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第 23回日本靴医学会学術集会の開催にあたって

会長 新城 孝道

人類が 2足歩行で生活をしたことが第 1の進歩だとすると，素足に履物を着用した生活は第 2
の進歩と言えよう．その結果，生活範囲の拡大やより危険な地形や環境への適応の拡大がみられ
た．戦争も遠方への移動が必要となり，履物も種々改良されてきた．
履物は単に歩行するのみならずスポーツの面でも多大な改良がみられ，大いなる進歩がえられ

た．靴底のクッション性の向上，靴底の構造の改善がオリンピックの記録の変化をもたらした．
市販靴と運動靴を合体させたウオーキングシューズや足の構造を配慮したコンフオート靴の作製
も，健康指向の要望に応じて作製され，広く使用されている．
靴は種々の特殊作業により対応出来るように安全靴，ゴム長靴，防水靴その他特殊靴が作製さ

れ，日々改良が加えられている．
靴は機能面のみならず，使用するひとの美的感覚の嗜好の高まりや，服装を含めた身体全体の

フアッションの一部として受け入れられ，靴の外界や色調その他の要素の追加がなされた．
その結果足の形とことなる爪先のとがった形状やハイヒール等の出現で外反母趾，靴擦その他

の足の障害をきたした．
靴の医学は足と靴とのかかわりを，より科学的かつ医学的な見地よりアプローチをしてきた．

特に疾病，外傷その他の原因で足の外観の構造異常例に対しては靴型装具が作製されてきた．本
邦では靴の歴史が浅く，靴に関して先進の欧米諸国より知識と靴作製技術の導入がなされてきた．
また疾病を有する患者の足の構造は一人一人ことなり，足の鋳型採取より靴型を作製してきた．
そのうえで型紙を作製し，皮の裁断，縫製，圧着と多くの段階を経て作製される．作製された靴
も借り合わせ，部分修正をへて完成となる．

本学会は日本人の足の健康と靴の医学的見地より，より科学的なアプローチを長い期間行って
きた歴史がある．今回，より靴に関する発表，講演，展示等の内容を検討し構成しました．
多くの会員の方が本学会に参加し，新知見，靴の知識，技術等に関しての知識の習得が得られ

るよう願っています．
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交通のご案内

― S2 ―



車路

車寄せ

控室

講演会場
（弥生記念講堂）

吹抜

佐藤記念館

［東京女子医科大学糖尿病センター・弥生記念講堂］

都営大江戸線
若松河田駅

池

総合受付 PC
      受付

展
示

ス
テ
ー
ジ

中
央
通
路

会場のご案内

― S3 ―



参加者へのお知らせ

◎受 付 9月 18 日（金）9 : 00～16 : 30，19 日（土）9 : 00～15 : 00
東京女子医科大学 弥生記念講堂 1Fにて受付を行います．

◎参 加 者 医師（会員・非会員）：10,000 円
コメディカル：5,000 円
学生・大学院生・一般：3,000 円
参加証（兼領収書）をお渡しいたします．会場内では必ずお付け下さい．

◎企 業 展 示 東京女子医科大学 弥生記念講堂ロビーで展示を行っています．

◎抄 録 号 抄録号を必ずご持参下さい．当日は 1部 2,000 円での販売となります．

◎質 疑 応 答 予めマイクの前に並び，座長の指示に従って，所属，氏名を述べた後，簡潔
に発言して下さい．

◎懇 親 会 学会 1日目終了後，東京女子医科大学内 学生食堂にて行います．（費用は参
加費に含まれます．参加証をご提示下さい．）

◎呼 び 出 し 緊急の場合のみ，スライドによるお呼び出しをいたします．
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会議のお知らせ

◎理事会
日時：平成 21 年 9 月 17 日（木）14 : 00～16 : 00
場所：京王プラザホテル 47 階 ひかり

◎評議員会
日時：平成 21 年 9 月 17 日（木）16 : 00～18 : 00
場所：京王プラザホテル 47 階 あさひ

京王プラザホテル
〒160�8330 東京都新宿区西新宿 2�2�1
TEL : 03�3344�0111

◎総会
日時：平成 21 年 9 月 18 日（金）13 : 45～14 : 15
場所：東京女子医科大学 弥生記念講堂（セッション会場）

―S5―



演者へのお知らせ

1．口演時間：
口演時間は一般演題 6分．質疑応答は 4分です．口演終了 1分前に青ランプ，終了は赤ラン

プでお知らせします．口演時間の厳守をお願いいたします．
2．発表形式：

■PCプレゼンテーションのみのご発表になります．
■ノートパソコン持参またはデータ持参（CD�ROM，USBフラッシュメモリのみ）による発
表が可能です．（ただしMacintosh をご使用の方はノートパソコンをご持参ください）
■発表セッションの開始 30 分前までに，会場前の「PC受付」にて受付をお済ませください．
1）PC本体をお持ちいただく方
① パソコンはWindows 2000 以上，Macintosh OS 9.0 以上のもので，USBポートを有
するものをご持参下さい．アプリケーションは，Microsoft Power Point，Apple Key-
note とさせていただきます．

② D�sub15 ピンといわれるモニター出力が必要です．事務局でD�sub15ピンの接続ケー
ブルをご用意いたします．お持ち込みいただく PCからD�sub15 ピンへの変換コネ
クターが必要な場合には，ご自身でお持ち下さい．D�sub15 ピン以外の接続は，お
受けできませんので，予めご了承下さい．

③ 動画も利用可能ですが，実際にお持ち込みいただく PCで再生できることを事前に
ご確認下さい．本体の液晶画面に動画が表示されても，PCの外部出力に接続した画
面に表示できない場合があります．発表に使用する PCの外部出力にモニターある
いはプロジェクターを接続してご確認下さい．お持ち込みいただく PCではない別
の PCで作成された動画は， 再生できない場合がありますのでお気をつけ下さい．

④ スクリーンセーバーならびに省電力設定は予め解除して下さい．
⑤ 電源ケーブルを必ずお持ち下さい．バッテリーでのご発表はトラブルの原因となり
ます．

⑥ お持ち込みいただく PCに保存されている貴重なデータの損失を避けるため，必ず
事前にデータのバックアップをして下さい．

⑦ 不測の事態に備え，バックアップデータをCD�R（CD�ROM）またはUSBフラッシュ
メモリでお持ちください．

2）メディアをお持ちいただく方
会場にご用意するパソコンは，Windows Vista，プロジェクター解像度は 1024×768
ドットです．
① 以下のバージョンの PowerPoint で作成されたファイルのみが使用できます．
Windows : PowerPoint 2002～2007（PowerPoint 2000 は不可）
Macintosh：各自の PCをご持参下さい

② 利用可能なメディアは，CD�R（CD�ROM）またはUSBフラッシュメモリです．
※ CD�Rの書き込みはハイブリッドフォーマットでお願いいたします．
※ CD�RWはご使用になれません．

③ フォント：OSに標準で設定されているフォントの内，MSゴシック・MSPゴシック・
MS明朝・MSP明朝・OSAKA・Century・Century Gothic のみをご使用下さい．

④ プレゼンテーションに静止画，動画，グラフ等他のデータをリンクさせている場合
は，必ず元データを保存いただき，事前に動作確認をお願いいたします．
動画は，Windows Media Player で再生可能であるものに限定いたします．

⑤ アニメーションを含めた動画につきましては，PowerPoint のバージョンが異なると
動作を保証できません．

⑥ 静止画像は，JPEG形式で作成いただくことを推奨いたします．
⑦ お持ち込みになるメディアは，事前にご自身でウィルスチェックを行って下さい．
ホームページ掲載用にコピーを保存させていただきます．掲載を望まれない方はお
申し出下さい．又，口演原稿の電子ファイルを提出していただけば同時に掲載しま
す．
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3．発表演題の雑誌掲載
・10 月 30 日（金）までに学会事務局まで原稿をご送付下さい．なお詳細につきましては投稿規
定をご参照下さい．

4．本会での演者・共同演者は共に会員に限ります．
未入会の方は事務局から指定された期日までに必ず入会手続きをお取り下さい．手続きがお

済みでない方は，雑誌に氏名が掲載されませんのでご注意下さい．

司会の先生へのお知らせ
1．ご担当頂くセッション開始の 30分前までに，会場前のPC受付にて司会受付をおすませ下さい．
2．定刻どおりの進行にご協力をお願いいたします．

■投稿原稿送付及び入会手続きは，下記事務局まで宜しくお願いいたします．
【投稿原稿送付】
〒114�0024 東京都北区西ヶ原 3�46�10
日本靴医学会「靴の医学」杏林舍編集事務室
e�mail : edit@kutsuigaku.com

【入会問合せ・申込】
〒114�0024 東京都北区西ヶ原 3�46�10（株）杏林舍気付
日本靴医学会事務局
e�mail : jimu@kutsuigaku.com Web : http:��www.kutsuigaku.com�
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日程表

9月18日（金） 9月19日（土）

19：00

9：45

9：00 9：00

9：50

10：30

11：00

12：00

13：20

12：20

13：45

14：15

14：45

15：45

16：25

9：50

10：20

11：00

12：00

12：20

13：20

13：45

14：45

15：35

16：15

17：05
17：15

16：20

開会の辞 新城孝道

懇親会
（佐藤記念館1階食堂）

一般演題
糖尿病

座長：須田康文

一般演題
靴1

座長：田代宏一郎

教育講演3
演者：ヘルベルト・テュルク

座長：赤木家康

教育講演4
演者：野口昌彦
座長：倉　秀治

一般演題
外反母趾

座長：大内一夫

一般演題
靴2

座長：高尾昌人

休憩

休憩

教育講演1
演者：内田俊彦

座長：宇佐見則夫

一般演題
膝・足関節・爪

座長：塩之谷香

一般演題
足部計測

座長：井上敏生

会長講演
新城孝道

座長：星野　達

教育講演2
演者：田中康仁
座長：町田英一

一般演題
歩行分析

座長：北　　純

一般演題
足底挿板

座長：杉本和也

休憩

ランチョンセミナー1
（外来センター 5階大会議室）

共催：大日本住友製薬（株）

受付開始 受付開始

ランチョンセミナー2
（外来センター 5階大会議室）

共催：ノバルティス ファーマ（株）

総会

休憩

閉会の辞 新城孝道
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プログラム・目次

第1日目 9 月 18 日（金）
開会の辞 （9 : 45～9 : 50） 会長 新城 孝道

一般演題
「足部計測」（9 : 50～10 : 30） 座長 井上 敏生

（白十字病院）

I－1 社団法人・日本皮革産業連合会事業による
「日本人の足サイズ大規模調査」の結果（19 歳以上）………………………………S17
株式会社シンエイ 楠本 彩乃 ほか

I－2 足指接地評価機器の試作と評価方法の検討について ………………………………S17
宝塚リハビリテーション病院 山本 征孝 ほか

I－3 幼稚園児の足趾状態と靴との関係 ……………………………………………………S18
新潟県立看護大学 看護学部 加城貴美子 ほか

I－4 足部の体積の計測第 6報 ～むくみの日内変動～ …………………………………S18
星野整形外科 星野 達 ほか

一般演題
「膝・足関節・爪」（10 : 30～11 : 00） 座長 塩之谷 香

（塩之谷整形外科）

I－5 足関節底背屈の可動域制限の少ない装具が内反制動効果と運動能力に
与える影響 ………………………………………………………………………………S19
広島大学大学院 保健学研究科 野村 真嗣 ほか

I－6 変形性膝関節症内側型の後足部回内と内側裂隙の関係 ……………………………S19
三仁会 春日井整形外科 清水 新悟 ほか

I－7 形状記憶合金製ワイヤーを用いた陥入爪治療の経験 ………………………………S20
宇陀市立病院 整形外科 門野 邦彦 ほか

教育講演 1 （11 : 00～12 : 00） 座長 宇佐見則夫
（至誠会第２病院足と靴の医療センター）

「整形外科医からみた足と靴」
NPOオーソティックスソサエティー 内田 俊彦

休 憩 （12 : 00～12 : 20）
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ランチョンセミナー 1 （12 : 20～13 : 20） 座長 加藤 義治
（東京女子医科大学整形外科）

「腰部脊柱管狭窄症の診断と治療」
東京慈恵会医科大学 整形外科 曽雌 茂

共催：大日本住友製薬（株）

休 憩 （13 : 20～13 : 45）

総 会 （13 : 45～14 : 15）

会長講演 （14 : 15～14 : 45） 座長 星野 達
（星野整形外科）

「糖尿病患者の足と靴の問題」
東京女子医科大学糖尿病センター 新城 孝道

教育講演 2 （14 : 45～15 : 45） 座長 町田 英一
（高田馬場病院）

「靴医学の健康への関わり」
奈良県立医科大学 田中 康仁

一般演題
「歩行分析」（15 : 45～16 : 25） 座長 北 純

（仙台赤十字病院）

I－8 歩行分析からみた安全靴―運動学的検証― …………………………………………S25
医療法人 大植会 葛城病院 リハビリテーション部 吉川 雅夫 ほか

I－9 階段下り動作時における下肢回旋運動の動作解析 …………………………………S25
市立大村市民病院 整形外科 大塚 和孝 ほか

I－10 足アーチ構造の機能解明―歩行時における冠状面での動態および加齢変化― …S26
慶應義塾大学 月が瀬 リハビリテーションセンター 整形外科 橋本 健史 ほか

I－11 ハイヒール靴装用時の下肢回旋運動の検討 …………………………………………S26
市立大村市民病院 整形外科 高木 基行 ほか

一般演題
「足底挿板」（16 : 25～17 : 05） 座長 杉本 和也

（済生会奈良病院）

I－12 前傾姿勢に対するロッカーソールの有用性の検証“第 2報” ……………………S27
バン産商株式会社フスウントシュー インスティテュート 遠藤 拓 ほか
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I－13 機能の異なる足底板が歩行中の下肢に及ぼす影響 …………………………………S27
帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科 蛭間 栄介 ほか

I－14 異なる成型方法で成型された熱可塑性インソールが歩行時の足底圧分布に
与える影響 ………………………………………………………………………………S28
（有）ふらむはぁとリハビリねっと 小林 裕和 ほか

I－15 足部疾患に対する足底挿板を用いた治療成績 ………………………………………S28
東北大学 医学部 整形外科 羽鳥 正仁 ほか

懇 親 会 （17 : 15～19 : 00）
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プログラム・目次

