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このリーフレットは、地域の小中学校に通う子どもたちにどんな困り感があるか、保護

者の方、地域の先生方のお声を聴いて、子どもたちの学校生活に必要な支援やヒントを

理学療法士たちでまとめました。 

肢体不自由の子どもたち、共に学ぶ子どもたちにとって、楽しい学校生活を送れるよう

にまずは、それぞれの病気や障害の理解と肢体不自由の子どもたちが必要とする支援の

入り口をご紹介します。 

  

「みんな違って、みんないい」子どもたちに必要な支援は一人ひとり違います。病気や

障害のためにできないこともありますが、先生方が少し支援すればできそうなこと、環境

を変えることでできることが、子どもたちにはたくさんあります。子どもたちが笑顔あふれ

る豊かな学校生活を送れるように私たち理学療法士は応援しています。 

  

 わかりやすいリーフレット作りを心掛けましたが、ご不明な点やさらに詳しいことをお知

りになりたい場合は、お気軽に担当の理学療法士にお声かけください。また近隣の特別

支援学校もセンター的機能として巡回相談を行っていますので、教育相談コーディネー

ターまでお問い合わせください。 
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・ 病気それぞれの症状 ＋ 合併症 ＝多様な身体特徴 
・病気の理解ができることも大切だが、子どもそれぞれの
身体特徴を理解することがとても大切 
・子どもの身体特徴がわかることで、その子が抱える生活
上の困難さがわかる 
★ 担当教諭や学校だけで、子どもの身体特徴を全て把
握することは難しい 

肢体不自由児の疾患情報から 

どちらの視点も大切！！ 

・痛がるまで押す 
・グイグイ押す 

基本的な考え方は、、、 
・曲がっていることが多い関節は伸びる方向にストレッチ 
・車いす（座っている姿勢）が多ければ、体育や休み時間
ではそれ以外の姿勢で活動することも取り入れる   

★ 本人の動きの特徴、環境的な要素により、経験しにくい
方向に関節を動かすことで、二次障害を軽減させる 

こんなやり方 
していませんか？ 

 痛みのない、気持ちの良い範囲で伸ばすこと 
 伸ばしたところでのんびりする（止めておく）こと 

決して無理のない関わりを心掛けてください！ 

ポ
イ
ン
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 子どもの身体特徴や、具体的な運動方法については、通っている病院や療育センターにご相談ください。 

 肢体不自由とは 

『肢体不自由とは、身体の動きに関する器官が病気やけがで損な
われ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状態をいう。』 
『肢体不自由の程度は、一人ひとり異なっているため、その把握に
当たっては、学習上又は生活上どのような困難があるのか、それは
補助的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、といった観
点から行うことが必要である。』         （教育支援資料より） 

代表的なものとして、 
・脳の病気 （脳性麻痺、脳症、外傷性脳損傷等）  
・筋肉の病気（筋ジストロフィー）  
・脊髄の病気（二分脊椎）  
・骨の病気（四肢欠損、奇形）   などがあります。 

