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Side Size

Wrist circumference

cm inch

14 – 16 5.5 – 6.2

16 – 19 6.2 – 7.4

19 – 22 7.4 – 8.6

Fiber Composition

50P20
Al / aluminium, CO / cotton, EL / elastane, PES /polyester, PE /polyethylene, PU /polyurethane, TPU / thermoplastic 
polyurethane

50P21
Al / aluminium, CO / cotton, EL / elastane, PA /polyamide, PES /polyester, PE /polyethylene, PU /polyurethane, Stahl /
stee, TPU / thermoplastic polyurethane

S

M

L

Suitable
for

either
side
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1 はじめに 日本語

備考

最終更新日: 2020-05-18

► 本製品の使用前に本書をよくお読みになり、安全注意事項をご
確認ください。

► 装着者には、本製品の安全な取り扱い方法やお手入れ方法を説
明してください。

► 製品に関するご質問がある場合、また問題が発生した場合は製
造元までご連絡ください。

► 製品に関連して生じた重篤な事象、特に健康状態の悪化など
は、すべて製造元（裏表紙の連絡先を参照）そしてお住まいの
国の規制当局に報告してください。

► 本書は控えとして保管してください。

本取扱説明書では、手関節装具50P20 Manu Arexaおよび50P21 Manu
Arexa Pollexの装着および適応に関する重要な情報を説明いたしま
す。

2 使用目的

2.1 使用目的
本製品は、必ず装着部位の皮膚が良好な状態であることを確認したう
えで、上肢にのみ装着してください。

本装具は適応に従って使用してください。

2.2 適応 （以下の適応症は海外で認可されたものです。）
• 手関節や親指鞍関節の捻挫

• リウマチ性関節炎 

• 橈骨神経の不全麻痺または完全麻痺による下垂手
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50P20 Manu Arexakのその他の適応症

• 手関節の腱障害

• 靱帯損傷、手首の靭帯損傷 

• 手首不安定

• インピンジメント症候群

• 手首部位の過敏症

• 手根管症候群

50P21 Manu Arexa Pollexのその他の適応症

• 前腕遠位または手根骨の骨折

• 靱帯断裂（部分断裂）

• 部分関節固定

• 手術前や手術後、外傷後に手関節をしっかり固定する必要がある
状態

• 手首や親指の過敏症

• 夜間ポジショニング

適応については、必ず医師の診断を受けてください。

2.3 禁忌

2.3.1 絶対的禁忌
特になし。

2.3.2 相対的禁忌
以下の症状がみられる場合は必ず医師の診察を受けてください。皮膚
の疾患や創傷、炎症、腫れを伴う顕著な瘢痕、装着部の発赤や熱、還
流障害を伴う顕著な静脈瘤、リンパ液の循環障害、装着部遠位の不明
瞭な軟部組織の腫脹、糖尿病性ニューロパチーなどによる前腕や手の
感覚障害や循環障害

2.4 用途
本装具により手首を安定させます。



3 安全性

3.1 警告に関する記号の説明

注意 事故または損傷の危険性に関する注意です。

注記 損傷につながる危険性に関する注記です。

3.2 安全に関する注意事項

注意

別の装着者への再使用および不適切な管理により生じる不具合

細菌などの発生により、皮膚刺激、湿疹または感染症をおこすおそ
れがあります。

► 本製品は1人の装着者にのみご使用ください。

► 定期的にお手入れを行ってください。

注意

熱、燃えさし、火気による危険

製品の損傷により、火傷など、装着者が負傷するおそれがありま
す。 
► 本製品を、炎や燃えさし、他の熱源などにさらさないでくださ

い。

注記

摩耗または破損した製品を使用した場合の危険

効果が充分発揮されない場合があります

► 毎回使用する前に、正しく機能すること、磨耗や破損がないこ
とを確認してください。

► 正しく機能しない場合や、摩耗や破損がある場合には、使用を
中止してください。
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注記

不適切な組み立てや使用による危険

過度な負荷により製品が破損したり、耐荷重部品が破損して製品を
きちんと装着できなくなる危険性があります。

► 認定された義肢装具士のみが製品の装着を行ってください。

► 本製品への不適切な改造は決して行わないでください。

► 本書の指示に従って製品を装着してください。

注記

油分や軟膏、ローション、または油分や酸を含む製品による危険性

部材の機能が失われて安定性が低下します。

► 油分や軟膏、ローション、または油分や酸を含む製品に触れな
いように注意してください。

4 取扱方法

備考

► 1日の装着時間ならびに装着期間は医師の指示に従ってくださ
い。

► 本製品を初めて装着される際には、必ず義肢装具士および医師
が調整を行ってください。

► 装着者には、本製品の取扱やお手入れの方法を説明してくださ
い。

► 装着者が不快感を示すようなことがある場合は、至急医師に相
談するよう指示してください。

4.1 サイズの選択
1) 手首周径を測定します。

2) サイズ表を参照して、装具のサイズを選んでください。



4.2 適用・装着方法

注意

誤った装着または過度な締め付けによる危険

過熱状態による皮膚刺激や過度な締付による圧痛が生じるおそれが
あります。

► 製品が正しく装着されているか確認してください。

► 皮膚炎をおこすなど、本製品による不具合が疑われる場合は、
使用を中止してください。

手関節装具50P20および50P21の配送時には、右側装着用に設定されて
います（画像参照 1、画像参照 2）。金属製ステーの形を左手用に整
えます（2772886）。2つの金属製ステー（掌側のスプーン型ステーと
甲側のステー）を装具外ポケットに入れます。装着者に合うように、
手でステーの形を整えます。

