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第11回日本靴医学会学術集会を
　　　開催するにあたって

会長　加藤　正
　（聖テレジア病院副院長）

　この度，第11回日本靴医学会学術集会を開催させていただくにあたり，多少なりとも有

意義な学会を催すことができないかと，いろいろ考えておりましたが，残念ながら，私の

力不足のため，低調な学会にならざるを得なかったことを，まずもってお詫び申し上げま

す．

　学会の演題のほうは，27題ほご採用させていただきましたが，演者の半分ほどが医師以

外の各位であることは，この学会の発展のために，非常に好ましいことだと思います．

　実地を踏まえた研究者が，数多く参加されることは，この医学会を益々実り多いものに

すると信ずるからであります．

特別講演としては，かねてより医療関係者から希望の多かった「靴の材料」について，

日本靴科学研究所，大澤　宏氏にご講演をお願い致しました．

　パネルディスカッションとしては，「子供の靴」「ナースシューズを考える」などを予定

しております．

　会場のコクヨホールにつきましては，既に2年前に，今回の学会会場として申し込みを

致しましたが，今年になってから，2階の展示会場，1階会議場の全面改築計画がコクヨ

ホール当局から発表され，止むを得ず2階の一会場のみの使用となりました。

　そのため，なにかとご不便をおかけすることになりましたことも，重ねてお詫び申し上

げる次第でございます．

　しかしながら，こあ学会を，「靴の医学」に情熱をもって，日々研賛しておられる各位の

研究発表ζ意見交換の場として，奮って参加されるようお待ちしております、
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会場への交通案内

　　　コクヨホール（ショールーム）ご案内

●住所；東京都港区港南1－8－35

●TEし＝03（3450）3712

●F　A　X：03（3450）3741

●交通：JR品川駅港南口（改札口）より徒歩1分
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会場　案　内　図
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学会案内
1．学会参加者へのご案内

1．参加受付

（1）受付は、午前8時半より2Fホール受付にて行います。

（2）参加申込書（プログラム綴じ込み），に所定の事項をご記入の上、参加費（正・準・

　賛助会員：5，000円、当日参加：3，000円、と共に受付にご提出下さい。引き換えに、

　ネームカード（領収書兼用）をお渡ししますので、会場内では必ずご着用下さい。

　ネームカードをご着用でない方の入場はお断り致します。

（3）抄録集は必ずお持ち下さい。当日は受付にて、1部2，000円で販売致します。

2．入会受付

　日本靴医学会に入会をご希望の方は、新入会受付で所定の手続きをお取り下さい。

　（入会申込書に必要事項をご記入の上、受付へご提出下さい。）

　一般演題発表者および共同演者で未入会の方は、学会当日までに入会手続きを済ませ

　て下さい。すでにお送りしてある入会申し込み書にご記入の上、日本靴医学会事務局

　までお送り下さい。

3．年会費

　平成9年までの年会費未納の会員は必ず納入して下さい。

H．発表者へのご案内

1．発表時間

　r般演題の発表は6分、質疑応答は4分です。パネルディスカッションにっいては、

　座長の指示に従って下さい。演者卓には、発表終了1分前に青ランプ、終了時に赤ラ

　ンプを、点灯します。時間厳守をお願い致します。

2．発表用スライ『ド

（1）スライドは、すべて35㎜判でご用意下さい。

（2）スライドの枚数は、一般演題で10枚以内、その他は制限無しとします。

（3）スライドは1面のみとします。
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（4）スライドは口演予定時間の30分前までにスライド受付係までご提出下さい。尚、ご