第2日目 9 月 19 日（土）
一般演題
「糖尿病」（9 : 50～10 : 20） 座長 須田 康文

（慶應義塾大学医学部）

II－1 糖尿病者に対する靴型装具作製上の問題と臨床的有用性の検討（第 2報） ……S31
株式会社 サフラン 森川 森川 勝義 ほか

II－2 急性期病院における糖尿病患者の足部壊疽に対する対応の問題点 ………………S31
東京都保健医療公社 荏原病院 リハビリテーション科 尾花 正義 ほか

II－3 シャルコー関節における靴型装具療法の一経験 ……………………………………S32
株式会社アクロ 上村 悦史 ほか

一般演題
「靴 1」（10 : 20～11 : 00） 座長 田代宏一郎

（長崎記念病院）

II－4 下肢骨折患者における靴別歩行能力の比較検討～バレーシューズとスポーツシューズ
に着目して～ ……………………………………………………………………………S33
白十字病院 リハビリテーション部 田村 孝広 ほか

II－5 子どもの正しい靴選びを支援する取り組み―靴教育の実践― ……………………S33
金城学院大学 生活環境学部 環境デザイン学科 片瀬眞由美 ほか

II－6 後期高齢者におけるケアシューズの適合性と歩行特性 ……………………………S34
新潟医療福祉大学 運動機能プロジェクト研究センター 阿部 薫 ほか

II－7 ショパール関節切断者に対するインナーシューの効果 ……………………………S34
バン産商株式会社フスウントシュー インスティテュート エフナーアンドレ ほか

教育講演 3 （11 : 00～12 : 00） 座長 赤木 家康
（医療法人社団永生会 永生病院）

「ドイツ式靴の加工および靴型装具について（糖尿病を交えて）」
フスウントシュー インスティテュート ヘルベルト・テュルク

休 憩 （12 : 00～12 : 20）

ランチョンセミナー 2 （12 : 20～13 : 20） 座長 新城 孝道
（東京女子医科大学糖尿病センター）

「足の皮膚疾患のいろいろ―真菌感染を中心に―」
金沢医科大学 環境皮膚科学 望月 隆

共催：ノバルティス ファーマ（株）
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休 憩 （13 : 20～13 : 45）

教育講演 4 （13 : 45～14 : 45） 座長 倉 秀治
（札幌鉄道病院）

「足部Charcot 関節の治療―糖尿病フットケアと足の外科の連携―」
東京女子医科大学 整形外科 野口 昌彦

一般演題
「外反母趾」（14 : 45～15 : 35） 座長 大内 一夫

（福島県立医科大学）

II－8 外反母趾矯正靴下の着用による効果 …………………………………………………S38
福原リハビリテーション整形外科・内科医院 坂光 徹彦 ほか

II－9 片側例にみる外反母趾の解剖学的要因のX線学的検討 ……………………………S38
国家公務員共済組合連合会 立川病院 整形外科 小久保哲郎 ほか

II－10 外反母趾における第一中足骨内捻と回旋，基節骨回旋のCTによる評価 ………S39
札幌医科大学 医学部 整形外科 渡邉 耕太 ほか

II－11 外反母趾症例における術前後の足底圧の比較 ………………………………………S39
大阪医科大学 整形外科 嶋 洋明 ほか

II－12 Gait scan を用いた下肢荷重検査による外反母趾の分析 ……………………………S40
東京女子医科大学 整形外科 庄野 和 ほか

一般演題
「靴 2」（15 : 35～16 : 15） 座長 高尾 昌人

（帝京大学）

II－13 靴のサイズと歩行動作の関係に関する研究 …………………………………………S41
信州大学大学院工学系研究科 林 亮誠 ほか

II－14 大学院における靴専門教育 ……………………………………………………………S41
新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 阿部 薫 ほか

II－15 病院勤務の整形外科医から見たナースシューズ ……………………………………S42
医療法人 高橋整形外科 高橋 公 ほか

II－16 整形靴技術者の養成の 10 年間の振り返りと義肢装具士教育への整形靴技術教育の試み…S42
神戸医療複製専門学校三田校 内田 充彦 ほか

閉会の辞 （16 : 15～16 : 20） 会長 新城 孝道
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第 1日
9月 18 日（金）



I－1
社団法人・日本皮革産業連合会事業による「日本人の
足サイズ大規模調査」の結果（19歳以上）

株式会社シンエイ
楠本 彩乃（くすもと あやの）
社団法人 足と靴と健康協議会
矢代 裕夫，俣野 好弘
大塚製靴 株式会社
高橋 周一
有限会社 スドウ靴店
須藤 教夫

【目的】 靴業界による日本人足サイズの大規模調査は，
約 30 年前（靴型基準作成のための調査研究，1980，調
査は 1977 年）および約 20 年前（足型研究開発事業，
1988，調査は 1987 年）に実施されて以来，ここ 20 年
間行われておらず，最近の日本人の足のサイズやプロ
ポーションにどのような変化が生じているかが不明で
ある．そこで，社団法人・日本皮革産業連合会では 2007
年に「足サイズ計測実行委員会」を組織し，足の計測
事業に取り組んでいる．今回は，計測が終了した 19
歳以上データの解析結果について報告する．【被験者】
東京およびその近郊に勤務または通学し，下肢に著し
い変形がなく，歩行器や車椅子を使うことなく自立歩
行ができる19歳以上の日本人を中心としたアジア系男
女，男性 1157 人，女性 1249 人，計 2406 人．【方法】
属性 8項目，直接計測 25 項目，間接計測（足型外郭投
影図）26 項目を，2008 年 2 月～10月にかけて調査した．
計測は，足と靴と健康協議会のシューフィッター養成
講座の実技指導員を務めるスタッフをはじめとする13
名が行った．足型図上のデータはデジタイザによる読
取りプログラムを作成し，直接パソコン内に取り込ん
だ．被験者の年齢算出方法および区分方法はISO・15535
に準拠した．【結果】 1977年および1987年の手計測デー
タと本資料を比較したところ，男女とも足長をはじめ
とする長径項目では，ほとんどの年齢群で高度に有意
に大きくなっているが，足幅や踵幅といった横径項目
には有意差がないか，あってもその程度は小さい．ま
た，足囲やインステップ囲といった周径項目では差が
ないか，または本資料の方が小さいことがわかった．
すなわち，ここ 30 年間で日本人の足サイズの変化はも
ちろんのこと，足のプロポーションについても，長さ
の割には幅が狭く厚みが薄い形状へと変化しているこ
とが示された．

I－2
足指接地評価機器の試作と評価方法の検討について

宝塚リハビリテーション病院
山本 征孝（やまもと まさたか）
県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科
長谷川正哉，島谷 康司，金井 秀作，沖 貞明，
大塚 彰

静止立位時や歩行中に足指が地面に接地しない『浮き指』
に関する報告が散見される．現在，浮き指に関する報告
について散見するものの，発生機序や原因，身体に及ぼ
す影響について統一された見解が無い．その一因として
足指接地状態の評価方法が十分に検討されていない事が
挙げられる．そこで，本研究ではまず足指接地状態の評
価法について，女子大学生 210 名と中高年女性 49 名を
対象に足指接地状態を調査し，その再現性と信頼性につ
いて検討した．次に随意的な足指の接地による変化につ
いて本評価法を用いて調査し，浮き指の原因について検
討した．足指接地状態の測定はピドスコープを試作して
使用し，足底の写真を撮影した．撮影は安静閉足立位と
足指を意識的に床に押し付ける努力閉足立位時の計 2
回行った．評価方法は足指の接地状態に応じて 0～2
点（0点―浮き指，1点―不十分な接地，2点―完全接
地）の点数をつけ，全足指の合計点を求めた．結果は機
器の再現性，検者内・検者間信頼性のどちらも級内相関
係数（ICC）で 0.8 以上と高い値を示し，本評価法の有
用性を認めるものとなった．浮き指は安静閉足立位時に
女子大学生では 28.1％，中高年女性では 26.5％に確認さ
れた．また，女子大学生と中高年女性の両群において，
半数以上に足指の不十分な接地が認められた．今回の調
査では浮き指および不十分な接地は特に第 5指に多く，
先行研究と類似した結果を得たものと考える．次に努力
閉足立位では女子大学生，中高年女性ともに浮き指の出
現率は大きく減少し，浮き指から不十分な接地に移行す
るものが多かった．浮き指は足指屈筋張力と足指伸筋張
力の不均衡が原因との報告があり，また，足指把持練習
や草履の着用などで浮き指が改善するという報告もある．
そのため意識的な足指接地が可能な症例では，足指屈筋
の賦活や筋力増強により浮き指が改善する可能性が示唆
された．

一般演題 足部計測 9 : 50～10 : 30

座長 井上 敏生
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I－3
幼稚園児の足趾状態と靴との関係

新潟県立看護大学 看護学部
加城貴美子（かしろ きみこ）
パテラ研究所
釜中 明

発育途上にある幼児の足の発育に合った靴を履いてい
るかどうかに視点をおき，幼稚園児の足趾の状態と靴
との関係について調査を行った．対象は，3幼稚園の保
護者の同意の得られた幼稚園児 655 名（2歳～6歳）で
あった．内容は，足趾の視診・触診，計測は足長と足
幅であった．ピドスコープによる接地足蹠画の撮影，
足部の写真撮影，靴に関する質問紙調査であった．測
定期間は，2008 年 7 月～2009 年 5 月であった．分析方
法は，2歳～6歳の幼児を 6か月ごとの年齢層に分けて
足趾の状態（視診上と接地足蹠画像との関係）と靴と
の関係を検討する．幼児教育の方針の相違による 3幼
稚園の比較検討をする．今回直前のデータを追加しま
したので学会でご報告いたします．

I－4
足部の体積の計測第 6報 ～むくみの日内変動～

星野整形外科
星野 達（ほしの とおる）
国立成育医療センター
家田 友樹
慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター
橋本 健史

【目的】靴の中での足部の体積変化はすなわち圧力分布
の変化となり，履き心地や痛みに直結する重要な問題
である．われわれはこれまで本学会で荷重時，非荷重
時の足部体積変化，駆血の有無による体積変化につい
て報告してきた．今回は足部体積の日内変動を計測し
比較検討したので報告する．【方法】対象は，むくみを
愁訴としない女性 1例 1足，年齢は 48 歳であった．計
測には上部を絞った形態の塩化ビニール製透明ボック
ス（幅 120mm，長さ 270mm，高さ 110mmのブーツ型）
を作製し使用した．足関節内果の最突出位置にマーキ
ングを行い，足をボックスに入れてマーキングの位置
まで水を注ぎ，その水位をボックスに貼ったテープ上
にマークし，足を取り出した後，マークの位置までメ
スシリンダーで水を注ぎ足し，入った量を足の体積と
した．この方法により朝 8：30，夕 18：30に計測を行っ
た．計測は合計 15 日間行った．被検者には，昼寝，足
の挙上等，体積変化に影響があるような動作を禁止し
た．【結果】朝の足部体積の平均は 692.2±6.6cm3，夕の
足部体積の平均は 710.0±9.3cm3 であった．朝，夕の足
部体積の差は平均 17.8±2.7 cm3 で，朝に比べて夕方の
方が有意に増加した（P＜0.01）．【考察】これまで下肢
体積の日内変動についての報告は少なく，また計測誤
差が大きいため有意差を認めるに至っていない．われ
われの計測法によるマネキンの足の計測（検者 4人）で
は，標準偏差は計測体積の約1.5％の約7 cm3であるが．
夕の足部体積は朝の足部体積より約2.6％程度の有意な
増加を認め，『靴は夕方に買うべきである』という俗説
を裏付ける結果となった．
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I－5
足関節底背屈の可動域制限の少ない装具が内反制動効
果と運動能力に与える影響

広島大学大学院 保健学研究科
野村 真嗣（のむら しんじ），浦辺 幸夫，
秋本 剛，山中 悠紀
株式会社アシックス スポーツ工学研究所
勝 真理

【目的】足関節内反捻挫はスポーツ活動で頻繁に起こる外傷
である．再発予防のために足関節装具を使用することがある
が，それによって生じる足関節底背屈の制限が運動能力を低
下させることが考えられる．本研究では，足関節底背屈制限
を少なくしたAsics 社製装具を着用したときの運動能力，実
際の足関節の可動域（ROM），内反制動効果を測定した．
【方法】対象は機能的足関節不安定性（FAI）を有する成人
21 名（FAI 群）と，FAI のない成人 33 名（対照群）とした．
FAI の判定には，Karlson ら（1991）が作成した自覚的足関
節不安定性評価法を用いた．靴のみ着用時を装具なし，Asics
社製足関節装具と靴着用時を装具A，B社製足関節装具と靴
着用時を装具Bとし，3条件で比較した．運動能力の指標と
して，開眼片脚立位時の足圧中心，片脚ジャンプ高，光に対
する全身反応時間を測定した．また，自動底屈ROM，荷重
位背屈ROM，底屈 20°かつ足部回内 16°における他動内反
ROMを測定した．統計学的差の検定には一元配置分散分析
を用い，有意水準を 5％未満とした．
【結果】FAI 群では，自動底屈ROMは，装具なしでの 48.2±
9.2°，装具Aでの 41.9±8.6°に比べ，装具Bでは 36.5±7.5°
と有意に小さかった（p＜0.01）．荷重位背屈ROMも同様で
あった．内反ROMは，装具なし，装具A，装具Bの順で
有意に大きかった（p＜0.01）． 対照群における足関節底屈，
背屈，内反ROMも FAI 群と同様だった．ジャンプ高は対
象群，FAI 群ともに装具なしや装具Aに対し装具Bでは有
意に低かった．足圧中心，全身反応時間には各条件間に有意
差はみられなかった．
【考察】今回，装具Bでは底背屈制限が大きく，ジャンプ高
が有意に低下した．装具Aでは，底背屈制限が小さく，ジャ
ンプ高が低下しなかった．一方，装具A，Bともに装具なし
より内反制動効果は高かった．装具の底背屈制限が小さけれ
ば，運動能力を低下させずに捻挫予防できる可能性がある．