しかし、原因がはっきりわかっていない場合もあります。 
これらのものには 「この病気だから、身体的にはこういっ
た特徴が多い」というものがあります。 

 肢体不自由の原因 

準備として、 
子どもの①関節はどのくらい動くのか 
子どもの②声かけに対する理解はどのくらい可能か 

といったことを把握しておけると良いです。 

 必ず声をかける（何をするか、手を触れる、離すとき） 
 ゆっくり関わる、こちらの介助が先行するのではなく、子
どもの「動こう」とする意図に協力（援助）する 

 丁寧な触れ方を心がける（指をしっかり広げ、指先で
はなく掌全体で触れる）※ストレッチの際も同様 

 介助の方法を子どもと確認しながら行えるとよい 
 援助の内容によっては無理せず複数名で行う  

この積み重ねが、子ども自身が「自分はこれだけ手伝って
もらえれば、 この動作ができる」ということにつながります。 

身体介助の基本 

 必ず声をかける（何をするか、手を触れる、離すとき） 
 ゆっくり関わる、こちらの介助が先行するのではなく、
子どもの「動こう」とする意図に協力（援助）する 

 丁寧な触れ方を心掛ける（指をしっかり広げ、指先
ではなく掌全体で触れる）※ストレッチの際も同様 

 介助の方法を子どもと確認しながら行えると良い 
 援助の内容によっては無理せず複数名で行う  

・関節が極端に柔らかいor硬い場合があり、不用意に引っ
張ったり、無理に伸ばしたりすることは危険 
★ 関節の脱臼や、骨折につながる可能性 

・体力面や健康管理面に配慮が必要  
★ 午後や週末など、転倒リスクが増したり、 
集中力が下がったりする可能性 

・加齢による身体の成長に伴うリスクもある 
★ 動きに特徴があることで、手足がいつも曲がっていたり
（伸びていたり）、決まった姿勢をとりやすい生活習慣が
ある。それにより骨の成長に対して筋肉が成長（伸張）
していかず、関節の動きに制限がでてくる 

★  といい、進行すると痛みや変形につながる 

リスク管理 

二次障害 

例えば… 

身体に力が入らない 
身体の力が弱い 

立てない 
歩けない 

手足だけでなく、眼や口
に症状が出ることも多い 

見えにくい 
うまく喋れない 

身体に力が入りすぎてしまう 
身体の力が抜けない 
腕や指が伸びない 
踵が浮いている 

それだけでなく、病気によって起こる別の病気（合併症）を
もっている場合がほとんどです。 

身体が勝手に動いてしまう 
身体がふらついてしまう 

姿勢を保てない 
歩き方が不安定 

てんかん発作 知能の遅れ 排泄のコントロール不良 等 

ストレッチ 

ストレッチは一つの手段です。 
・マッサージをしてみたり 
・子どもと一緒に硬い筋肉を触ってみたり 

子ども自身が身体を感じる（考える）ことも大切です。 

筋肉はより硬くなろうとしてしまう！ 

子どもの力だけで 
できること 

適切な介助が 
あればできること 

→子どもの身体的な特徴により、 
やりたくても独力では困難なことがあります。 

～ 身体特徴 編 ～  ２ 



こんなことに困ってませんか？ 

・どこまで動かして大丈夫なのか不安だし、けがはさせた
くない 
・転倒が不安で、活動参加を制限せざるを得ず、見学が
多くなっている 
・車いすや装具のサイズが合わなくなっている気がする 
・移動介助や移乗介助で職員が腰や手首を痛めている 
・体育や音楽などへの参加に向けた工夫がわからない 
・方法を工夫しても周囲から目立ってしまうことを本人が
嫌がるケースもある 

 【生理的安定】と【心理的安定】 
 まずは肢体不自由の子どもたちの身体面、健康面に関す
る実態把握を行い、安全面の確保に努める必要があります。
子どもたちの「学びたい」という意欲や、他者への発信、自
立に向けた目標などは、そうした身体面や環境面の安心・
安定があって初めて育まれていきます。 

子どもたちはこんなことにも困っているかも 

体育や図工、みんなと同じやり方だと遅れ
たりできなかったりするから、やりたくない 

先生を呼んでるけど、周りが賑やかで気づいてもらえない
し、直接呼びにいくのは難しいから、もういいや 

係のお仕事、頑張りたいのに時間がか
かっちゃって、みんなが嫌がるんだ… 

 新学習指導要領では、障害のある児童生徒については、特別支援学校等の助言等を活用しつつ、個々の児童生徒の障
害の状態等に応じた指導内容・方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとするとされており、「横浜市立学校 カリキュ
ラム・マネジメント要領 特別支援教育編」では、特別支援教育が全ての学校・学級で日常的に推進されることで教育全体
の向上に寄与するものであることを示しています。 
 障害のある児童生徒の十分な学びを確保するために、一人ひとりの児童生徒の障害の状態や発達段階に応じた指導や
支援の一層の充実を推し進めることが求められています。 

『児童又は生徒の障害の状態等により、必要に応じて、専
門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどし
て、適切な指導ができるようにするものとする。』 