　　自分で試写を行い、不備の無いことを確認して下さい。

　　受付時に預かり証をお渡ししますので、口演終了後に預かり証と引き換えにスライ

　　ドをお受取り下さい。

3　日本靴医学会機関誌r靴の医学」掲載用原稿

　一般演題およびパネルディスカッションの発表者は・投稿規定に基づいた原稿（400字

　詰原稿用紙10枚以内、図表は併せて10枚以内、刷上がりぺ一ジ5枚以内）を必ずスラ

　イド受付係へ提出して下さい。当日、原稿を提出できない方は学会終了後1カ月以内

　に学会事務局の方に簡易書留でご送付下さい。締め切りに間に合わない場合は掲載致

　　しませんので、あらかじめご了承下さい。尚、所定の枚数を越えた分にっいては実費

　をいただきます。

lH．質疑応答について

1．座長の指示により活発に行って下さい。

2．ご発言の際には、あらかじめマイクの前に整列し、所属、氏名を述べてから質疑に入っ

　て下さい。

　単なる追加やスライド使用はご遠慮願います。

3．当日参加の方は、会場内でのご発言はご遠慮願います。

IV．その他

1．r靴の医学」のバックナンバーの購入受付を致しており’ますので、受付にてご注文下

　　さい。

2．クロークは2Fロビーに設置致します。

3．昼食は会場周辺の食堂をご利用下さい。
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関連争〒事

◆理事会

　　9月25日（木）　13：00～16：00

　ホテルパシフィック東京　1F　百代の間

◆評議員会．

　　9月25日（木）　16：00～18：00

　ホテルパシフィック東京　l　F　桔梗の間

◆役員懇親会

　　9月25日（木）　18：00～

　ホテルパシフィック東京　1F 菖蒲の間
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学会日程表

9：20
9：30

10：10

10：50

11：15

12：00

第1日26日（金） 第2日27日（土）

開会挨拶　　　　加藤哲也会長

VI．足の計測，その他

座長　　松　崎　昭　夫　1．足底庄，歩行

座長　　小林　一　敏

休　　　　憩

II．足底挿板，外反母趾

座長　　井　口　　　傑
Vll．パネルディスカッション

　　　　「子供靴」

　座長　　荻　原　一　輝

　　　　佐　藤　雅　人

休　　　　憩

　IIL糖尿病の治療靴

座長　　加倉井周一 閉会挨拶　　　　　加藤正会長

昼　休　み
　　　　公開講座

「靴と外反母趾」加　藤　　正

総　　　　会

特別講演

「靴の材料について」

　　　大　澤　　　宏

座長　　加藤　　　正

休　　　　憩

IV．スポーツ靴，ナース靴

座長　　石　井　清　一

休　　　　憩

V．パネルディスカッション

「ナースシューズを考える」

　座長　　加　藤　哲　也

　　公開講座
「靴と外反母趾」加　藤　　正

9：30

10：20

10：30

13：10

13：20

12：00

12：05

13：00

14：20

14：30

15：30

15：40

17＝00
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　　　　　　　　　　　　　学術集会プログラム