I－6
変形性膝関節症内側型の後足部回内と内側裂隙の関係

三仁会 春日井整形外科
清水 新悟（しみず しんご）
三仁会 あさひ病院
花村 浩克
愛知ブレース
佐橋 政次
名城大学大学院 総合学術研究科
加藤 幸久

【緒言】変形性膝関節症内側型の後足部はFTAが強くな
ればなるほど回内するといわれており，相関性も高いとの
報告があるが，我々の先行研究では相関性が得られず，FTA
よりもX線ステージ（KL分類改）のほうが高い相関性が
得られた．しかし相関性を言い切るにはKL分類改は 4
段階と分類が少なく，相関性も弱い値であったため裂隙と
の関係をより明確にする必要性があった．そこで今回は後
足部回内と内側裂隙との関係を明確にするために内側裂隙
率を算出して相関性をみたので報告する．【対象】平成 20
年 4月 1日～平成21年 3月31日までに当院にて変形性膝
関節症内側型と診断され，骨折などの突起すべき既往歴が
なく，膝関節伸展制限がない女性 67 例 99 膝の内，後足部
が回内していた両膝 14 例，右膝 8例，左膝 7例の計 29
例 43 膝を対象とした．対象は，平均年齢 66.8±10.6 歳，
平均身長 153.2±5.1cm，平均体重 54.9±8.1kg，平均FTA
179.9±3.5°，KL分類改では 1が 13 膝，2が 20 膝，3が
10 膝であった．【方法】後足部回内の角度を計測し，内側
裂隙率との相関性をみる．内側裂隙率は内側裂隙の隙間を
外側裂隙の隙間で除した値とした．また後足部回内とKL
グレード改との相関性，後足部回内とFTAとの相関性，
内側裂隙率とKLグレード改との相関性，内側裂隙率と
FTAとの相関性をみる．【結果】後足部回内と内側裂隙の
相関性は r＝0.41015，KLグレード改との相関性は r＝
0.338927，FTAとの相関性は r＝0.263069，内側裂隙率と
KLグレード改との相関性は r＝�0.85653，内側裂隙率と
FTAとの相関性は r＝�0.57113 となった．【考察】後足部
回内と内側裂隙率との相関性は，r＝�0.41015 であり，FTA
やKLグレード改との相関性よりも高いことから後足部回
内は内側裂隙の影響を受ける可能性があることが示唆され
た．しかし相関性が弱く，内側裂隙と後足部との関係には
何か別の要因もあると思われた．今後は，後足部と疼痛や
前足部との関係を調べ，明確にしていきたい．

一般演題 膝・足関節・爪 10 : 30～11 : 00

座長 塩之谷 香
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I－7
形状記憶合金製ワイヤーを用いた陥入爪治療の経験

宇陀市立病院 整形外科
門野 邦彦（かどの くにひこ）
奈良県立医科大学 整形外科学教室
田中 康仁
西奈良中央病院 整形外科
高倉 義典

【目的】我々は近年，形状記憶合金製ワイヤーを用いた
陥入爪及び弯曲爪の治療を行ってきたので，その経験
を報告すると共に陥入爪患者の靴の問題についても検
討すること．【対象及び方法】2002 年 6 月から 2009
年 6 月にかけて治療した陥入爪及び弯曲爪の患者 140
例を対象とした．内訳は女性 105 例，男性 35 例であり，
平均年齢 55 歳（3歳～92 歳）であった．合計のべ 214
趾に対して治療を行い，母趾が202趾とほとんどであっ
たが，12 趾は lesser toe であった．爪甲矯正には形状記
憶合金製ワイヤー（マチワイヤー（多摩メディカル社））
を使用した．変形や陥入した爪甲の両端に注射針で小
孔を作成し，たわませたワイヤーを爪孔に差し込んで
固定した．爪が伸びてくると適宜ワイヤーを入れ替え
矯正を行った．【結果及び考察】全例でワイヤーによる
矯正は有効であった．爪甲の陥入による側爪郭の感染
性肉芽は速やかに鎮静化し，爪甲の弯曲は徐々に矯正
された．20 趾は，一度ワイヤー法で矯正が行われ治癒
した後，後日再発し改めて受診した症例であった．こ
れらは再度ワイヤー法で治療し，有効であった．合併
症としては，爪甲が破損しワイヤーが外れることや，
矯正の進行と共にワイヤーが広がり横に張り出し，隣
の趾に当たって痛いということがあった．ワイヤー治
療中は，先端の狭い靴は当たって痛いため敬遠し，リ
ハビリシューズやサンダルを好む場合が多かった．若
外反母趾に陥入爪を合併した例では，足底挿板を使用
することで母趾の回内が是正され爪の痛みが軽減した．
陥入爪治療においても靴の選択は治療に有益であると
考えられた．【まとめ】形状記憶合金製ワイヤーを用い
た陥入爪治療は，治療に日数を要するが低侵襲で繰り
返し可能であり，最初に選択してよい治療法であると
考えられた．
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整形外科医からみた足と靴

内田 俊彦（うちだ としひこ）
NPOオーソティックスソサエティー

新城会長から“靴”に関して講演を依頼され，引き受けたのは良いものの，さて靴に関して何をしゃべれば良い
か考えあぐねた結果，表題のような漠然としたものになってしまいました．昨年から自分の靴を木型から作ること
をはじめました．靴は木型へのちょっとした肉付けで，履いた感じが全く違うという感覚を生まれて初めて経験し
ています．最近は整形外科医として手術に携わる事よりも，靴のフィッティングと足底挿板の作製に携わる事の方
が多く，足と靴のフィッティングに対する考えを中心にお話させていただきます．
演者は靴医学会が発足した年と時を同じくして，足底挿板を自作して足のトラブルに対応してきました．医療関
係者が足底挿板療法を行う場合，まず足を診てそれに合わせて足底挿板を作製します．その際，決して履く靴のサ
イズを想定しては作っていません．当初は演者らもそうでした．外反母趾で母趾MTP関節が靴に当たる場合，そ
こが当たらないような大きな靴選びをしていました．大きい靴では中で足が泳ぎ，踵がスポスポして非常に不安定
になります．足が泳ぐような場合，動かないように詰め物をしたり（いわゆる中敷きで調整），踵が緩ければ踵周
りにスポンジを貼ったりして対応しました．しかしこういう緩い靴はどんなにこのような対応をしても足底挿板の
十分な効果は得られませんでした．これは自分で足底挿板の作製と調整，そして靴とのフィッティングを行ってみ
て初めて気がついた事です．従って足底挿板による治療の第一歩は，履く人の足に合っている靴選びからという事
を思い知らされました．
レントゲン像上，外反母趾や開張足は，非荷重の方が荷重時より変形の少ない事は経験していました．足は静的
状態（非荷重）と動的状態（荷重）でその形を変える訳です．そこから形の変わらない一定の靴に，形の変わる足
をどうフィットさせれば良いのかを考えてきました．一般的に靴合わせのための足サイズ計測を行う際には荷重位
しか計られていません．そのため非荷重の足計測も行うようになりました．そして靴合わせの際，荷重のかかった
大きいサイズから非荷重に近いサイズまでの何種類かを試し履きしてもらうようにした訳です．その結果には大変
驚いたものでした．以前は足の何処かが当たらないよう少し大きめの靴を薦めていた訳ですが，細い靴の方が楽だ
し，また痛みも少ないという患者さん達の反応が大多数を占めていたからです．昨年の本学会で，成人女性 252
例 504 足の足計測から足囲の荷重・非荷重の差は 14mm，足幅のそれは 8mmある事を報告しました．足囲で考え
れば非荷重位のフィッティングが仮にEサイズとすれば荷重位のフィッティングは3Eか 4Eになる事になります．
外反母趾変形の無い人の足囲は荷重位でも多くの場合Eサイズ以下が約 60％存在しており，今市販されている靴
の殆どは太すぎるものが多いといえます．
足に合わない履物は体に悪さをしますが，合う履物は良いことをしてくれます．すなわち足の痛みを軽くしてく
れたり，場合によっては変形の矯正をしてくれる場合もあるのです．靴のフィッティング技術を向上させる事は大
切なことです．演者の非荷重・荷重時のフィッティング，そして機能的なフィッティング（足底挿板）の方法を紹
介し，特に靴業界関係の方々からのご批判を頂きたいと思います．
また自分でフィッティングして種々の靴をみてくると，これは変だという事が沢山でてきました．この機会にそ
れらの問題点を挙げてみます．ご指導頂ければ幸いです．

教育講演 1 11 : 00～12 : 00

座長 宇佐見則夫
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腰部脊柱管狭窄症の診断と治療

曽雌 茂（そし しげる）
東京慈恵会医科大学 整形外科

足部のしびれ，疼痛，歩行障害などは腰部脊柱管狭窄症（LSCS）に特徴的な症状である．しかし，これらの症
状は LSCSのみならず，足部疾患（足根管症候群，Morton 病，足底筋膜炎，足根洞症候群など）や末梢動脈障害
（PAD），糖尿病性末梢神経障害などでも認められるため，個々の疾患を鑑別する必要がある．また，高齢者の増
加や食生活の欧米化に伴い LSCS，DM，PADを有する患者数は年々増加しており，足部のしびれ，疼痛，歩行障
害などを有する疾患では，常に足部疾患，LSCS，PAD，DMなどの疾患が複数存在していることを念頭におくべ
きである．当科における検討では，LSCS患者 342 例中 14 例，4.1％に PADが存在し，両者が合併する頻度は決
して少ないものではない．一方，糖尿病足病変では下肢切断を余儀なくされる危険があり，それを回避するために
は PADを早期に発見，治療することが必要である．そこで，今回は，脊椎外科医の立場から，最も遭遇する頻度
の高い LCSCについて症状，診断，PADを含めた代表的な疾患との鑑別などについて基本的な事項について言及
する．PADの診断に関しては，ABI（足関節上腕収縮期血圧比）の測定が推奨され（TACSII ガイドライン），現
在広く用いられている．ABI は外来で簡便に測定でき，ABI が 0.9 以上であればほぼ 100％に近い確率で PAD
を否定できるため有用である．
足部さまざまな症状は患者とっては極めて不快な症状であり，患者のADL，QOLを低下させる原因の一つであ
る．足部のしびれ，疼痛，歩行障害を有する患者の多くが整形外科を受診しており，整形外科医がプライマリード
クターとしての役割を担っていることは言うまでもない．しかし，症状が軽度な初期では医療機関を受診していな
い場合も多く，患者への啓蒙が望まれる．今回の発表が日常診療やフットケアの現場での一助になれば幸いである．

ランチョンセミナー 1 12 : 20～13 : 20

座長 加藤 義治
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糖尿病患者の足と靴の問題

新城 孝道（しんじょう たかみち）
東京女子医科大学糖尿病センター

1，靴の足の問題点
●足の構造変化：糖尿病患者は糖尿病神経障害による発汗障害があり，足の乾燥亀裂形成が見られる．また長期糖
尿病罹病期間例では，足の脂肪萎縮や線維による置き換わりで足底のクッション性が低下し，足底圧上昇をきたし，
局所的な角質増殖を形成する．これらの患者にはクッション性にとんだ中敷や靴底の後続が必要である．糖尿病運
動神経障害より足趾の屈曲変形としてハンマートウやクロートウが生じる．市販の靴では足趾の屈曲変形例に不適
合で，靴擦を形成し悪化移行しやすい．爪先が高く，種々の足底圧是正機能を有する厚い中敷を収納する靴が必要
である．欧米ではこのような糖尿病患者の靴をExtradepth Shoe（深底靴）と称している．欧米では糖尿病患者対
象の市販靴が多く，入手が容易であるが，本邦での入手は困難である．市販の靴の加工や，加工した中敷をはいて
対応している．シャルコー関節を含めた高度の変形例は専門の義肢装具師に依頼し作製する．
●靴擦が多い：糖尿病患者の足病変の誘因として靴擦が約 70％占めている．理由は前記糖尿病知覚神経障害によ
る靴擦の早期認知と危険回避の遅延がある．非糖尿病患者は靴ずれが生じた場合，軽度の状態で疼痛反応があり，
歩行を中止し，靴を脱ぐという行動にでる．しかし糖尿病患者は疼痛が生じても，逃避的反射遅延や障害があり，
機械的損傷が継続し悪化する．また皮膚損傷部に対して感染症が容易に併発し，足病変をより悪化させる．靴ずれ
が足壊疽に進行悪化することはよく見られる．
靴擦れの誘因として前記の糖尿病運動神経障害による足趾の屈曲変形で生じ，市販の靴と摩擦を生じやすく，容易
に靴ずれが起こる．糖尿病の血糖改善目的の運動療法がある．おおくの患者は歩行運動を選択する．一般市民の健
康より”一日 1万歩”がよいとされている．この歩行による反復性の機械的な皮膚の摩擦形成が，糖尿病患者にお
こりやすい．医師，看護士は運動療法での靴擦れの予防的な指導が重要である．靴下の着用と靴内の異物の点検の
指導も重要である．
●特殊な足病変：足の骨折・脱臼でシャルコー関節という特殊な病変がある．足のアーチ構造の破綻より足底圧上
昇が局所的に生じる．足底圧高値例は角質増殖より潰瘍形成し，感染症と併用しやすい．この治療に靴型装具，PTB
（Patellar�Tendon�Bearing Orthosis）やトータルコンタクトキャストが必要となる．
●足の感染症と靴の衛生：糖尿病患者は文献での報告例は 10�60％異なるが足白癬症を合併する．当フットケア外
来でも足白癬症が高頻度にみられる．小水疱型，足趾間型，角質増殖型があり，全般的にみられる．靴下や靴の長
期使用は足白癬症の遠因ともなる．また足白癬症例は爪白癬症を誘発し，爪の変形，爪の肥厚で隣接の爪の損傷や
靴での爪周囲炎を形成しやすいので注意が必要である．また靴の手入れがほとんどなされてなく，靴内の白癬菌検
出例が多い．靴の手入れと必要に応じた抗菌性中敷の使用が必要である．
2，ロコンモーション症候群と足病変
●糖尿病性変化と加齢性運動器障害：糖尿病患者の長期罹病期間例は糖尿病性変化以外に，視力障害，認知障害に
加えて運動器障害をきたすことが高頻度である．変形性脊椎症，腰部脊柱管狭窄症，股関節，膝関節や足関節障害
例が増加する．脊椎の変形で前傾姿勢や腹部が前方にでたり，頚部や肩の左右差がでてくる．また骨盤での水平性
が消失し，足への荷重負荷の異常が生じる．立位・歩行や足底圧異常の検査が必要である．足底圧異常で関節の疼
痛や局所的絞扼性神経障害を生じることがある．姿勢異常や歩行障害例は整形外科との連携診療が必要である．
●手術的加療による変化：近年高齢化にともない胸肺部癌の摘出手術，乳癌摘出，冠動脈疾患のバイパス手術，腹
部手術等の症例がよく見られる．術後の変形がみられ，姿勢や歩行障害より足病変があらたに生じることがある．
上記の多彩な要因の複合機転が足病変をきたす．そのため靴での対応には充分配慮し，杖や種々の歩行具の指導も
必要となる．