（小学部・中学部学習指導要領 第７章第３の６ より） 

代表的な要素である27項目を６区分に分類・整理 

自立活動の内容は 
指導内容の要素！ 

具体的な指導について、
27項目の中から必要と
する項目を選定し、 
相互に関連付ける 

先生方の考え方や実践をベースに、実態把握、実践、
評価等、PDCAサイクルの各局面で必要に応じて専門
職を活用し、効果的な教育活動につなげる 

学級・学校における周囲への説明について 
■小中学校においては、本人は周囲との違いを感じているケースもあるかと思います。他方、クラスメイトも、見慣れない
歩き方や装具に違いを感じるとともに、場合によっては様々な捉え方が対人関係・コミュニケーションスキルの育ちに
影響を及ぼす可能性を想定しておく必要があります。 

■「装具」は「眼鏡」のように生活上必要なものであることや、動き方、動きのスピードとそれに伴う配慮が必要なことな
どを、どのように周囲に説明をしていくか、本人、保護者を交えて考えておく必要があります。説明のタイミングや方法、
具体的な実践例などについては、各地域の教育委員会や療育センター等にも相談してみると良いでしょう。 

  

 肢体不自由児の学びに必要なこと 

 インクルーシブ教育システムの構築 

 肢体不自由児の学びに向けて 

 自立活動の実践と専門職の関わり 

自立活動とは… 
『基本的な行動を遂行するために必要な要素』 
『障害による学習上又は生活上の困難を改善、克服するた
めに必要な要素』 

３  ～ 生活環境・参加支援 編 ～ 



【活動場所の配慮】 例）屋外行事 
・説明を聞いたり待機をしたりする場面がある場
合、可能な範囲で屋内スペースも準備し、体温
調整の難しさによる体調不良を予防する 
・運動会や遠足では、事前に「どのように」「どの
部分を」参加するかを本人や保護者と共有し、
一緒に考えることで、その行事への目標設定と
達成につなげやすい 

 更衣にどれくらい時間を要するか 
・・・体操着での登下校を検討する 

 どの姿勢で更衣を行うか 

 車いすの子どもの場合は更衣のスペースも必要 
・・・床上に降りられるマットやスペースを設定する 

 子どもが振り向いたり見たりできないところから話
かけていないか 
・・・姿勢を変えることの難しさや動作制限による情報
取得の困難さを考慮して、指示の出し方を検討
する 

・・・指示や「次に起こること」が理解しにくい中で、周
囲がどんどん動いてしまい不安を抱くこと、また
積極性が低下してしまうことがある 

 教室内の座席位置は適切か 
・・・移動のしやすさ、黒板を含めた教室内環境の把握
のしやすさ、必要備品の置きやすさ等を配慮する 

・・・机や椅子の工夫の必要性を検討する 
・・・車いすの場合は出入り口の段差を解消し、室内の
移動動線上では旋回できるスペースを確保する 

・生活経験、授業での経験等を重ねる中で運動
能力は維持、向上していく部分がある 

・身体が大きくなることで、「身体を支えるために
必要な筋力」も多くなり、また関節が硬くなるこ
とも多く、移動や操作が不安定になりやすい 

・不安定なまま同様の活動を続けることは、転倒
やけがの危険性が高まると同時に、その後の身
体成長にも良くない影響が出る可能性がある 

・進行性疾患では、症状の進行により身体そのも
のを動かしにくくなってしまう場合がある 

移動方法、活動量、活動内容、校内外環境等につ
いて、学年が上がったときのイメージを本人、保護
者と共有し、先を見据えた学習目標や自立に向
けた目標を一緒に考えていくことが重要です。 

●具体的なチェックポイント例、学校生活や活動参加に向けた支援 

【生活面】更衣、トイレ 

【認知面】状況把握、情報取得の保障 

【環境】教室内、校内環境 

更衣 

トイレ  尿意、便意は余裕をもって伝えられるか 
・・・休み時間のトイレ誘導を検討する 

 車いすの子どもの場合はどの程度介助するか 
※車いす編も参考に 
・・・移乗の際は、基本的に得意な手で手すりをつかむこと
ができ、お尻の移動距離が短くなるように車いすを置
く（力任せな介助は、介助者も子どもも大変） 