　　　　　　　　　　　　　第1日　26日（金）

開会挨拶（9：20～9：30）　加　藤　哲　也

1．足底圧，歩行（9：30～10：10）　　　　　座　長　　小　林　一　敏

　1－1　足底圧分圧測定システム（F－SCAN）の信頼性における基礎　今石　喜成　ほか

　　　　　的研究

　1－2　靴着用が歩行に及ぼす影響について　　　　　　　　　　　　高井　明徳　ほか

　　　　　　一足底圧測定器による分析一

　1－3　失調性歩行症例における重量負荷位置の歩行への影響　　　　眞殿　浩之　ほか

　1－4　足底板使用時の足底圧の変動について　　　　　　　　　　　石塚　忠雄

II．足底挿板，外反母趾（10：10～10＝50）　　座　長　　井　ロ　　　傑

　II－5　Dynamic　Shoe　Insole　Systemによる既製パッド使用時の足　佐々木克則

　　　　　圧分布について

　II－6　変形性膝関節症に対するDynamic　Shoe　Insole　Systemの応　横尾　　浩　ほか

　　　　　用

　II－7　足底挿板（靴内使用）療法について（第2報）　　　　　　　加藤　　正　ほか

　II－8　外反母趾患者における術前後の靴に関する調査　　　　　　　中野　和彦　ほか

　　　　　　　　　　　　休憩（10：50～11：15）

皿．糖尿病の治療靴（11：15～12：00）　　　　座　長　　加倉井　周　一

　III－9　Special　shoes　for　Rheumatic　Arthritis　and　Diabetic　Eduard　Herbst

　　　　　patients　and　their　treatment　with　custom　made　inserts

　III－10糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴の試み（第5報）　　　水谷　憲生　ほか

　　　　　　一スキーブーツ型一

　III－11糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴の靴内足部圧の分散効　橋本　健史　ほか

　　　　　果について

　III－12　糖尿病者の足趾部・前足部足病変治療目的で使用した履物の　新城　孝道　ほか

　　　　　ロッカー付加の有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一10一



　　　　　　　　　　昼休み（12：00～13：10）

総会（13＝10～13：20）

特別講演（13：20～14：20）　　　　　　・　　座　長

　「靴の材料について」

　　　　　　　　　　休憩（14：20～14：30）

IV．スポーツ靴，ナース靴（14：30～15＝30）座長

　IV－13　ゴルフシューズの開発（第一報）

　IV－14足の機能を高めう地下足袋様トレーニングシューズについて

　　　　の一考

　IV－15　トレーニング用ウォーキングシューズ構造の検討

　IV－16　ランニングの粘弾性モデルを用いたランナーとシューズの適

　　　　合性の評価

　IV－17　靴メーカーからみたナースシューズ

　　　　　　　　　　休憩（15：30～15＝40）

V．パネルディスカッション（15＝40～17＝oo）座長

　　　　「ナースシューズを考える」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネリスト

加藤

大澤

石井清
　清水　昌一

　真鍋雅春

　勝　　眞理

　小林一敏

　高橋　　公

加藤

高橋
鈴木
木下
中山

蒲沢
秋　山

正

宏

ほか

ほか

ほか

哲也

　　公
　　精

真希子

まゆみ

育子
賀慶
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第2日27日（土）

VI．足の計測，その他（9：30～10：20）

VI－18

VI－19

VI－20

VI－21

VI－22

座　長

一般検診用足長計の開発と計測状況

中学生のフットプリント

陥入爪と靴内の細菌学的検討

踵なしスリッパが肥満および脊柱起立筋などに及ぼす影響に

ついて

登山靴による足部障害

休 憩（10：20～10：30）

松　崎昭　夫

河野和代子

渡辺　正孝　ほか

南和文ほか
松浦　義和

田口　哲也　ほか

「㎜．パネルディスカッション（10：30～12＝00）座長

　　　「子供靴」

荻　原一輝
佐　藤雅　人

Vll－23

VII－24

VII－25

VII－26

VII－27

子供の足と靴の検診12年間の反省

子どもの足と靴の状況

子ども靴のJIS規格について

子供靴の開発について

小児の足底アーチの発達と靴の調査一第3報一

荻原　一輝　ほか

河野和代子

大野　貞枝　ほか

高橋　保行

佐藤　雅人　ほか

（特別発言） 大谷　知子

閉会挨拶（12：00～12：05）　加　藤 正

公開講座

「靴と外反母趾」 加藤　正（聖テレジア病院副院長）
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演題抄録