会長講演 14 : 15～14 : 45

座長 星野 達
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靴医学の健康への関わり

田中 康仁（たなか やすひと）
奈良県立医科大学

日本靴医学会は 1987 年に研究会として発足し，これまで人々の健康に対して少なからず貢献してきたと考えら
れます．会則をみますと第 2条に「本会は，靴の医学的知識と技術の進歩，普及をはかり，学術文化の向上に寄与
することを目的とする．」とあることから，機関誌である「靴の医学」に投稿された論文には，製靴技術や教育に
関する論文も数多くあります．しかし，本講演ではこれまで掲載された論文を「健康」をキーワードに拾い出し，
まとめてみることにいたしました．
靴医学の健康への関わり方は様々です．分野としては，①靴による疾病治療．この領域の論文は多く，外反母趾
や糖尿病足の治療などはよく発表されてきたテーマです．②小児の足と靴．子供の足の健やかな成長を願って行わ
れた研究や啓蒙活動も多くあります．③高齢者の足と靴．健康で不自由のない老後を送るために，転倒予防などの
機能を持たせた靴の開発がなされてきました．④靴による全身への影響．靴と腰痛の関係の検討などがこれにあた
ります．⑤ランニングなどの健康スポーツと靴．スポーツシューズの検討も多くされてきました．⑥流行している
フットウエアーの功罪の検証．厚底靴などの危険性について検討されました．⑦健康促進のための靴．靴を履くこ
とによりダイエットや健康増進につながるなどのコンセプトがあり，研究されてきました．⑧靴による障害．ハイ
ヒールの功罪について様々な角度から検討されてきましたし，安全靴やナースシューなど職業靴へのアプローチも
されてきました．⑨靴内環境の検討．靴中の細菌など主に衛生面での報告があります．これらの報告を振り返り，
日本靴医学会が健康に関わってきたことについて再考したいと思います．

教育講演 2 14 : 45～15 : 45

座長 町田 英一
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I－8
歩行分析からみた安全靴―運動学的検証―

医療法人 大植会 葛城病院 リハビリテーション部
吉川 雅夫（よしかわ まさお）
県立広島大学 保健福祉学部理学療法学科
金井 秀作，長谷川正哉，島谷 康司，沖 貞明，
大塚 彰

【はじめに】労働者の作業環境において安全靴の使用が
義務付けられている．安全靴はその有益性は認められ
ているが，作業条件下での特性についての報告は少な
い．そこで，タイプの異なる安全靴を用いて，歩行に
着目した調査を行なったので報告する．【対象と方法】
被験者は下肢に愁訴のない健常成人 15 人で，それぞれ
安全靴による歩行（4条件）と裸足歩行の計 5条件で歩
行における各関節最大トルク値と関節角度を三次元動
作解析装置および床反力計を用いて抽出した．また，
靴のMP関節部分でのしなりをばね計りにて計測した．
なお，使用した安全靴の条件は次の通りである．「靴1＝
3層ウレタン底・ソフト牛革製」，「靴 2＝2層ゴム底・
牛皮製」，「靴 3＝1層ウレタン底・合成皮革・メッシュ
生地製」，「靴 4＝2層ウレタン底・ソフト牛皮製」．【結
果】裸足歩行と比べて靴 1，靴 2，靴 4でそれぞれ有意
に股関節最大トルクが大きくなっていた．裸足歩行と
比較してつま先離地において靴 1で足関節底屈角度が
有意に小さく，靴 3以外のすべてで膝関節屈曲角度が
有意に大きくなっていた．また，踵接地では靴 1で足
関節底屈角度が有意に大きくなり，靴 2で股関節屈曲
角度が有意に大きくなっていた．靴のしなりは靴 3，靴
4，靴 1，靴 2の順に牽引力が大きくなった．【考察】結
果から柔軟な構造の安全靴はより裸足歩行に近似し，
逆に強固な構造の安全靴では歩行中により大きな関節
トルク・角度が要求されることがわかった．安全靴に
おいても構造の違いにより，エネルギー効率の良い裸
足歩行に近似した結果が得られたことは興味深い．

I－9
階段下り動作時における下肢回旋運動の動作解析

市立大村市民病院 整形外科
大塚 和孝（おおつか かずたか），高木 基行
長崎友愛病院 整形外科
寺本 司
佐世保市立総合病院 整形外科
牧野 佳朗
長崎記念病院 整形外科
田代宏一郎

【目的】我々は歩行時における下肢の回旋運動とOA
変化の進行や痛みとの関係に注目し，X線透視装置を
用いて足部や足関節，膝関節，股関節の骨そのものの
動きを捉えることで荷重を契機とした下肢の回旋運動
を評価した．また体表に設置したマーカーの動きをスー
パースロー撮影により得られた画像を用いて解析する
ことで，歩行時に距骨下関節や膝関節，股関節で生じ
る大腿や下腿の回旋，screw�home運動などが複雑にか
かわりあった下肢の回旋運動の評価を試みてきた．日
常診療では階段の下り動作中に強い痛みを訴える変形
性膝関節症患者を多く見かけることから，今回は健常
成人の階段下り動作時において前述のスーパースロー
撮影を用いた動作解析を行ったので報告する．
【対象と方法】歩行に影響を与えるような下肢の外傷や
疾患の既往を持たない38歳の女性1名を被験者とした．
右側の大腿部中央と脛骨粗面部の 2ヶ所に自作のマー
カーを設置し，理学療法室に設置してある階段昇降訓
練用の階段を用いて下り動作時のマーカーの動きを家
庭用ビデオカメラで記録した．得られた動画をPCに取
り込み，マーカーの動く軌跡そのものをグラフ化する
ことで動作分析を行った．また，これにより得られた
データを同じ被験者の平地歩行のデータと比較し検討
した．
【結果】階段下り動作では，平地歩行とは異なる規則的
な下肢の回旋運動を認め，下りる速度によりその特徴
も異なっていた．
【考察】階段下り動作と平地歩行では接地のし方が異な
り，この違いが両者の下肢の回旋運動の違いに影響し
ていることが示唆された．

一般演題 歩行分析 15 : 45～16 : 25

座長 北 純
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I－10
足アーチ構造の機能解明―歩行時における冠状面での
動態および加齢変化―

慶應義塾大学 月が瀬 リハビリテーションセンター 整形外科
橋本 健史（はしもと たけし）
慶應義塾大学 医学部 整形外科
井口 傑，須田 康文，小久保哲郎
至誠会第 2病院 整形外科
宇佐見則夫
星野整形外科クリニック 整形外科
星野 達
永寿病院 整形外科
平石 英一
【目的】足アーチ構造の機能は，加齢によってどのよう
に変化していくのか．本研究の目的は，動的歩行解析
の手法を用いて足縦アーチ構造が冠状面において加齢
によってどう変化していくかを検討することである．
【方法】対象は足に愁訴のない若年群（20 歳代）3名，
壮年群（40 代）3名，高齢者群（65 歳以上）3名の健
常ボランティア合計 9名とした．裸足で下腿外側中下
1�3，足関節内果，踵骨内側部，舟状骨結節部，第 1
中足骨頭部内側および母趾末節部に赤外線反射マーカー
を貼り付け歩行させた．マーカーの反射光をCCDカメ
ラで取り込み，3次元動態解析装置を使用してマーカー
の 3次元座標を 120Hz で計測した．これらを用いて踵
骨内側部，舟状骨結節部，第 1中足骨頭部内側を含ん
だ面を縦アーチ面とし，この面が冠状面において歩行
時にどのように変化するかを検討した．【結果】すべて
の年齢層において，遊脚期から踵接地に際して縦アー
チ面は冠状面において外反した．立脚期では徐々に内
反して，踵離地時において最大内反位となった．この
角度変化は若年群において最も大きく，壮年群，高齢
者群と年齢が上昇するにつれて減少した．【考察】縦アー
チ面の冠状面での内外反の角度変化量が加齢により減
少した原因は，足関節周囲筋群の減弱，足部弾性の低
下および歩容の変化によるものと考えられた．【結論】
歩行時の足縦アーチ面の冠状面における内外反の変化
は，踵接地に際して外反して踵離地に際して内反した．
この角度変化は，加齢とともに減少した．

I－11
ハイヒール靴装用時の下肢回旋運動の検討

市立大村市民病院 整形外科
高木 基行（たかき もとゆき），大塚 和孝
佐世保市立総合病院 整形外科
牧野 佳朗
長崎記念病院 整形外科
田代宏一郎
長崎友愛病院 整形外科
寺本 司

（はじめに）我々は歩行の様子をビデオカメラで撮影し，
下肢の回旋運動について検討してきた．ハイヒール歩
行時には裸足歩行でみられる回旋のリズムが損なわれ，
ハイヒール先端が床接地後に大きな下腿の内旋が生じ
た．下腿で生じる内旋が大きくなるにも関わらず，大
腿の回旋動態には大きな差がなく，ハイヒールでは力
の伝達の効率が悪い可能性がある事を昨年の本学会で
報告した．（目的）ハイヒール歩行時に下腿に大きな内
旋が生じる仕組みを，踵接地後の足部の動きに着目し
て検討する事である．（対象と方法）下肢に影響のある
外傷や疾病の既往がない29歳の健常女性 1名を対象と
した．発泡スチロール製のマーカーを裸足では母趾の
爪甲に，ハイヒールでは靴先端に取り付け，前方と側
方から家庭用ビデオカメラで歩行の様子を撮影した．
ビデオカメラはSONY社製HDR�CX120で，120フレー
ム�秒のスローモーション撮影モードで撮影した．撮影
した動画を静止画としてコンピューターに取り込み，
各静止画のマーカーの座標を計測して経時的にグラフ
に表した．裸足歩行およびハイヒール歩行時のマーカー
の軌跡を比較する事で，ハイヒールが歩行動態に与え
る影響について考察する．
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I－12
前傾姿勢に対するロッカーソールの有用性の検証“第
2報”

バン産商株式会社フスウントシュー インスティテュー
ト
遠藤 拓（えんどう ひらく）
永生病院 整形外科
赤木 家康
株式会社 アクロ
上村 悦史

【目的】第 22 回の本学会において靴底のMP部を頂点と
し，つま先および踵部方向へ丸みをつけたロッカーソー
ル（以下RCS）によって前足部にかかる足底圧の軽減お
よび体幹の前傾姿勢の改善効果について報告した．今回
我々は更にRCS効果の検討ため，前足部靴底がRCS
と同形状の丸みを帯び且つ踵部が前足部と均一の高さの
ローリングソール（以下RLS）と RCSの前足部荷重時
間および体幹の前傾角の違いについて比較検討したので
報告する．【対象と方法】対象は平成 20 年 7 月から 21
年 3 月に前足部の愁訴を持って当店に来店された 6名，
年齢は 60 から 78 歳（平均 72.5 歳）とした．市販靴に対
しMP部を頂点としたRCSおよび RLSを付加し，自由
速度歩行でF�スキャンにより足底圧を測定し，足底圧
分布の前足部における荷重経過時間を平均化した．同時
にビデオ動作解析のコビラスシステムにより立脚中期に
おける外果・大転子，耳垂・大転子角（以下前傾角）を
算出し，両者のパラメータを比較検討した．【結果】前
足部の荷重経過時間はRLSに対し，RCSでは 2.9 から
16.5％（平均 5.9％）の時間の減少が見られた．前傾角は
RLSに対し RCSでは 6.3 から 55.0％（平均 29.9％）の減
少が見られた．【考察】前足部の靴底を厚くして踏み返
しをロッキングチェア状の逆アーチ形状にすることで，
前足部足底圧における荷重経過時間を短縮することが出
来た．これはRLSと比較し前足部に厚みがあるRCS
では立脚中期において腓腹筋による底屈モーメントが大
きく働いたことで前足部足底の荷重移動をより円滑にし，
MTP関節部にかかる大きな踏み返し圧のかかる時間の
短縮が図られたのではないかと考えられる．同時に踵部
と前足部が均一高のRLSよりも踵部が下がったRCS
により荷重が後方にずれることで姿勢の改善が図られた
のではないかと考えられた．姿勢改善の具体的なメカニ
ズムについては不明であるが今後の検討課題としたい．

I－13
機能の異なる足底板が歩行中の下肢に及ぼす影響

帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科
蛭間 栄介（ひるま えいすけ），高尾 昌人
帝京大学整形外科
高尾 昌人，印南 健，松下 隆

【背景および目的】われわれは，昨年の日本靴医学会で，
自動重心移動機構を裸足歩行時の重心移動部に一致して
配列したJFCインソールにアーチ構造を付加することで，
歩様が矯正したと報告した．多くの先行研究において，
足底板や足底感覚受容器への異なる刺激が歩行に及ぼす
影響について報告されている．よって，本研究は，既成
のインソール及び足底後部への突起物パット（以下：踵
凸パット）が，アライメント及び足底圧に及ぼす影響に
ついて比較，検討することを目的とした．【対象および方
法】健常な女子大学生 6名（年齢 19�22 歳）を対象とし，
それぞれインソール無しでの通常歩行，踵凸パット装着
での通常歩行，インソール装着での通常歩行における足
底圧分布と下肢のアライメントを，それぞれ足底圧分析
装置（pedar�Xmobile system,）と被検者の斜め 45 度の
角度で，4m後方から 2台の高速度VTRカメラ（毎秒
250 コマ）により測定した．歩行は 20 分間のトレッドミ
ル歩行（毎分 80mの速度）とし，10 分時と 20 分時にそ
れぞれ10秒間の上記の測定をした．足底圧の分析は，masc
システム（NOVEL社）によって足底表面を，踵，外側
アーチ，内側アーチ，足趾付け根，母趾付け根，第 2
趾から第 5趾，及び母趾に 7分割し，各 1cm2 当たりの
平均の圧を求めた．統計学的有意性の基準は，5％未満
（p＜0.05）とした．【結果】インソール及び踵凸パットを
装着することにより，10 分時と 20 分時の下肢のアライ
メントに変化は認められなかったが，インソールと踵凸
パットの装着により後足部（踵，内・外側アーチ）より
も前足部（足趾・母趾付け根，第 2趾から第 5趾，母趾）
に有意な足底圧の増加が認められた．また，インソール
装着により足底部外側アーチに有意な足底圧の荷重が認
められた．【結語】足底板および踵凸パットにより，立脚
中期における下肢のアライメントは矯正されなかった．
しかし足底板の使用により足底圧には改善が認められた．

一般演題 足底挿板 16 : 25～17 : 05

座長 杉本 和也
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I－14
異なる成型方法で成型された熱可塑性インソールが歩
行時の足底圧分布に与える影響

（有）ふらむはぁとリハビリねっと
小林 裕和（こばやし ひろかず），安倍 浩之，
下 嘉幸
甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療
法学科
伊藤 浩充