・・・可能な範囲の脱衣は、車いす上で行うことも検討する 
 

状況把握 

 子どもの確認（視認）や板書が完了していないの
に、次の提示に移行していないか 
・・・視覚情報の「速度」「方向」「量」に配慮が必要
であり、板書に時間がかかることを考慮する 

・・・板書を画像に残しておくことも検討する 

 教材を提示する際の設定は適切か 
・・・黒板の掲示物が多く、子どもが必要な情報を選
択しにくくなっていいる可能性がある 

・・・黒板だけでなくホワイトボードやデジタル機器も
考慮し、子どもが情報を得やすい設定を検討する 

情報取得 

教室内 

校内環境  校内環境（階段、トイレ、特別教室等）は適切か 
・・・段差（特に本人が気づきにくい小さな段差）や、
便器・便座とトイレ内スペースの広さ、教室移動
にかかる時間等を配慮する 

・・・階段を移動する場合は、安全を保障するために
も子どもの運動能力を把握する必要がある（車
いすの場合は階段昇降機の使用を検討する） 

 学年が上がるイメージをもつ 

学年が上がるにつれて起こり得ること 

 集団活動における工夫や配慮の例 

体育は肢体不自由児にとって難しい科目 
・クラスの一体感は大切にしたい 
・それぞれの身体特徴を活かして参加することになる 
・体力を維持することや、運動の楽しさを感じることも
目標となる 

→安全の配慮を行い、できる限り参加する 

【活動内容の工夫】 例）体育 
・競争するような場面では時間や距離のハンディ
をクラスで考えてみる 
・通常の球技（バレーボール等）ルールに加えて、
全員椅子に座って手が届く範囲だけで打ち返
す設定等でも実施してみる 

一般学級での体育等の学習評価については、担
当教諭や学校だけでなく、各自治体の教育委員会
に問い合わせながら検討を進めると良いでしょう。 
体育に限らず、運動の量やどれくらい頑張らせた
ら良いか悩みますが、基本的には身体に痛みが出
ない範囲で行い、翌日に疲れが残らない程度が良
いでしょう。内科的な問題があることも多いので、体
育や運動についても本人・保護者とよく話し合い、
取り組むことが大切です。病院や療育センター、特
別支援学校などに相談することも有効です。 

～ 生活環境・参加支援 編 ～  ４ 



① 椅子や車いすなどで座位姿勢をとり、
股・膝・足関節をしっかり曲げる 

② 踵がしっかりと入ったのを確かめて
からベルトを止める 
※装具の中にベルトがある場合は、
一番最初に中のベルトを止める 

③ 足首のベルトを止める 
・・・足首のベルトをしっかりと止めること
で、踵が浮いてしまうのを抑えること
ができ、下肢がつっぱりにくくなります。 

④ つま先に向かって順番にベルトを止
め、最後に膝下のベルトを止める 

SHBを使用している方と比べて、 
・より下肢のつっぱりが強く、下肢が交差
してしまう方 
・より足の支えが弱い方 

に使用します。 
★ 下肢のつっぱりが抑えられ、座りやす
く、歩きやすくなる 

★ 膝折れしにくくなり、立ちやすくなる 
★ 足首の運動を補助し、歩行時に下肢
を出しやすくなる 

・扁平足など足の変形がある方 
・足の支えが弱い方 

に使用します。 
★ より良い足の形状に保つ 
★ 運動時に足が支えやすくなり動
きやすくなる 

市販の靴にインソールを入れる方や
靴型装具と合わせて使用する方も
います。 

・下肢の筋力が弱く、立位をとると膝折
れしてしまう方 
（二分脊椎、弛緩性麻痺など） 

に使用します。 
★ 立位で膝折れせず、立ちやすい 
★ 下肢に体重がかかり、股関節の形成
や下肢の骨・筋肉の発達を促す 

あてはまる場合は、保護者や理
学療法士等に相談してください。 

 

