具１３，１３に保持した状態で、円弧を描
く方向の指回し運動等を自由に行うことができる。そして、日常的に使用（運動）頻度の
少ない指やリハビリ要する特定の指に対し、集中的な運動を容易に行うことができる。こ
の場合にもスプリング１２やウェイト２１を適宜選択することにより、使用者に適した効
果的なリハビリを促進したり、手指の強化用トレーニングにも利用することができる。
【００６０】
この指トレーニング装置３を利用したトレーニングに際しては、バックミュージックを
併用し音楽やリズムに合わせて駆動モータの回転を設定し、指リハビリテーション具１の
上下又は左右方向の運動を行うようにすると、使用者のトレーニングをより楽しくしたり
音楽を利用したトレーニングの達成感を高めることができる。このとき支持杆５の運動回
数や指リハビリテーション具１の握り操作回数をカウントする構造を付設すると、使用者
毎のトレーニング管理を計数的に行うことができる。
【００６１】
また指トレーニング装置３は、駆動モータの正逆回転調節及び支持杆５の上下ストロー
クを調節可能に構成すること、及び左右の支持杆５，５の間隔を調節可能に構成すること
により、使用者の体格或いは必要とされるリハビリの程度に応じた両手の異質運動を、無
理な姿勢や運動を強要することなく行うことができる。
また支持杆５は機体カバー３５に取付固定したスプリング又はゴム材からなる起立支持
用の支持部材４０を設けることが望ましい。この場合には例えば円形状に穿設したガイド
溝３６の中心部に支持杆５の中途部を支持することができ、これにより駆動時には支持部
材４０の支持力に抗して揺動させると共に、駆動停止時に支持杆５を中立位置に復帰保持
することができる。
【００６２】
尚、指トレーニング装置３は駆動モータを停止した状態でも、指リハビリテーション具
１は支持杆５に支持されているので、使用者は指リハビリテーション具１を持ち上げ且つ
保持する動作を省略でき、手指を支持杆５に支持したストレスのない状態で運動をするこ
とができる。
また指リハビリテーション具１は、駆動モータ等を有しない指トレーニング装置３の機
体から立設した支持杆５に設けることができる。この場合に支持杆５は上記のような揺動
構造によって支持するか、又は支持杆５を可撓性を有するバネ材によって形成することが
望ましい。
【００６３】
また図示例の指リハビリテーション具１は、作動部７，７を洗濯鋏方式の構成によって
開閉運動をさせるものを示したが、切断用鋏方式の操作杆９，９の構成とすることにより
、握り操作によって作動部７，７を閉じ作動させる方式にすることもできる。
【図面の簡単な説明】
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【００６４】
【図１】本発明の第１実施形態に係わる指リハビリテーション具の構成を示す斜視図であ
る。
【図２】図１の指保持部の平面図である。
【図３】第２実施形態の指リハビリテーション具を示す側面図である。
【図４】指トレーニング装置の構成を一部破断をして示す正面図である。
【図５】図４の指トレーニング装置の支持杆と指リハビリテーション具の連結構造を示す
斜視図である。
【符号の説明】
【００６５】
１
指リハビリテーション具
２
指保持部
３
指トレーニング装置
５
支持杆
６
操作部
７
作動部
９
操作杆
１０ 連結ピン
１１ 親指保持部
１２ スプリング
１３ 指保持具
１５ 取付軸
１６ 操作片
１７ 発音部
１９ 放香部
２０ 突起部
２１ ウェイト
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