1．はじめに
近年，足底を成型して作られる熱可塑性インソールが注目を集めて
いる．しかし，その成型方法は多岐にわたるので，どの方法がより
効果的に足部アライメントを修正し，姿勢や運動コントロールに影
響を与えるのかは不明である．そこで今回は，熱可塑性インソール
の成型方法として端座位半荷重下で成型する方法と立位全荷重下で
成型する方法をとりあげ，これらの方法により出来る2種類のイン
ソールが歩行に与える影響を比較検討したので報告する．
2．対象
対象は，足部・足関節に顕著な可動域制限のない女性 17 名（平均
年齢 19.9 歳）とした．被験者には口頭ならびに書面にて本研究へ
の協力に同意を得た．
3．方法
インソールは，次の 2方法で成型した．a．端座位半荷重下で前足
部，後足部の肢位を調節し足部を中間位に誘導することを狙って成
型する方法と，b．立位全荷重下でWindlass 効果を狙って成型す
る方法で， それぞれの方法で出来たインソールをインソールA，
インソールBとし，靴に挿入されている既存のインソールをSham
インソールとした．それぞれのインソールを装着した状態で，三次
元足形計測装置を用いて足部アライメントを，足底圧分布測定シス
テムを用いて歩行時の足底圧分布を測定し，3群間で比較した．
4．結果および考察
足部アライメントにおいて内側縦アーチと横アーチに影響を与える
項目で Shamインソールに比べてインソールAとB共に有意な変
化がみられ，足底圧分布では足底圧中心（以下COP）軌跡におけ
る後足部の外方変位と前足部の内方変位などの有意な変化を認めた．
さらに，インソールAとBの比較では，インソールAの方が足底
圧分布においてCOP軌跡が前足部で有意な内方変位を認めた．以
上のことから，インソールの成型方法の違いにより，横アーチなど
の足部アライメントへの影響が異なり，それが歩行時の足部機能に
も変化を与えることが示された．

I－15
足部疾患に対する足底挿板を用いた治療成績

東北大学 医学部 整形外科
羽鳥 正仁（はとり まさひと），須田 英明，
井樋 栄二
有限会社 千葉商店
千葉 和彦

【目的】足部疾患に対する我々が用いている足底挿板の
治療効果を検討した．
【対象】調査期間は 2007.6 月から 2009.4 月である．患者
数は 46 名（男性 6名 女性 40 名）で年齢は，10 歳か
ら 82 歳（平均年齢 51 歳）であった．疾患の内訳は，
足底筋膜炎 5例，変形性足関症 2例，足関節炎 2例，
踵部脂肪褥炎 1例，後脛骨筋機能不全症 3例，有痛性
外脛骨症 2例，リスフラン関節症 1例，外反母趾 18
例，強剛母趾 2例，母趾底部腫脹 1例，前足部痛 2例，
第 2趾背側脱臼 2例，モートン病 4例，内反小趾 1例
であった．足底挿板処方時と装着後（平均 1.5 ヶ月後）
の状態を日本足の外科学会 足部・足関節治療成績判
定基準を用いて評価した．
【足底挿板製作】トリッシャム採型したネガティブモデ
ルをポジティブモデルへ修正しあらかじめ用意した材
料を重ね合わせながら成型して仕上げた．患者さんに
足底挿板を挿入した靴を履いてもらい，歩行状態，痛
みが改善するよう調整した．
【結果】足関節・後足部判定基準で平均60.6 から装着後
81.1 へ，中足部判定基準で平均 71.1 から装着後 84.6
へ，母趾判定基準で 63.9 から装着後 82.2 へ，2～5趾判
定基準で 61.1 から装着後 84.4 と改善がみられた．
【考察】作成した足底挿板は，積層構造を有しており，
個々の患者さんの足の形態，各疾患の特徴に応じてそ
れぞれ必要とする要素を材料や補正パートを用いて製
作，適合することが可能で足部疾患に対して有用な方
法であると考えられる．問題点としては，足底挿板は
靴にあわせて作成するため履く靴が限定されてしまう
ことと，また屋内で歩く際には使用できないあるいは
室内用を別に作成する必要が挙げられる．
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II－1
糖尿病者に対する靴型装具作製上の問題と臨床的有用
性の検討（第 2報）

株式会社 サフラン 森川
森川 勝義（もりかわ かつよし）
東京女子医科大学糖尿病フットケア
新城 孝道

目 的
糖尿病者における足病変の治療および予防の為，靴型装具
（補装具等）を作製し，第 1報後の改良と有用性について
検討する
対 象
第 1報に続き，平成 4年 3月以降～平成 21 年 6月 1日ま
での，東京女子医科大学糖尿病センターのフットケア外来
での患者 1,168 名を対象とした，糖尿病者にみられる足病
変の内容：足の変形，ハンマートゥ，外反扁平足，外反拇
趾，高度の足の変形（シャルコー関節を含む），足壊疽治
療後変形足，切断足，足潰瘍その他．
装具の種類は（1）靴型装具（2）足底装具（3）短下肢装
具（4）足袋型装具（5）ウォーキングブレス（6）リハビ
リ靴加工（7）スニーカー加工（8）その他 腰椎装具（杖，
歩行補助の指導）
方 法
医師の処方に基づき，フットプリント，Fスキャン，XP
線写真，歩行観察を施行．その後足の採型（トリシャム・
ギプス採型）し，靴型を製作．医師の診察と同時に靴の仮
合せを施行．Fスキャンで足底圧異常の評価をおこなった．
結 果
靴型装具 600 名，足底装具 171 名，短下肢装具 23 名，足
袋型装具 71 名，ウォーキングブレス（ウォーカー）21
名，リハビリ靴加工 97 名，スニーカー靴の加工 134 名，
コルセット，杖及び歩行補助具は 51 名であった．靴（補
装具）完成後，聞き取り調査で一部修正を加えた．医師の
指示や患者の希望で2足以上の継続使用者は74名であっ
た．
結 果
第 1報に比し，今回足病変の評価の精度を高め，靴製作の
改良改善をはかった．糖尿病者足病変の改善に一層の有効
性を得た．

II－2
急性期病院における糖尿病患者の足部壊疽に対する対
応の問題点

東京都保健医療公社 荏原病院 リハビリテーション
科
尾花 正義（おばな まさよし）
高橋義肢工房有限会社
高橋 豊

［はじめに］東京都保健医療公社荏原病院（以下，当院）
は，東京都の大田区にある急性期の地域病院である．
当院では，糖尿病患者で足部に壊疽を生じた場合には，
皮膚科や整形外科などで治療している．今回，当院に
足部壊疽で入院した糖尿病患者について，壊疽の部位
やそれに対する治療内容・転帰などを調査し，急性期
病院での糖尿病患者の足部壊疽に対する対応に関する
問題点を明らかにしたので報告する．［対象と方法］2002
年から 2008 年までに，足部壊疽で当院に入院した糖尿
病患者 14 例（男性 13 例，女性 1例；年齢 32～82 歳）
を対象として，診療記録から壊疽の部位，治療内容（切
断などの手術や保存的治療など），足底板などの作製の
有無，転帰などを調査した．また，併発疾患としての
脳血管障害の有無や運動麻痺と壊疽との関係について
も検討した．［結果］壊疽の部位は，足趾が 11 例（79％）
と多く，残りは踵部2例・足底 1例・外果部 1例であっ
た．治療内容としては，切断が 9例（64％）と多く，
軟膏などによる保存的治療 4例（29％）・切開と植皮術
1例であった．義足を作製したのは 1例で，足底板を作
製したのも 1例と少なかった．治療の中で，リハビリ
テーション（理学療法）を実施したのは 4例であった．
転帰としては，転院した 2例以外は自宅に退院した．
また，脳梗塞を 6例が併発し，脳梗塞の発症が壊疽を
生じる前であった 3例では，全例で非麻痺側の足に壊
疽を生じていた．［考察］当院のような急性期病院では，
足部壊疽で入院した糖尿病患者に対して，限られた入
院期間で対応するために，切断などの外科的治療が多
かった．また，壊疽の再発防止としてのフットケアや
足底板の作製などの対応が不十分であった．脳梗塞を
併発した患者での運動麻痺側と壊疽を生じる側の関係
に関しては，さらに検討が必要と考える．

一般演題 糖尿病 9 : 50～10 : 20

座長 須田 康文
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II－3
シャルコー関節における靴型装具療法の一経験

株式会社アクロ
上村 悦史（かみむら えつし）
東京女子医科大学糖尿病センター
新城 孝道
バン産商株式会社
遠藤 拓

（目的）糖尿病を基礎疾患とした運動神経障害による足
部の骨，関節，靱帯の破壊によりシャルコー関節を生
じる症例を度々目にする．現在のところシャルコー関
節が発症した場合，足の荷重を減らす以外有効な治療
法がないとされており，その治療法として免荷目的の
足底挿板を用いる装具療法が行われている．本研究で
は，免荷目的の厚い足底挿板を入れた深底構造の整形
外科靴を製作しFスキャンを用いて足底圧分布を測定
しその効果を客観的に評価することを目的とした．（対
象と方法）シャルコー関節を生じた患者（女性）1名に
対し，ギプス採型による特殊靴を製作した．足関節の
アライメント保持の為，靴の形状を外羽式のチャッカ
靴とし，7ミリ厚の足底挿板をいれた．足底挿板の舟状
骨部にはポルスター材を用い，中底はくり抜き加工を
行った．ソールはロッカーバー加工とフレアヒールを
施した．今回，日常使用している靴装着時と製作した
特殊靴装着時の歩容を比較検討したので報告する．（結
果）特殊靴装着時と日常靴装着時を比較したところ，
特赦靴装着時には足底圧の分散が確認できた．これは
適切なアーチサポートとペロッテそして十分な厚みの
足底挿板のよるものと考えられるが，患者の多くは痛
覚障害を伴っているケースが多く装具作製の際は除圧
ポイントの設定など細かな調整が必要である．
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II－4
下肢骨折患者における靴別歩行能力の比較検討～バレー
シューズとスポーツシューズに着目して～

白十字病院 リハビリテーション部
田村 孝広（たむら たかひろ）
白十字病院 整形外科
井上 敏生

【緒言】一昨年の第 21 回日本靴医学会において，下肢
骨折患者における靴別の歩行能力，即ち，歩行の速度
や歩幅，歩容の検討から，リハビリの場面で靴の選択
が患者の歩行能力に及ぼす影響は大きく，考慮する必
要があることを報告した．今回は，さらに，症例数を
増やし，靴の選択が患者の歩行能力に及ぼす影響を調
査，分析し，若干の知見を得たのでここに報告する．
【対象と方法】下肢骨折または下肢疾患の術後の方で，
歩行可能な患者 14 名を対象とした．男性 5名，女性 9
名，平均年齢 60.1±13.6 歳で，発症日または術日から
62.1±33.6 日目に測定を実施した．スポーツシューズと
バレーシューズにて 10m歩行を 2回ずつ実施し，その
際の所要時間と歩数を測定し，その値から歩幅と歩行
速度を算出し，各平均値をWilcoxon の符号付順位和検
定を用いて統計処理を行った．また，歩行の様子を撮
影し，動作分析，比較を行った．【結果】バレーシュー
ズ：スポーツシューズの各値の平均を示すと，10m
歩行所要時間 10.6 秒：9.5 秒，歩数は 19.1steps：17.8
steps，歩幅は 0.54m：0.58m，速度は 1.0m�sec：1.1
m�sec で，どの値も p＜0.01 で有意差を認めた．画像で
の歩容の比較により，上肢の振り，頸部の位置，股関
節伸展，歩幅の改善などがみられた．患者の声として，
とても足が踏み出し易い，足が守られている感じがす
るなどがあった．【考察】スポーツシューズの方が，歩
行速度が速く，歩幅も大きかった要因として，靴自体
の安定性とヒールカウンター，アーチサポート，トー
スプリングの有無の影響が考えられる．これらの靴の
機能は，足本来の機能を上手く引き出しながら，歩行
時の高い推進力とクッション性を生み出したと考えら
れる．このような効率的な歩行は，過剰な筋活動を抑
え，足部または患部への負担も和らげるのではないか
と考えられる．

II－5
子どもの正しい靴選びを支援する取り組み―靴教育の
実践―

金城学院大学 生活環境学部 環境デザイン学科
片瀬眞由美（かたせ まゆみ）
塩之谷整形外科
塩之谷 香
（株）フットマインド
栗林 薫
新潟医療福祉大学 医療技術学部 義肢装具自立支援
学科
阿部 薫

【目的】
誤った靴選びや履き方は足に障害を発生させる可能性がある．
成長期の子どもに適切なサイズの靴を選び正しく履く習慣を根
付かせることは足の健康を保つ上で大変重要である．日本では
日本家屋の住宅様式の影響から玄関で必ず履物を脱いで家に上
がるという文化を持つ．そのため，できるだけ簡単に脱ぎ履き
できる履物が受け入れられ保護者による子ども靴選びの基準に
もそのことが色濃く影響を与えている．前報では保育園児の着
靴時間と着靴動作に関する報告を行った．本研究では保育園児
に靴教育を実施し，その効果を測定した．さらに幼稚園児と保
護者，保育士に対する靴教育を実施し靴教育を効果的に定着さ
せる方法に関する知見を得たので報告する．
【方法】
保育園児への靴教育は2009年 2月に名古屋市の私立保育園で
実施した．対象児は 3歳，4歳，5歳である．前報で報告した
同じ児に対し着靴時間と着靴動作の観察を行い，教育後の効果
について分析を行った．
【結果および考察】
子どもへの靴教育ではツールとして紙芝居を制作・上演するこ
と，ビデオによる正しい履き方の映像を見せることで知識を浸
透させることができた．保護者に対しては足の健康の重要性と
子ども靴を取り巻く現状と問題点について写真等を多用して示
すこと，保護者が子どもに対してすぐに導入できる試み（機能
性を重視した靴選びの知識，正しい履き方）を中心に示すこと
で意識の啓発と正しい知識の定着を促すことができた．保育士
に対しては初期の課題として子どもに教える前に自分自身を正
すこと．つまり自身の足の観察を通して足のトラブルを知るこ
とと自身の靴選びを正す必要性を知らせ，保育士自身の足を良
い状態に引き上げることを目指した．つまり靴教育の基礎知識
を身につけさせた上で，教育一つで今後良い足にも問題を抱え
る足にもなる可能性を秘めた子ども達の足の健康の重要性を知
らせ，靴に関する知識を定着させることができた．

一般演題 靴１ 10 : 20～11 : 00

座長 田代宏一郎
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II－6
後期高齢者におけるケアシューズの適合性と歩行特性