・扁平足など足の変形がある方 
・変形により痛みがある方 
・足の支えが弱い方 

に使用します。 

★ 足の形を整える、痛みを和らげる 
★ 足首が支えられて、立ったり歩いたりしやすくなる 

・下肢がつっぱりやすい方 
・足の支えが弱い方 
・足の変形が強い方 

に使用します。 
★ 下肢のつっぱりが抑えられ、椅子に座
りやすくなる 

★ 歩行時に下肢を振り出しやすくなる 
★ 変形に対して予防・進行を遅らせる効
果が期待される 

オーバーシューズと併用して、屋外でも使用できます。 

金属支柱、カーボン支柱など様々なタイプがあり、
個々の特徴・能力に適した補装具を処方します。 

『障害のある方が日常生活において必要な移動・動作等を確保することや、就労場面で能率の向上を図ること、 
障害児が将来自立していくための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損または損なわれた身体機 
能を補完・代替する用具』  （厚生労働省HPより） 
  ＝補装具があることで子どもたちが生活しやすく、大きくなっても生きていきやすい状態にしていくことができます。 

■補装具の目的・使い方を知り、子どもたちの生活や学習環境をより良いものにしていきましょう。 
■予後を考慮しながら、上手に補装具を作成・使用していくことが大切です。 

指1本分 
     ＝約1.5cm 

 補装具とは 

●各補装具の対象者・目的 

 靴型装具 

 インソール（足底板・中敷き） 

 LLB（金属支柱付き長下肢装具） 

 SHB 
 （シューホーンブレース・プラスチック短下肢装具） 

 SLB（短下肢装具） 

下肢装具のサイズチェックポイント 

 インソールを取り出し踵を合
わせたとき、つま先に指１本
分のゆとりが無い 

 つま先や踵、くるぶし部分が
赤くなる 

 膝下のベルトの位置が低い 

下肢装具装着時のポイント 
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子どもの障害に応じて、杖や歩行器などの歩行補助具を
使用することがあります。車いすと同様に、適切な子どもの
移動手段を選ぶこと、自分で動ける環境を整えることは重
要です。運動機能だけでなく、目の発達や心理面での発達
にも影響を与えます。 
ここでは代表的なものを紹介しますが、他にも様々なもの
があります。使用方法や注意点、調整方法については保護
者や、貸し出し・作製した療育センター等に相談すると、よ
り有効に安全に利用できます。 

・足でなんとか体重を支えられる方 
・何かにつかまらないとバランスをとる
のが難しい方 

に使用します。 

 松葉杖より自由に歩け、屋外で
使用することができる 

 腕の筋力が必要 

 痛がっていないか 
 苦しそうにしていないか 
 装具の当たる場所が赤くなって
いないか（腋、背中、骨盤など） 

 便秘・下痢・嘔吐などがないか 

・動的脊柱装具 
（プレーリーくん） 

・硬性装具 
（ボストンタイプ） 

・軟性装具 
（ダーメンコルセット） 

・足の筋力が弱く足だけでは体重
を支えられない方 
・バランスをとるのが難しい方 

に使用します。 

 後ろに進まないため姿勢が
起こしやすい 

 校舎内や運動場で使用する
ことができる 

・座位や立位の保持が難しい方 
・足の力で体重を支えられない方 

に使用します。 

 自転車のサドルのような部
分に乗って前傾位で使用 

 テーブルやグリップがあるた
め頭が起こしやすい 

プレーリーくんについて 

装着方法、使用方法については個別性が高いため、
作成した病院や療育センターで確認してください。 

補装具を有効に使うために ～連携のための確認事項～    

補装具は療育センターや医療機関で作成されることがほとんどです。作成時に想定されていた目的
やメリットが、実際の使用場面で上手くいかないこと、伝達が不十分であることが往々にしてあります。
補装具を使用する上で確認しておくと良いことを以下に挙げました。保護者や理学療法士等に確認し
ながら、子どもたちにより良い支援・環境が提供できるようにしていきましょう。 