1) 装具を開けます。

2) 掌側のステー（A）を装具外ポケットから取り出します（画像参
照 6、画像参照 4）。

3) ステーを装着者の手のひらに合わせた解剖学的な形に整えます。

4) 外側のスプーン状カーブが掌側にくるようにステーをポケットに
差し込みます。

5) 50P20：甲側のステー（B1）は随時、尺骨側（B2）にも使用でき
ます。外ポケットからステーを取り出し、手で形を整えてから甲
側または尺骨ポケットに配置します（画像参照 4）。

6) 50P21：甲側のステー（B1）を外ポケットから取り出し、手で形
を整えてからポケットに配置します。

7) 装具を手首の上に置いて、親指開口部に親指を通します（画像参
照 5）。紐を締めて、面ファスナーを閉じます。 

8) 装具の装着具合を確認してください。 

9) オプション：装具に合わせてハサミで面ファスナーを短くします
（画像参照 7）。

→ 手首や掌を挟むことなく装具をフィットさせます。
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4.3 取り外し
1) 装具の面ファスナーを開きます。 

2) 装具を外します。

5 お手入れ方法

注記

不適切な洗剤の使用による破損の危険

不適切な洗剤を使用すると破損する危険があります。

► 指示通りの洗浄剤使用してください。

1) 金属製のステーを全て取り外します。

2) 面ファスナーを全て閉じます。

3) 推奨：洗濯機の場合は、ランドリーバッグまたは洗濯ネットを使
用してください。

4) 標準的な中性洗剤を使用し、40  °Cの温水で、洗濯機にかける
か、手洗いをしてください。柔軟剤を使用しないでください。充
分にすすいでください。

5) 自然乾燥させます。火や熱に直接さらさないでください（直射日
光、暖房、または放熱器など） 

6) 金属製ステーを再度挿入してください。

6 廃棄
本製品を廃棄する際には、各地方自治体の廃棄区分に従ってくださ
い。

7 法的事項について
法的要件についてはすべて、ご使用になる国の国内法に準拠し、それ
ぞれに合わせて異なることもあります。

7.1 保証責任
オットーボック社は、本書に記載の指示ならびに使用方法に沿って製
品をご使用いただいた場合に限り保証責任を負うものといたします。
不適切な方法で製品を使用したり、認められていない改造や変更を
行ったことに起因するなど、本書の指示に従わなかった場合の損傷に
ついては保証いたしかねます。



7.2 ＣＥ整合性
本製品は、医療機器に関する規制（EU）2017/745の要件を満たしてい
ます。CE適合宣言最新版は製造元のウェブサイトからダウンロード
することができます。

1 前言 中文

信息

最后更新日期：2020-05-18

► 请在产品使用前仔细通读本文档并遵守安全须知。

► 就产品的安全使用给予用户指导。

► 如果您对产品有任何疑问或出现问题，请联系制造商。

► 请向制造商和您所在国家的主管机构报告与产品相关的任何严重
事件，特别是健康状况恶化。

► 请妥善保存本文档。

该使用说明书为您提供了有关腕关节矫形器 Manu Arexa 50P20 和 Manu
Arexa Pollex 50P21 调整及穿戴的重要信息。

2 正确使用

2.1 使用目的
该矫形器仅用于上肢矫形并且仅可与未破损皮肤接触。

使用矫形器必须对症。

2.2 适应症
• 腕关节或拇指腕掌关节的扭伤

• 类风湿关节炎 

• 桡骨神经轻瘫或麻痹时的手垂症
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50P20 Manu Arexa 额外适应症

• 腕关节肌腱病

• 腕关节的韧带损伤、韧带拉伤 

• 腕关节不稳定

• 撞击综合症

• 腕关节区域的刺激感

• 腕隧道症候群

50P21 Manu Arexa Pollex 额外适应症

• 小臂远端或腕关节骨折

• 韧带撕裂（部分撕裂）

• 部分关节强直术

• 手术前/手术后/创伤后的状态下，要求对腕关节进行固定的情况下

• 腕关节和拇指区域的刺激感

• 夜间支承

适应症应由医生鉴定。

2.3 禁忌症

2.3.1 绝对禁忌症
未发现。

2.3.2 相对禁忌症
具有下列病症时，需首先咨询医生：皮肤疾病/损伤、炎症，穿戴护具
的部位有突起疤痕并且疤痕有肿胀、发红以及发热迹象；大面积静脉曲
张，特别是回流受阻、淋巴循环不畅——以及身体远端不明原因的软组
织肿胀；小臂以及手部感觉和血液循环不畅，例如：糖尿病神经病变。

2.4 作用原理
该矫形器能够稳固腕关节。

3 安全须知

3.1 警告标志说明

小心 警告可能出现的事故和人身伤害。

yurie.sugimura
テキストボックス

yurie.sugimura
テキストボックス
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