新潟医療福祉大学 運動機能プロジェクト研究センター
阿部 薫（あべ かおる），江原 義弘，小松 聡子
東京工科大学
石黒 圭応

【諸言】75 歳以上の後期高齢者は，いわゆる健常者の歩
行とは著しく異なるデータを示すことが知られている．
ディケアセンターに通所する利用者は「ケアシューズ」
また「リハビリシューズ」と呼ばれている，福祉用具
に分類される靴を使用しているケースが多く見受けら
れる．しかし，これらの靴を選択する場合において，
アドバイスを求められる施設職員であっても，明確な
選択指標がないために，的確なアドバイスができない
ことがある．【目的】これらの靴の選択基準を策定する
にあたり，必要な基本的情報を得ることを目的に，後
期高齢者の歩行特性と靴の適合性について歩行分析に
より検討した．【方法】対象はディケアセンターに通所
する後期高齢者 20 名．靴条件は聞き取り調査により，
よく使用されている4メーカーを選定し，そのメーカー
の代表的なアイテム各1とした．計測は足底圧分布（ニッ
タFスキャン II使用），および時間因子と距離因子とし，
快適歩行速度にて同一靴条件を 3回ずつ計測した．【ま
とめ】足底圧分布測定の結果では，インソールが内蔵
されていない靴において，接触面積が少なく局所に圧
力集中が生じていた．またインソールが内蔵されてい
ても効果があまり発揮されていなかった．歩幅の差異
の決定要因は不明であった．歩行速度については，靴
のMP部の屈曲性が硬いほど，歩行速度が遅いと考え
られた．以上のことから，後期高齢者の靴適合につい
ては，今回の計測項目のほかに，足部そのものの形状
や寸法・軟部組織の状態，全身の運動機能など，幅広
い因子が関与している可能性が示唆され，今後はこれ
らの指標を合わせて検討していきたい．

II－7
ショパール関節切断者に対するインナーシューの効果

バン産商株式会社フスウントシュー インスティテュー
ト
エフナーアンドレ（えふなー あんどれ），渡辺 大輔，
遠藤 拓
永生病院整形外科
赤木 家康

【目的】ショパール関節切断者は歩行時の足関節および
前足部ロッカー機能の損失により前方への推進力が低
下する．そのため健足への負担も大きく，跛行によっ
て体幹の動揺が見られ脊柱への負担も大きいと考えら
れる．これまで我々はそのような患者に対しフルオー
ダーメイドの半長靴を製作していたが，デザインの制
限が伴い患者自身の選択肢が少なく，満足度も低かっ
た．しかし材料と技術の向上からインナーシューズを
製作することにより既製の短靴の装着が可能になった．
今回，装用感および装用効果について検討を行ったの
で報告する．【対象と方法】対象は平成 20 年 4 月から
12 月にショパール関節切断予後で当店に来店された 2
名（年齢は 6歳と 62 歳）に対し．脛骨部から足底にか
けてカーボンシートで補強したインナーシューズを製
作した．【結果】装用効果は，二者ともに大変良くなっ
たと装着者の評価が得られた．インナーシューに対す
る満足度についても大変満足した結果であった．また
歩容の改善も肉眼的に確認された．【考察】装用効果な
らびに患者様の満足度は比較的良好な成績がえられた
ことからショパール関節部の切断者に対し，脛骨部か
ら足底部にかけてカーボン素材による補強を入れたイ
ンナーシューを装着することで歩行立脚時から踵部離
期における下腿から足部間の足関節ロッカー機能およ
び前足部ロッカー機能の代替機能としての効果が示唆
される．今後多くの症例に基づき科学的根拠の証明に
努めたい．
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ドイツ式靴の加工および靴型装具について
（糖尿病を交えて）

ヘルベルト・テュルク（Herbert Türk）
フスウントシュー インスティテュート

ドイツにおける整形外科靴マイスター（Orthopaedieschuhmacher�Orthopaedieschuhmacherin，以下OSM）は，
足部と靴に関する専門技術者であり，かつ経営資格者である．日々の仕事について端的に述べると，患者や顧客の
足，そして全身の状態を判断し，靴型装具の製作もしくは靴を調整し，足部の問題，そして足部の問題に起因する
諸問題を改善することである．多くの場合，足部の問題は，全身に影響を及ぼす．先天性や後天性，もしくは事故
などによる足部の障害は，全身の運動や動作に支障をきたす．そういった問題の除去，そして，すみやかなリハビ
リテーションのための手助けが，この手工業に特化したOSMの仕事である．OSMは，専門医や他の専門職種と
連携しながら，採寸やギプス採型によって製作された装具の足底挿板やインナーシューを製作・適合する．または
靴型装具からさらには技術を応用してファッション性の高い靴型装具まで患者の要望に沿って製作・適合する．障
害の軽減に役立つと同時に，装着者のファッション的満足度も高める努力が重要である．疾患や事故，靴の不適合
など歩行に悪影響を及ぼす原因は多々ある．動作に痛みが伴い，歩行時に問題があるときにOSMの仕事が要求さ
れる．医師によって診察，診断が終わると，専門スタッフに詳細な治療指示がなされる．ドイツでは，OSMは，
先天性の足部問題や交通事故による足部の問題に対峙することがとても多く，医師や患者と密接に仕事を進めてい
く過程では，医学の基礎知識もさることながら，心理的，感情的理解も必要とされる．とくに病気や事故によって
突然足部に問題を持った，小児や成人の患者との関わりにおける靴型装具または靴の調整の成果は，決め細やかな
感情の理解にも左右される．
足底挿板とコンフォートシューズ
足底挿板とは，足部変形に対する支持または矯正，軟部組織の免荷および負荷の分散，脚もしくは脊椎のアライ
メントの改善をする装具である．コルク，革，熱可塑性プラスチックや金属などで製作される．足底挿板の整形外
科学的機能は，挿入する靴によっても影響を受ける．靴は本来，適切な足底挿板と組み合わされてその機能を果た
す．しかし，多くの靴は足底挿板を交換できる構造になっていない．ドイツでの規格品の整形外科靴とはコンフォー
トシューズとも呼ばれ，足部の安全性や快適性，そして機能をもっとも考慮した高品質の靴のことで，一般靴のこ
とではない．足底挿板の改造，交換はもとより，さまざまな整形外科学的調整ができるように設計されている．き
びしい使用条件で少なくとも 1年間は機能低下があってはならない．保険で新調した場合，少なくとも 2年間は保
険で新調が認められない．踵部分やソールの減りに対する修理は，通常の靴と同様，装着者の負担となる．規格品
の整形外科靴は，足部の改善に必要な足底挿板が既成の一般靴に挿入できない場合，保険の適応となる．保険は，
整形外科靴的な処置を必要としない健側にも適応となる．患者の成長や症状の変化への必要な対応が，単に靴のサ
イズの変更である場合がある．患者が必要とする機能を考慮し，屋外用の靴と屋内用の靴が保険で認められる場合
がある．
靴型装具
ドイツでは足または下腿部の疾患において足底挿板および規格の整形外科靴では適合できない場合，特に足部も
しくは下腿部の著しいアライメントの変形，左右足長または足囲差，3cm以上の脚長差および切断足などに靴型装
具の適用となる．靴型装具は医師の診断およびフットプリント，採寸，ギプス採型，関節可動域の評価および歩行
分析などの結果により靴型を起こし，フットベット（足底挿板）とともに製作された透明なプラスチック靴での靴
型の仮合わせをした後に製甲，補強材，釣り込み，底付けおよび仕上げと言う過程で製作される．
糖尿病用靴型装具
糖尿病足病変の患者における靴型装具は糖尿病神経障害や閉塞性動脈硬化症などの合併症を考慮しながら主に足
部軟部組織の免荷および負荷の分散による創傷ケアを効能として製作される．足部への負荷は立位時と歩行時とで
大きく異なる．足部と靴型装具の間に敷いたセンサーシートでの足底圧計測により，足底と靴型装具の適合状態を
視覚で判断することができる．治療目的において部分免荷のための靴および免荷装具は大きく分けると前足部免荷
タイプと後足部免荷タイプに分かれる．負傷や手術，潰瘍の際に機能的で治療に適した靴もしくは免荷装具を適合
することで，歩行が可能になり，治癒が阻害されない．さらにドイツではトータルコンタクトキャストの適用も医
師の診断の下OSMにより実施する．

教育講演 3 11 : 00～12 : 00

座長 赤木 家康
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足の皮膚疾患のいろいろ―真菌感染を中心に―

望月 隆（もちづき たかし）
金沢医科大学 環境皮膚科学

我々の先祖が二足歩行を行うようになった事は，進化の上でヒトをヒト足（た）らしめる最も大きなステップアッ
プであったと考えられる．そしてヒトの社会は歩行する事が前提で成り立っている．それゆえヒトの足は，活動時
には加重がかかる，複雑な運動が求められる，外界と常時接触し外傷を受けやすい，そして近代社会では機能にそ
ぐわない靴・サンダル，ハイヒールなどの履物が使用されうるなど，多くの疾患を起しうる環境に置かれていると
いえる．解剖学的にも，構造を支えるための頑丈な骨がともすれば突出し，また心臓から最も遠く，静脈血は重力
に逆らって長距離を移動せねばならない，爪と軟らかい皮膚など硬さの違う構造物が存在するなど，内因的にも疾
患を生じやすい器官といえる．さらに，近年の高齢化，癖や趣味の多様化は疾患の発生を助長する因子でもある．
このため，足の皮膚は体表面積のわずか 3％を占めるに過ぎないものの，実に様々な皮膚疾患が観察される．
これらの足の皮膚疾患のうち，最も頻度が高いものが白癬である．1999 年から 2000 年にかけて行われた全国規
模の疫学調査（Japan Foot Week）の報告を見ると，皮膚科外来受診患者の 40.0％が足または爪白癬患者で，真菌
症以外が受診理由であった患者でも 19.6％に足白癬，または爪白癬が発見されている．この結果から日本には人
口の約 20％，2500 万人ほどの足白癬患者が存在すると推測される．これらの患者の一部は皮膚科で真菌検査に基
づく正しい診断を受けて適切に治療しているが，多くは市販の抗真菌剤を症状の改善を目安に使用するか，自覚症
状がない場合は放置していると考えられる．さらには俗説に影響され，不適切な各種「民間療法」を試み，症状を
悪化させて皮膚科を訪れる例も少なくない．このような足・爪白癬への不適切な取り扱いの是正にはまず「足がか
ゆければ，それはみずむし」，「みずむしならば菌がいる」，従って「かゆければ菌を殺す薬を使う」という論理が
乱暴であることに気付く必要がある．実際に足白癬患者の約半数は痒みを訴えないし，巷間「みずむし」と称され
るものは掌蹠に小水疱を生じる疾患の総称であり，白癬のほか，特発性汗疱，接触皮膚炎，掌蹠膿疱症，白癬疹
（白癬菌へのアレルギー）など多くの非感染性疾患が含まれることを知っておいてほしい．事実ある皮膚科医院で
2年間にわたり自称水虫患者を対象に行われた真菌検査の結果から，足白癬は概ね 2�3 で，1�3 はそれ以外の皮膚
疾患である事が報告されている．そこで今回の講演では足・爪白癬の症状，真菌学的診断法，治療法を日本皮膚科
学会策定のガイドラインに即して解説し，広く認知されているこの疾患について正確な知識を共有したいと考えて
いる．さらに，足の皮膚に高頻度に見られるいくつかの疾患について症状，鑑別法，治療法を解説したい．

ランチョンセミナー 2 12 : 20～13 : 20

座長 新城 孝道
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足部Charcot 関節の治療
―糖尿病フットケアと足の外科の連携―

野口 昌彦（のぐち まさひこ）
東京女子医科大学 整形外科

1998 年に世界保険機構（WHO）がインスリン抵抗性を背景に，冠動脈危険因子が集積する多危険因子症候群と
してメタボリックシンドローム（Metabolic syndrome）を提唱した．周知のごとく，メタボリックシンドロームは
内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖，脂質異常，高血圧が引き起こされる状態である．メタボリックシンド
ロームから，糖尿病，虚血性心疾患，脳卒中が発症し，それらの疾患は要介護につながる大きな原因になっている．
このうち糖尿病は，WHOによると 2000 年には 1億 5000 万人が罹患し，2030 年に患者は 3億 6600 万人に達する
と予測されている．本邦でも，糖尿病患者は増加の一途をたどっており，2010 年には 1080 万人になると推測され，
それに伴う合併症の増加が危惧される．
糖尿病は腎症，網膜症など様々な合併症を生じるが，糖尿病足病変（以下，糖尿病足）もその一つである．糖尿
病足の病因は，大きく神経障害と循環障害の二つに分けられる．糖尿病性壊疽に代表される下肢循環障害が取りざ
たされることが多いが，今や糖尿病は神経病性関節症（以下，Charcot 関節）の最も一般的な原因となっており，
足部Charcot 関節は糖尿病通院患者の最大 30％に存在すると推定されている．
足部Charcot 関節には急性期と慢性期があり，単純X線像上，変化の乏しい急性期を見逃さず早期に診断し，
早期に治療を開始することが重要である．東京女子医科大学病院では，糖尿病患者は糖尿病センターを中心に治療
されている．糖尿病センターの中には糖尿病フットケア外来があり，潰瘍，壊疽など全ての糖尿病足が total con-
tact cast，治療靴を含むあらゆる手法を用いた保存療法によるフットケアで管理されている．3年以上経過すると，
糖尿病患者の約 17％には足部潰瘍が生じるという報告があるが，足底潰瘍は荷重によるもので，足背や境界部の
潰瘍は靴の圧迫が原因である．すなわち，足底潰瘍はCharcot 関節が原因である．難治性足底潰瘍により感染を生
じると下肢切断を余儀なくされることがあり，患者のQOLが著しく低下することになる．下肢切断によってロコ
モティブシンドローム（Locomotive syndrome）から運動器不安定症に至り，要介護につながってゆく．そこで，
下肢切断を避けるべく，糖尿病フットケアと足の外科が連携することになる．
さて，足部Charcot 関節は，罹患部位によりType 1，Type 2，Type 3a，Type 3b に分類される．Type 1 は中
足楔状関節，楔状舟状関節部，Type 2 は距舟関節，踵立方関節，距骨下関節部，Type 3a は足関節部，Type 3b
は踵骨後部で，大まかには 70％がType 1，20％がType 2，10％がType3 である．足の外科では糖尿病フット
ケアにおける保存療法が有効でない症例に対して手術療法を行うわけであるが，手術前後の糖尿病コントロールは
もちろんのこと，糖尿病フットケア外来とは併診による緊密な連携をとり治療を進めている．
本講演では，糖尿病合併症としてのCharcot 関節の治療の重要性と難しさを理解していただくために，糖尿病フッ
トケアとの連携における足部Charcot 関節の足の外科的治療について症例を交えお話しする．

教育講演 4 13 : 45～14 : 45

座長 倉 秀治
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II－8
外反母趾矯正靴下の着用による効果

福原リハビリテーション整形外科・内科医院
坂光 徹彦（さかみつ てつひこ），平山真由子
広島大学大学院保健学研究科
浦辺 幸夫，神谷奈津美
株式会社コーポレーションパールスター
新宅 悦雄