★ 身体を支えやすくなり活動・学習に集中しやすくなる 
★ 体幹が安定することで運動しやすくなる 
★ 側弯を予防、進行を遅らせることが期待される 

・体幹を支えるのが苦手・困難な方 
・側弯がある方  

に使用します。 

前 

後 

●各補装具の対象者・目的 

体幹装具 

体幹装具の注意点 

 歩行補助具について 

 SRCウォーカー 

特
徴 

 PCウォーカー 

特
徴 

 ロフストランド杖 

特
徴 

 補装具を有効に使うために ～連携のための確認事項～ 

 補装具の装着方法・使用方法 
・・・個々の子どもたちに適した補装具を持っているため、装着方法・使用方法も人により異なります。 

 どんな場面で使用するか 
・・・使用する補装具の目的や特徴により変わってきます。生活場面のいつ、授業中か、姿勢によって変わるかなど。 

 サイズが合っているのか 
・・・オーダーメイドの補装具が多く、成長期の子どもたちによってはすぐ身体に合わなくなる場合があります。以前と使用
した時の様子が異なるなどの違和感があった場合は、再調整・相談のタイミングかもしれません。 

 補装具を使用することで不快そう 
・・・身体に直接装着するタイプの補装具は、メリットだけでなく子どもたちに不快感も与えます。ムレて暑い、窮屈、擦れて
傷になるなど、状況によっては着けない時間を設けてあげることも必要です。 
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アームサポート 
・肘を置く部分 
・乗り移りしやすいよう上げ下げが可能 
・付属のテーブルを差し込むことも可能 

 

フットレッグサポート 
・座面とフットサポートの連結部分 
・乗り移りがしやすいよう、開閉や取り外しが可能 
・足駆動する際は取り外すと便利 

 

フットブレーキ 
・介助者が使いやすいよう足元
についている介助ブレーキ 

 

転倒防止装置 
・後方へ転倒することを防ぐ 
・折りたたみ収納が可能なものもある 
・段差を越えたい場合は折りたたむと便利 

 

ティッピングレバー 
・レバーを足で下に押し、同時にグ
リップを腕で下に押し傾け、キャス
ターを浮かせて段差を乗り越える 

 

① 自走用車いす 
：一般的な車いす 
後輪にハンドリムがある 

② 介助用車いす 
：介助者が操作する 
後輪は小さく、ハンドリムがない 

③ 座位変換型車いす 
：座位保持が困難な場合 
ティルト、リクライニングが可能 

④ 簡易電動車いす 
：自走用車いすに装着できる 
電動・手動モードの切り替え可能 

 
②介助用車いす ③座位変換型車いす ④簡易電動車いす 

腰ベルト 

①自走用車いす 

 車いすの基本情報 

 車いすの種類 

 名称 

アームサポート 

バックサポート 

ブレーキ 

レッグサポート 

フットサポート 

グリップ 

介助ブレーキ 

胸ベルト 

ハンドリム 

スカートガード 
転倒防止装置 

キャスター 

ティッピングレバー 

ティルト/リクライニング 
レバー 

 各機能の特徴 

フットレッグサポート 
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確認 
声かけ 

・姿勢の崩れやシートベルト着用の確認 
・動く際には「声かけ」と「ゆっくり」を心掛ける 

ブレーキ ・移乗時や停止時には必ずブレーキをかける 

段差 ・キャスターを浮かせ、前向きに上がる 
・後ろ向きに降りる 

坂道 
 

〈上り坂〉 前向きに進む 
〈緩やかな下り坂〉 
介助者は後方に体重を置き、介助ブレーキ
がある場合はブレーキをかけながら進む 
〈急な下り坂〉 後ろ向きに進む 
〈砂利道〉 
後ろ向きに進むとタイヤが埋りにくい 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