【目的】外反母趾が進行すると日常生活動作全般に支障
となり，高齢者では活動意欲の低下が，廃用性の身体
機能低下を助長する一因にもなりうる．以前から靴，
装具，足底挿板などの使用についての報告はあるが，
屋内で使用できるものは限られている．著者らは広島
大学と（株）コーポレーションパールスターが共同開
発した外反母趾矯正靴下（特願 2008�111012 号）を用
い，外反母趾に対する即時効果および 2カ月後の効果
について調査した．【方法】外反母趾を有する 60 歳以
上の女性 15 名を対象とした．測定項目は，第 1趾側角
（外反母趾角），足圧中心前方移動距離（COP），Func-
tional Reach Test（FRT）とし，それぞれ裸足と矯正靴
下の 2条件で測定を行った．外反母趾角は足部内側縁
と第 1趾基節骨側縁からなる角度を計測した．COP
は，足圧分布測定装置（Zebris 社）上で測定した．FRT
はファンクショナルリーチ測定器（OG技研社）にて測
定した．対象には矯正靴下を 4足貸与し，日常生活で
常時使用するよう依頼した．初回測定時の裸足と矯正
靴下の測定項目，さらに初回測定時と 2カ月後の裸足
と矯正靴下の測定項目をそれぞれ比較した．【結果】初
回測定時の外反母趾角は裸足で平均 38.9±13.8°，矯正
靴下で 29.3±13.2°となり有意な低下がみられた（p＜
0.05）．COP，FRTでも同様に有意な変化がみられた．
2カ月後の比較では外反母趾角度が裸足で平均7.9°の低
下が認められ，COP，FRTについても同様の結果が認
められた．また，歩行がしやすくなったなどの自覚的
効果もみられた．【考察】初回時にすべての測定項目で
改善がみられ，矯正靴下の効果を確認した．さらに 2
カ月後の比較で裸足での外反母趾角の低下が認められ
たことから，継続して着用することでアライメントが
変化する可能性が示され，外反母趾に対する保存療法
の一つとしての可能性が示された．

II－9
片側例にみる外反母趾の解剖学的要因のX線学的検討

国家公務員共済組合連合会 立川病院 整形外科
小久保哲郎（こくぼ てつろう）
至誠会第 2病院 整形外科
井口 傑，宇佐見則夫，池澤 裕子
慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 整
形外科
橋本 健史
慶応義塾大学 医学部 整形外科
須田 康文

【はじめに】外反母趾の解剖学的要因として扁平足，開張足，
第 1中足骨内反，第 1中足楔状関節の不安定性，足趾の長さ
などが挙げられているが，確定できるものはない．外反母趾
の解剖学的要因を検討するために，片側性の外反母趾患者を
対象に足部X線による解析を行った．
【対象と方法】2002 年 7 月から 2008 年 12 月までの間に関連
施設の整形外科を受診し，片側性に外反母趾を呈した患者
50 例 100 足（女性 40 例，男性 10 例，17～90 歳，平均年齢
66.9 歳）を対象とした．荷重位側面像ではMeary 角，第 1
中足骨傾斜角（MDA），第 1中足楔状関節角（MMCA），横
倉法の L，N，C，T，R，m，f，b各点を計測した．また，
荷重位背底像では外反母趾角（HVA），第 1�2 中足骨間角
（M1M2），第 1�5 中足骨間角（M1M5），第 2�5 中足骨間角
（M2M5），metatarsaus primus varus angle（MPV）を計測
した．さらに背底像で，種子骨偏位度をHardy の方法及び
脛側，腓側種子骨中心―第 2中足骨間距離（TS，FS）を計
測した．患側と健側の間で student�t 検定を行い，比較検討
した．
【結果】MMCA，HVA，M1M2，M1M5，MPV，種子骨偏
位度では，両群間で有意差を認めた．Meary 角，MDA，横
倉の各点，M2M5，TS，FSでは，両群間で有意差は認めな
かった．
【考察】片側例の健側との比較は，整形外科的疾患の病態理
解の上で有効な方法である．結果より，患側は健側に比べて
第1中足楔状関節底側の開大，第1中足骨内反が明らかであっ
た．患側では開張足変形がみられたが，これは主に第 1中足
骨内反が原因であった．患側での足アーチ扁平化は認められ
なかった．患側の種子骨は第1中足骨に対しては偏位してい
たが，第 2中足骨に対しては偏位していなかった．
【結語】第 1中足楔状関節底側の開大と第 1中足骨内反は，
外反母趾の解剖学的要因となり得ると考えられた．扁平足と
開張足は，外反母趾の解剖学的要因とは考えにくい．

一般演題 外反母趾 14 : 45～15 : 35

座長 大内 一夫
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II－10
外反母趾における第一中足骨内捻と回旋，基節骨回旋
のCTによる評価

札幌医科大学 医学部 整形外科
渡邉 耕太（わたなべ こうた），山下 敏彦
札幌鉄道病院 整形外科
倉 秀治

【目的】外反母趾変形に第一趾列の回旋変形を伴うこと
は，臨床上しばしば経験する．しかし，回旋の生じる
部位やその程度と外反母趾変形との関係はいまだ明ら
かではない．本研究の目的は，CTにより第一中足骨と
母趾基節骨の回旋を評価し，外反母趾変形との関係を
検討することである．【方法】対象は外反母趾変形を呈
する 16 例 27 足である．全例女性で年齢は平均 58 歳
（44�76 歳）である．評価に用いた画像は足部立位単純
レントゲン背底像と足部CT像である．単純レントゲン
像では外反母趾角（HVA）と第 1第 2中足骨間角（M
1M2角）を計測した．CT像では得られた足部の冠状断
像から以下の 4つの基準線を決定した．A：内側楔状骨
遠位関節面の腓骨側基準線，B：第一中足骨近位関節面
の腓骨側基準線，C：第一中足骨頭底部の sesamoid sul-
cus の内側縁と外側縁を結んだ線，D：母趾基節骨遠位
関節面の内顆と外顆の底部を結んだ線．そして，A
に対するCの回旋変位角度を中足骨回旋角，Bに対す
るCの回旋角度を中足骨内捻角，Cに対するDの回旋
変位角度を基節骨回旋角と定義した．なお値は回内方
向をプラス，回外をマイナスで表した．これらの角度
とHVA，M1M2角との相関を見る為に統計学的に解析
した．【結果】それぞれの平均値はHVAが 34.7°，M
1M2角が 14.1°であった．中足骨回旋角は 105.2±5.9°，
中足骨内捻角は98.4±5.6°と比較的均一な値を示し，HVA
やM1M2角と正または負の相関関係を認めなかった．
一方，基節骨回旋角はHVAやM1M2角と正の相関関
係を認めた（相関係数 0.82，0.79，p＜0.01）．【考察】本
研究から外反母趾症例では外反母趾変形の増大に伴い，
MTP関節で母趾の回旋が増大することが示唆された．
この結果は外反母趾の病態解明や治療を行う上で有用
な情報になると考えられた．

II－11
外反母趾症例における術前後の足底圧の比較

大阪医科大学 整形外科
嶋 洋明（しま ひろあき），奥田 龍三，
安田 稔人，常徳 剛，高村 昌樹
葛城病院 整形外科
北野 直

【目的】外反母趾手術による足底圧分布の変化について
は明らかではない．今回，外反母趾に対して第 1中足
骨近位骨切り術と遠位軟部組織処置を併用したMann
変法を行った症例の術前後における足底圧分布を調査
したので報告する．【対象と方法】2005年 11月から2007
年 5 月までに当科でMann変法を行い，術前後に足底
圧を計測しえた 14 例 19 足（全例女性，年齢 49―76
歳まで平均 62 歳）を対象とした．荷重位足背底X線像
にて外反母趾角と第 1―2中足骨間角はそれぞれ術前
40.4°，17.4°から術後 9.7°，6.2°にともに有意に改善し
ていた（P＜0.001，P＜0.001）．これらの症例に対して
術前および術後 1年経過時にF�scan system（Tekscan
Inc., Boston, MA）を用いて足底圧を計測した．足底を
8区域（母趾，第 2，3趾，第 4，5趾，前足部内側，前
足部中央，前足部外側，中足部，後足部）に分けて，
各区域での歩行時のピーク圧を求めて比較した．【結果】
ピーク圧に関しては，術前では前足部中央が最も高く
（9.32kg�cm2），次いで前足部内側（7.09kg�cm2）が高
かった．術後では前足部中央が最も高く（7.13kg�cm
2），次いで母趾（7.11kg�cm2）の区域であった．各領
域における術前後のピーク圧の変化については，母趾
では術後有意に上昇し（P＝0.030），前足部内側および
前足部中央では術後有意に低下した（P＝0.037，0.012）．
その他の区域では術前後のピーク圧に有意な変化を認
めなかった．【考察】本研究から外反母趾の変形を矯正
することにより，母趾での荷重が増大するとともに前
足部内側および前足部中央の負荷が減少することが明
らかとなった．これは術後に母趾のアライメントが正
常化し，その結果母趾の機能，特に踏み切り時におけ
る屈曲力の改善が要因と考えられた．
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II－12
Gait scanを用いた下肢荷重検査による外反母趾の分析

東京女子医科大学 整形外科
庄野 和（しょうの かず），野口 昌彦，
加藤 義治

【目的】外反母趾では，第 2中足骨骨頭部足底に胼胝形成
をよく認めることは知られている．下肢荷重検査でも第
2中足骨骨頭部での足底圧の増加を認める報告が多い．今
回，われわれは重症度により外反母趾の足底圧に相違があ
るかどうかを検討したので報告する．【対象】外反母趾と
診断した 37 例 62 足（男性 4例，女性 33 例，右 33 足，左
29 足），年齢は 12 歳～85 歳（平均 63 歳）を対象とした．
【方法】荷重位単純X線正面像にて外反母趾角（以下，HVA），
第 1・2中足骨骨間角（以下，M12 角）を計測し，HVA
20°以上 30°未満を軽症群，30°以上 40°未満を中等度群，
40°以上を重症群とした．下肢荷重検査にはTOGGait ScanⓇ

を用いて静的および動的足底圧を測定した．評価項目は踵
内側，踵外側，足底中央，第 1�5 中足骨頭，母趾，第 2�
5 趾の足底圧で，歩行周期は踵接地期，立脚中期前，立脚
中期，推進期で評価した．動的足底圧測定にて足底圧中心
点の軌跡を解析しCPEI（the center of pressure excursion
index）を求めた．【結果】軽症群 29 足（平均HVA25°，
平均M12 角 14°），中等度群 22 足（平均HVA35°，平均
M12 角 15°），重症群 11 足（平均HVA45°，平均M12
角 16°）であった． 動的足底圧は足底中央部で低かった．
すべての群で第2中足骨骨頭部での圧が高く，次に母趾中
足骨骨頭部での圧が高かった．CPEI（健常平均 20±6％）
は軽症群では平均 11.7，中等度群では 10.4，重症群では
12.1 と重症度に関係なく低下していた．【考察】外反母趾
の動的足底圧に関する門野らの報告では，第 2・3趾での
足底圧の増加を認めている．今回のわれわれの症例でも第
2中足骨骨頭部での足底圧の増加を認め，母趾中足骨骨頭
部での増加も認めた．また足底中央での足底圧の低下を認
める症例も多く，足底に柔軟性がないフラットな歩行になっ
ていると考えた．今回の症例では，CPEI は正常より著し
く低下しており，外反母趾患者では足底圧の軌跡は直線状
になる傾向が強かった．
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II－13
靴のサイズと歩行動作の関係に関する研究

信州大学大学院工学系研究科
林 亮誠（はやし りょうま）
信州大学 繊維学部 感性工学科
細谷 聡

【目的】本研究は，靴選びでは足型と靴型の適合度が重
要であるが，脚への負担や歩行への影響からみた適合
も重要だと考えられる．本研究では，靴の適合性評価
の基礎研究として，靴サイズと歩行動作の関係を歩行
動作解析から評価する手法を検討することが目的であ
る．【方法】被験者 5人を対象にして同種のランニング
シューズを用いて，サイズ変化（足長の違い）による
歩行への影響を歩行動作計測から評価した．計測・評
価項目は，踏み込み時および蹴りだし時の荷重値，接
地面積，前脛骨筋と腓腹筋の筋電図，着地時と蹴り出
し時の床反力である．【結論】シューズのサイズ（足長）
が大きくなることで，腓腹筋の活動が増大したことか
ら脚への負担が増加すると考えられる．またサイズが
大きくなることで，床反力のセカンドピークが小さく
なり，同時に筋活動・床反力・足底接触面積の変動係
数が大きくなった．これは，サイズが大きくなること
で隙間が大きくなり靴内での微妙なズレが生じること
で，うまく蹴りだせなくなり歩行動作の再現性が低く
なっていると推測される．従って，サイズが適合しな
いと，歩行動作に確実に影響を与えると考えられる．
また，歩行動作の再現性は，靴の適合性評価をする上
で一つの指標となる可能性が示唆された．

II－14
大学院における靴専門教育

新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科
阿部 薫（あべ かおる），江原 義弘
新潟医療福祉大学 運動機能プロジェクト研究センター
小松 聡子
東京工科大学
石黒 圭応

【諸言】わが国の靴に関する教育機関には専門学校や各
種学校があり，小規模の靴製作教室的なのものまで含
めると 10 数ヶ所を数える．靴の設計・製造・販売は決
して簡単な分野ではなく，ヒトが身に付けるもののう
ち，ミリ単位の精度が要求されるのは靴しかない．ヒ
トと靴の関係は大変難しい問題であり，ある意味，人
間工学の極みと言えよう．靴を科学的に研究・勉強す
るためには，学部教育レベルでは不足であり，大学院
レベルの教育を行うことが妥当であると考えた．そこ
で平成 21 年 4 月より，新潟医療福祉大学大学院医療福
祉学研究科保健学専攻に義肢装具自立支援学分野を開
設し，ここに日本初の「靴人間科学演習」を開講した．
【大学院の目的】近年改正された学校教育法では「大学
院は，学術の理論的及び応用を教授研究し，その深奥
をきわめ，又は高度の専門性が求められる職業を担う
ための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展
に寄与することを目的とする．」とされている．これに
より専門職大学院が次々に開設されているが，本大学
院は学術大学院である．【大学院の現在】靴研究を目指
して同分野に入学した院生は，有職者 1名，フルタイ
ム院生 2名の計 3名であった．何れも医療系大学の出
身ではないため，専門教育に先立ち，まずは自己の研
究や勉強に資する学部の授業を聴講することから始め
ている．なお院生の学部授業の聴講については，原則
的に全ての科目が可能であり，かつ無料である．同時
に大学院の授業もあるため，日中は学部聴講，夜は大
学院の講義とゼミがあり，長時間にわたっての勉学が
要求されている．また有職者に対しては長期履修制度
があり，修士課程では 3年または 4年のコースを選択
できる．なお国の教育訓練給付制度の対象となってい
るため，修了後には給付金を受けることができる．

一般演題 靴２ 15 : 35～16 : 15

座長 高尾 昌人
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II－15
病院勤務の整形外科医から見たナースシューズ

医療法人 高橋整形外科
高橋 公（たかはし ただし）
仙台赤十字病院
北 純
東北大学病院
羽鳥 正仁

【目的】
ナースシューズ（以下シューズ）による足の愁訴や障害につい
て本学会でも報告され，討論されてきた．今回，病院でのシュー
ズの支給方法や装着状況が10年前と比較して現在どのように
変遷してきたか，病院勤務の整形外科医が看護師を診察したこ
とがあるか，先生方の意見も聞き検討を加えた．
【方法】
病院でのシューズの支給方法と装着状況並びに看護師の診察の
有無や医師の意見等の項目を作成したアンケート用紙を病院勤
務の整形外科医に配布した．
【結果および考察】
病院勤務の整形外科医 70 名にアンケート用紙を配布し，43
名より返事を頂いた（回収率 61.4％）．病院指定のシューズを
支給する病院は 10 年前が 29 病院と多かったが，現在は 25
と減少傾向にあった．一切支給しない病院は 10 年前が 6病院
と少なかったが，現在は 17 と多くなり，世情を反映している
ようである．シューズの装着は，10 年前には靴式とサンダル
式が 34 病院と多かったが現在は 17 と半減している．一方，靴
式だけが 10 年前では 2病院だったが，現在は 20 と増加し，靴
式が見直されてきている．また普通のウオーキングシューズは
10 年前には 1病院だけだったが，現在は 7と増加し病院に浸
透してきた．医師も普通のウオーキングシューズでも良いとい
う人が 10 名もいる．看護師の診察をした先生は 43 名中 10
名（23.3％）で，約 4人に 1人は看護師より相談を受けている．
足の痛み，疲労，変形が多く，従来の報告と類似している．シュー
ズの改善を希望している医師も 11 名いる．
【結語】
病院勤務の整形外科医にアンケート調査を行った．シューズを
支給する病院は減少傾向にあり，一切支給しない病院は増加し
ている．サンダル式が減少して靴式のシューズが増加し，普通
のウオーキングシューズが浸透してきた．約4人に 1人の医師
が看護師の診察をし，シューズの改善を希望している．

II－16
整形靴技術者の養成の10年間の振り返りと義肢装具士
教育への整形靴技術教育の試み

神戸医療複製専門学校三田校
内田 充彦（うちだ みつひこ），島村 雅徳

本校では，1997 年より，義肢装具士の養成を始めたが，
カリキュラムの開発や業界のニーズ調査を通して整形
靴技術者の養成の必要性を感じたことにより，1999
年から義肢装具士科のカリキュラムより切り離した整
形靴技術者の養成課程を開始した．現在，この整形靴
科は 10 周年を迎え，卒業生は 232 人ののぼり，その多
くは義肢装具製作会社，健康靴専門店，整形靴材料業
者等で活躍している．また，本校では新たに 2008 年よ
り義肢装具士科 4年制課程を開設し，整形靴技術領域
の専門性を持った義肢装具士の養成を試みている．そ
こで，本校の整形靴技術者の養成の 10 年間の振り返り
と義肢装具士への整形靴技術教育の試みについて報告
することとする．
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日本靴医学会機関誌「靴の医学」投稿規定

1．著者・共著者は，全て日本靴医学会会員に限る．
ただし，本学会が依頼ないしは許可した場合は，この限りでない．

2．論文は未発表のものに限る．
3．投稿原稿は，別に定める細則に従い作製し，定められた締切日までに，定められた場所に送る．
投稿締め切り日は厳守する．

4．投稿は原著論文と，それ以外の寄稿に分ける．
原著論文は科学論文としての正当性と再現性を要する．
原著論文の原稿は下記の形式と順序に従い執筆する．
1）表紙には下記の事項を記載する
a）表題名（英文併記）
b）著者・共著者（5名以内）（英文併記）
c）著者・共著者の所属機関（英文併記）
d）著者の連絡先住所，電話番号，Fax 番号，E-mail アドレス
2）論文要旨（300 字以内）
キーワード（5個以内，英文併記）

3）本文は下記の事項を記載する
a）緒言
b）対象と方法
c）結果
d）考察
e）結語
4）文献は 10 編以内とする．文献は本文での引用順位に番号を付け配列する．本文中では上付きの番
号を付けて引用する．4名を超える著者は「他」，“et al.”を添え，省略する．雑誌名の省略は，
和文では雑誌に表示された略称，欧文雑誌では Index Medicus の略称に従う．文献の記載法を次
に記す．

a）雑誌は，著者名（姓を先）．標題名．雑誌名 西暦発行年；巻：最初の頁―最後の頁．
Justy M, Bragdon CR, Lee K, et al. Surface damage to cobalt-chrome femoral head prostheses.
J Bone Joint Surg Br 1994 ; 76 : 73―7.
石塚忠雄．新しい老人靴の開発について．靴の医学 1990 ; 3 : 20―5.

b）単行本は，著者名（姓を先）．表題．書名．版．編者．発行地：発行者（社）；発行年．引用部
の最初頁―最後頁．
Ganong WF. Review of medical physiology. 6th ed. Tokyo : Lange Medical Publications ; 1973.
18―31.
Maquet P. Osteotomies of the proximal femur. In : Ostheoarthritis in the young adult hip.
Reynolds D, Freeman M, editors. Edinburgh : Churchill Living-stone ; 1989. 63―81.
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寺山和雄．頸椎後縦靭帯骨化．新臨床外科全書17巻1．伊丹康人編．東京：金原出版；1978.
191―222.

5）図・表説明は，理解に必要十分で，簡潔かつ本文と重複しない．
6）図・表を細則に従い作製し，図・表の挿入個所は本文中に指定する．
図・表は個人が特定できないものとする．

5．原稿は和文，常用漢字，新かな使いとし，簡潔であることを要する．学術用語は「医学用語辞典（日
本医学会編）」，「整形外科用語集（日整会編）」，「足の外科学用語集（日本足の外科学会編）」に従う．
論文中の固有名詞は原語，数字は算用数字，度量衡単位は SI 単位系を用いる．日本語化した外国語は
カタカナで，欧米人名はアルファベットで記載する．英語は文頭の一字のみを大文字で記載する．
商品名・会社名などの記載は，再現の為に必然性のある場合のみとし，単なる宣伝や商行為と思われ
る場合はこれを禁止する．

6．原稿は製本時組み上がり 4頁以内を原則とする．（図・表は原稿用紙 1枚と数え，400 字詰原稿用紙で
ほぼ 14 枚以内となる．）

7．原稿は査読の後，編集委員会で掲載を決定する．編集委員会は，内容について，修正を要するものや
疑義あるものは，コメントを付けて書き直し求める．また，編集委員会は，著者に断ることなく，不
適切な用語・字句・表現などを修正または削除することがある．

8．日本靴医学会学術集会で発表し，かつ規定期間内に投稿した論文の掲載料は，規定の頁数までを無料
とする．それ以外の投稿の掲載料は，有料とする．また，別刷り，超過分，カラー印刷，特別に要し
た費用に関しては全て自己負担とする．ただし，本学会が依頼または許可した場合は，この限りでな
い．

9．原稿は，原則，返却しない．

付則 本規定は平成 18 年 4 月 1 日から適用する．この規定の変更には，理事会，評議員会の承認を要する．
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「靴の医学」投稿規定細則
1．日本靴医学会学術集会で発表した論文は，1ヶ月以内に投稿する．
それ以外の投稿は随時受付ける．

2．原稿はCD―Rに焼き，プリントしたハードコピー（図表も含む）を 1部添えて下記に送付する．
日本靴医学会「靴の医学」編集部
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FAX : 03―3910―4380 e-mail : edit@kutsuigaku.com
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画像ファイルの形式は，TIFF（＊.tif）が望ましい．ファイル名は kutsu_xxxx_fig_n.tif（n は図の番
号，枝番は a，b，c‥を後に付ける）とする．デジカメでよく利用される JPEG（＊.jpg）形式の画像
ファイルは，保存を繰り返すたびに画質が劣化するので，JPEGを利用する際には，保存時，必ず高
画質，低（無）圧縮を選択する．
解像度は，掲載希望サイズの実寸で 300dpi（1 インチ当たり 300 ドット）以上を厳守する．前述の説
明が不明の場合は，デジカメで撮影したオリジナルのファイルを添付し，希望サイズをハードコピー
に明記する．「靴の医学」はB5サイズ 2段組なので，幅 140mmで横 1枚，70mmで横 2枚の図がおさ
まる．
図のサイズ，解像度，上下左右，白黒かカラー（自己負担）かはファイルの通りとするので，プリン
トしたハードコピーで読者が十分判読できることを十分確認し，貼付する．
組写真は必然性のあるものに限り，事前に 1枚の写真に合成して提出する．

6．グラフは発表時のパワーポイントのグラフを流用しない．Excel など，グラフを作製したプログラム
で作成されるファイルを投稿する．写真と同様，希望のサイズにプリントし，読者が判読できる事を
確認する．ファイル名は kutsu_xxxx_fig_n.xls（Excel の場合，nは図の番号）とする．

7．表は発表時のパワーポイントの表を流用しない．Excel など，表を作製したプログラムで作成される
ファイルを投稿する．写真と同様，希望のサイズにプリントし，読者が判読できる事を確認する．フ
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8．表紙と同じ情報と，原稿の本文，写真，図，表に使用したアプリケーション（プログラム）名とその
ヴァージョン番号を，それぞれWindows のノートパッドなどで，テキストとして read_xxxx.txt のフ
ァイルに保存する．

9．原稿の文章，写真，図，表，read_xxxx.txt を，印刷し貼付する．カラー印刷を希望する場合は，カ
ラーの見本プリントを同封し，カラー印刷を希望する旨を明記する．

10．CDの表面に「靴の医学」，著者名，投稿年月日，e-mail アドレスを明記する．

付則 本細則は平成 18 年 4 月 1 日から適用する．本細則の変更は，理事会，評議員会へ報告する．
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日本靴医学会 学術集会歴代会長

第 1 回（1987 年）東 京 鈴木 良平（長崎大学整形外科）

第 2 回（1988 年）東 京 石塚 忠雄（城南病院）

第 3 回（1989 年）東 京 中嶋 寛之（東京大学教育学部）

第 4 回（1990 年）仙 台 桜井 実（東北大学整形外科）

第 5 回（1991 年）大 阪 島津 晃・城戸 正博（大阪市立大学整形外科）

第 6 回（1992 年）東 京 加倉井周一（東京大学リハビリテーション部）

第 7 回（1993 年）東 京 佐野 精司（日本大学整形外科）

第 8 回（1994 年）札 幌 石井 清一（札幌医科大学整形外科）

第 9 回（1995 年）福 岡 松崎 昭夫（福岡大学筑紫病院整形外科）

第 10 回（1996 年）神 戸 荻原 一輝（荻原みさき病院）

田村 清（神戸市立中央市民病院）

第 11 回（1997 年）東 京 加藤 正（聖テレジア病院）

加藤 哲也（国立東京第二病院）

第 12 回（1998 年）名古屋 小林 一敏（中京大学体育学部）

横江 清司（スポーツ医・科学研究所）

第 13 回（1999 年）東 京 井口 傑（慶應義塾大学整形外科）

第 14 回（2000 年）長 崎 寺本 司（長崎友愛病院）

第 15 回（2001 年）さいたま 佐藤 雅人（埼玉県立小児医療センター）

第 16 回（2002 年）仙 台 高橋 公（高橋整形外科）

第 17 回（2003 年）奈 良 高倉 義典（奈良県立医科大学整形外科）

第 18 回（2004 年）松 山 山本 晴康（愛媛大学整形外科）

第 19 回（2005 年）東 京 宇佐見則夫（至誠会第二病院整形外科）

第 20 回（2006 年）大 津 大久保 衞（びわこ成蹊スポーツ大学）

第 21 回（2007 年）大 阪 木下 光雄（大阪医科大学整形外科）

第 22 回（2008 年）東 京 町田 英一（高田馬場病院）

第 23 回（2009 年）東 京 新城 孝道（東京女子医科大学）

次回第 24 回（2010 年）仙 台 羽鳥 正仁（東北大学整形外科）
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賛 助 会 員

日本靴医学会は，賛助会員として次の方々にご支援をいただいております．このご支援は学術集会
の開催，学術雑誌の発行，市民講座の援助など，日本靴医学会の経済基盤を支える大きな柱になって
います．

東名ブレース（株）（2口）
株式会社松本義肢製作所（2口）
株式会社アサヒコーポレーション（1口）
左右サイズ違いのスポーツシューズ専門店「アシンメトリーシューズ」（1口）
（株）インパクトトレーディング（1口）
川村義肢（株）（1口）
シアンインターナショナル（株）（1口）
株式会社シュリット（1口）
世界長（株）（1口）
有限会社たいよう義肢（1口）
田中 宏一（1口）
株式会社ニチマン（1口）
日本教育シューズ協議会（1口）
バン産商株式会社フスウントシューインスティテュート（1口）
株式会社ホシノ（1口）
株式会社ムーンスター（1口）
山崎 純男（1口）
（株）リーガルコーポレーション（1口）
早稲田医療技術専門学校（1口）

日本靴医学会は賛助会員制度を設け，ご支援をいただいておりま
す．ぜひご入会をお願い申し上げます．
1．会費：一口 1万円（一口以上）
2．芳名欄へ記載：学術誌，抄録集，会員名簿，学会場などに芳名
を記載させていただきます．

3．機関誌「靴の医学」，抄録集，会員名簿の寄贈
ご連絡，お申し込み，お問い合わせは，日本靴医学会事務局へ
日本靴医学会事務局
〒114―0024 東京都北区西ヶ原 3―46―10 （株）杏林舍気付

FAX 03―3910―4380
E-mail : jimu@kutsuigaku.com
http:��www.kutsuigaku.com
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理事長 井口 傑
常任理事 寺本 司
理 事 宇佐見則夫 大久保 衞 木下 光雄 新城 孝道

高倉 義典 羽鳥 正仁 町田 英一 山本 晴康
横江 清司

監 事 佐藤 雅人 高橋 公
評議員 赤木 家康 井上 敏生 内田 俊彦 大内 一夫

奥田 龍三 奥村 庄次 北 純 君塚 葵
倉 秀治 佐本 憲宏 塩之谷 香 杉本 和也
須田 康文 高尾 昌人 田代宏一郎 田中 康仁
鳥居 俊 野口 昌彦 橋本 健史 平石 英一
星野 達 細谷 聡 安田 義 矢部裕一朗

（2008 年 10 月現在・50 音順）

入会申し込み 新規入会を希望される方は，事務局へ郵便かFax でお申し込み下さい．
ホームページ（http:��www.kutsuigaku.com）からも直接申し込みが出来ます．
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発行者：日本靴医学会
〒114―0024 東京都北区西ヶ原 3―46―10 杏林舍内
FAX 03―3910―4380
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