介助する前の準備として… 

声かけや車いすの位置を確認しましょう。 

介助する際のポイント 

姿勢変換することで座位を安定させます。 
また長時間の座位で疲れてしまう場合は休憩も可能で、
座り直したい時の介助にも役立ちます。 

ティルト・リクライニングについて  車いす操作のポイント 

階段の介助について 

基本的に階段昇降機等での対応をお勧めします。 
緊急避難時や校外学習等で、子どもを乗せたままの介助
が必要な際は、療育機関や担当理学療法士等にご相談
ください。 

・・・姿勢を崩さず後方へ
倒すことが可能 

リクライニング ティルト 

・・・背もたれのみ後方へ
倒すことが可能 

姿勢変換の際、 
ティルトとリクライニングの 
レバーを間違えないように注意 

介助での移乗方法       

介助の時、名札や時計が当たると痛いよ 

これから何をするか教えてね 

私がどのくらいできるか
知っておいてほしいな 

車いすは近くに置いた？ 

 足幅を前後左右に広めに開く 

 できるだけ子どもと近づく 

 腰を痛めないよう、足の力を使う 

ポ
イ
ン
ト 

Q 

A 

子どもがつっぱってしまう時は？ 

まずは緊張が抜けやすい状態にする 

・移乗する際、頭をのけぞっているのなら
頭を前に倒すように誘導する 
・腕を引いてしまっているのなら肩をまる
めるように誘導する 

Q 

A 

子どもが立つことができない時は？ 

体を近づけ抱きかかえる 

・一方の手を背中から腋に回し、
もう一方を膝裏に差し入れ、前
腕で支え抱きかかえる 
・首が不安定な子は介助者の腕
で安定させる 

A 

Q 

A 

子どもが立って乗り移る時のポイントは？ 

立つ前に子どもの座り方、車いすの位置を確認する 

【お尻や足の位置】 

・子どもの支える
力が強い足が
移動する側にく
るように置く 

・浅く座らせる 
・足は地面につけ
膝の真下におく 

【車いすの設置位置】 

体重が足に乗るように誘導する 

・立ち上がる際、背筋を伸ばし体を上に
引っ張り上げず前方へ誘導する 
・立った際に膝折れしてしまう子どももい
るので注意 

～こんな時どうする？ Ｑ＆Ａ～ 

この場合：右足 
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点検箇所 点検のポイント 対処方法 

タイヤ 
①空気が抜けている 
②溝が減っている 

①空気入れで空気を入れる
解決しない時は虫ゴムを確認 
②タイヤの交換を相談 

ブレーキ 
効きが悪い タイヤに空気を入れる 

解決しない時は相談 

キャスター 擦り減りガタガタする キャスターの交換を相談 

フットサポート 
位置が左右で違う 
高さが合っていない 

ネジを緩め正しい高さに設定
し、ネジを締める 

ヘッドレスト 不安定（ガタガタする） ネジをきつく締める 

シート 汚れ、食べかすの有無 シートを拭き、乾かす 

胸・腰ベルト 長さ・高さが合っていない 取り付け位置の変更を相談 

・背もたれが垂直の姿勢が、必ずしも良い姿勢ではない 
★ 背もたれを倒した姿勢が良い姿勢の子どももいる 

・学習の際、教材を見せる位置も重要 
★ 教材を顔の近くで見せることで、 
姿勢が崩れず、安定する子どももいる 

★ テーブルの上に傾斜台を置くことも有効 

■身長が伸びた際はフットサポート、ヘッドレスト、アームサ
ポート（肘掛）、胸ベルトの高さを調整してください。 
■身体障害者手帳を利用して車いすを作製した場合、原則

6年間使用します。調整や作り変えの時期等については、
作製した病院や療育センターに相談してください。 

 

① 移動の手段 
② 椅子としての役目 
③ 座っている姿勢を助け保持する 

車いすの姿勢が崩れると、身体に様々な影響が生じます。 

具体的には、 
 

 
 

■学習や食事がしにくくなります。 
■姿勢が崩れた時は修正しましょう。 

 車いすの姿勢 

 車いすの役割 

学校では長い時間車いすに座っています。
姿勢の崩れに注目しましょう。 

良い姿勢とは 

■良い姿勢の概念は、個々の身体機能によって変わります。 

姿勢の修正方法 
① 〈ティルト・リクライニングがある場合〉背もたれを後ろ
に倒す 

② お尻をシートの奥まで入れて、座り直す 
③ 腰・胸ベルトをしっかりしめる 
④ お尻や体の横に空間がある場合はパッド等を入れる 
⑤ 背もたれを少しずつ起こす 
⑥ 〈付属のテーブルがある場合〉テーブルに肘をのせる 

姿勢の直し方       

a. 背中がまるく、顔が下がった姿勢（円背姿勢） 
b. 体が左右に倒れている姿勢 

車いすで見られる姿勢の例 

b.  a.  

ポ
イ
ン
ト 

 お尻を深く入れる 
 できるだけ左右対称に座らせる 
 頭や体だけを直さない 

 車いすのチェックポイント 

車いすを点検しましょう 

① 背もたれの幅が狭い 
・背もたれから肩がはみ出し、背中
や肩が背もたれのパイプに当
たって皮膚が赤くなる 

② 座面の幅が狭い 
・体と車いすの間に隙間がなく、お
尻や太ももが車いすのスカート
ガードに当たって皮膚が赤くなる 

③ 座面の奥行きが足りない 
・座面から膝が前に出すぎてしまい、
姿勢が不安定になる 
・フットサポートから足が落ちやすく
なる 

④ 膝からフットサポートまでの長
さが足りない 

・座面から膝が浮いてしまい、姿勢
が不安定になる 
・臀部への荷重が大きくなり、お尻
の皮膚が赤くなる 

車いすのサイズが合っていないと 
・安全で衛生的に使い続けるため定期的に点検しましょう。 
・学校の長期休みの後は必ず点検してください。 

１ 

２ 

３ 

４ 

・背骨が曲がり呼吸がしにくい 
・顔を自由に動かせない 

・声を出しづらい 
・手を動かしづらい 
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 神奈川県立こども医療センター           

 神奈川県立総合療育相談センター        

 横浜市東部地域療育センター         

 横浜市中部地域療育センター         

 よこはま港南地域療育センター        

 横浜市西部地域療育センター        

 地域療育センターあおば           

 横浜市北部地域療育センター         

 横浜市戸塚療育センター          

 横浜市総合リハビリテーションセンター   

 横浜療育医療センター 

 横浜医療福祉センター港南 

 川崎市南部地域療育センター        

 川崎市中央療育センター           

 川崎市北部地域療育センター           

 川崎西部地域療育センター        

 太陽の門福祉医療センター         

 相模原療育園        

 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎 

 神奈川リハビリテーション病院       

 北里大学病院        

 東海大学医学部付属病院           

 横浜市立大学附属病院         

 小田原市立病院      

                          など  

＊児童発達支援センター、事業所は掲載していません。お近くの市町村にお問い合わせください。 

＊近隣の特別支援学校も、地域の小・中・高等学校に巡回相談を行っていますのでお気軽にご相談ください。 

リハビリテーション・療育機関一覧（かながわ小児リハビリ案内一部参考） 

１０ 

QRコード 

右のQRコードを読み取ると、アンケートフォームのwebサイトにリンクします。
所要時間は約2～3分です。 
本リーフレットの感想やご意見をいただけますと幸いです。 

アンケートにご協力ください 



研究協力者(順不同) 

中澤 充昭  （神奈川県立総合療育相談センター） 

山内 亜紗美（神奈川リハビリテーション病院） 

山之口 慶  （横浜療育医療センター） 

古川 真里子（川崎西部地域療育センター） 

飯野 芳枝  （川崎市障害者更生相談所） 

片山 裕二  （川崎市立田島支援学校） 

小玉 美津子（神奈川県立座間養護学校） 

竹田 智之  （横浜市教育委員会事務局） 

角掛 洋行  （横須賀市立養護学校） 

  

イラスト協力 

立花 陽子(神奈川県立座間養護学校 教諭) 

このリーフレットは、神奈川県理学療法士会研究助成にて作成いたしました 