1－1
足底圧分圧測定システム（F－SCAN）の

信頼性における慕礎的研究・

1－2
靴着用が歩行に及ぼす影響について一足底圧劇

定器による分析一

久留米大学リハビリテーション部

○今石喜成・前田貴司・牛、幣茂樹

　池rn香苗・中、鳴義博・志波颪人

同　整形外科

　後藤　武・井L明生

久留米工業大学機械工学科

　中尾典孝・松尾重明・田川韓彦

大阪信愛女学院短期大学

○雛萌穂
奈良県立五條病院

饗象智
近畿大学医学部

豊芦藷

　【口的】足底圧分圧測定システム（F－SCAN）の動的足

底圧における再現性及び特性を明らかにするための基

礎的実験を行った、

　【ノ∫法】健常人9名、平均年1胎26歳（24－29‘茂）を対象と

し、一般に市販されている靴を履かせ、床反力計

（Kist】cr9281B）を設置した歩行路Lを歩行させた。こ

の時、厘さ5mmの足底板を挿入し、実験1：F－SCAN

を足底板の．Lに挿入、実験2：F－SCANを足底阪の下

に挿入、の：二種類の実験を行った．条件は、L自由歩

看テ、2．」堅い歩テ了（易ヒ調60）　、3，」塞い歩そ了（歩調120）と

し、それぞれ5試行を行った・これらの測定値におい

てF－SCANと床反力計の鉛直方向成分と作πLl飯軌跡を

比較した、、

　【結果】鉛直方向成分：全ての実験、条件で30％程度

の差を認めた（p＜0，001），、このためF－SCANのデータ

を立脚金期の積分値をもとに正規化を行ったところ、

統計的に脊意差がなくなった。これは、センサーの挿

入位置、歩行速度に関わらず同様であった一作用点軌

跡：全ての実験、条件でF－SCANと床反力の相関係数

には差はなかった．，

【考察】F－SCANと床反力の鉛『i：方向成分において、

絶屠乎値での比較は大きな差が発生したが、床反力を用

いて正規化することにより差は無くなった，今後臨床

実験を行う場合、床反力による正硯化が必要である事

を確認した，，作用点軌跡においては、両者に同様な傾

llrjが兇られ、F－SCANのみで評価が可能と疹えられ

た＝

【まとめ】F－SCANで得られた測定値（絶対値）は、誤

差が大きく、床反力の数値をもとにした補正が必要で

ある，．現状での臨床実験には、床反力計と同時に測定

して正規化する必要がある，作用点軌跡においては、

F－SCANのみで測定、、11i価が可能である・，

　筆者等は，足底面にかかる圧変化の測定により足

底面の接地状況を検出・記録できる小型軽量の携帯

型足底圧測定装置を開発し，その適用によって歩行

特性の解析や履物着用の歩行への影響などを明らか

にする上で有効なデータを得られることを明らかに

した・今回，本装置の適用により裸足時と靴着用時

における歩行パターンの分析を行い、靴着用が歩行

に及ぼす影響、さらには足に障害などを発生させる

状況について考察した。

　研究方法：足底圧測定器は，小型軽量の本体と足

底面に取り付けるセンサーからなり，センサーと本

体はコードで接続される；センサーは，ON／OFF式

のフラットスイッチで，足底面が接地している時は

「ON」，接地していない時には「OFF」として検出

される。最高’16個あセンサーを取り付けることが

でき，データを1秒，0，1秒，0．05秒間隔のいずれ

かで受信・記録するこどができる。

　今回の研究では、女性被験者に本装置を取り付け、

裸足およびス出一カー、革靴、ハイヒールを着用し

て歩行実験を行った，センサーは，片足につき4ヶ

所取り付け，0．1秒間隔でデータを採取した．

　鎧塁：足底圧測定器により得られた歩行データの

比較を行づたところ、裸足、スニーカー、革靴、ハ

イヒールの間で相違が認められた。これらの相違は

それぞれの靴の特徴をよく示していると考えられた。

裸足とスニーカーや革靴着用による歩行の相違は少

なかったが、ハイヒール着用は裸足での歩行とはか

なり異なった歩行パターンが示された。裸足での歩

行を基準に考えると、靴着用は大なり小なり歩行に

影響を与えていることが示唆されたが、ハイヒール

の場合その影響は大きく、ハイヒールの着用により

不自然な歩行が強いられていることが示唆された。

これらの結果は、靴着用、特にハイヒール着用によ

る足の障害発生（痛みや外反母趾などの足の変形）

を考える上で興味深い結果であった。

一13一



1－3
失調性歩行症例における

重量負荷位置の歩行への影響

1－4
足底板使用時の足底圧の変動について

0川村義肢株式会社 城南病院

眞殿　浩之

国立療養所西奈良病院　神経内科

　　　　　　　安東　範明

　イシヅカ　タダオ

0　石塚　　忠雄

【目的】　昨年の第12回日本義肢装具学会学

術大会において我々は、脊椎小脳変性症などに

よる小脳性運動失調の歩行改善に対する、下肢

の末端への重量負荷を加えた靴型装具の効果に

ついて報告した。それによると片足に500g

の重量負荷を加え、必要に応じて足底に10㎜

程度の旦ateral　wedgeを設定したものが最もよ

い結果を示した。今回我々は、この重量負荷が

足底のどの位置に加えるのが効果的であるかに

ついて考察し、踵荷重の場合とっま先荷重の場

合の双方が歩行に与える影響にっいて比較検討

を加えた。

【方法】　約800gの鉛の重りを踵荷重とつ

ま先荷重の双方に設定できる測定用インソール

を製作し、小脳性運動失調の症例3例について、

非荷重時も含めた3種の条件設定下において歩

行時の足圧分布、重心の動揺、動作解析等の測

定を行った。

　症例は男性2名女性1名であり、症状の進行

程度の違いはあるもののそれぞれに小脳性運動

失調の特徴であるwide　basedでshort　stepの傾

向があり、歩行時に体幹が左右へ動揺し不安定

で、特に男性1例については頻繁な横方向への

転倒傾向が見られた。

【結果】　非荷重時と荷重時ではどの測定にお

いても明らかに荷重時の方がよい結果が出た。

踵荷重とつま先荷重では踵荷重のほうがより健

常者に近いデータが得られ、充分なヒールコン

タクトとプッシュオフが認められた・っま先荷

重では前足部に極めて大きな圧分布が見られた

上、ヒールコンタクトが不充分で制御性に劣る

事が解った。

　本口演ではこれらの測定データを呈示し解析

を行うと共に、重量負荷の位置が歩行に及ぼす

影響について考察報告する。

　ひとが裸足と靴で歩行したときの足底圧の相違に

ついては19駐3年から1996年にわたって発表してきた5

今回は、今まで発表してきた研究結果の再検討と新

たに測定した足底板使用時の足底圧変動について結

果を報告する。

　足底圧の変動については、動的状態においてモニ

ターで捕らえた像をどのタイミングで制止させて測

定するかという、時間のとりかたによってその評価

が異なるのはやむを得ない結果だと思われる。しか

しこれらを定率的に検討するために少しでも多くの

データを集めることにより、その最大公約数的な結

果を基にして考察することが重要であるということ

が理解できた。またそうすることで研究結果がより

具体的に把握できるものと思われる。殊に今回は、

中高年者から高齢者にかけての測定値を求め、そし

てこれまで発表してきた症例等とあわせて検討し、

さらに平衡機能計を用いて足底圧との関係について

比較検討を行った。しかしどの時点でも比較的誤差

が大きく、どの時点の足底圧をとるかということで

大きく異なってくるので、困難な点が多かった。今

回は最大値と最小値を主に検討し、そして足底板の

厚さ、広さ等による変化を観察した。その結果は以

下の如くであるD

1．裸足では足底圧の移動がやや直線的に過ぎ、内

　　側に沿って移行する。

2．普通靴では軽く内側に弓状を呈し、裸足の時よ

　　りも軌跡が中心線に集中して認められる。

3．中足骨骨頭下バーでは、足底圧の軌跡は前述の

　　2項目よりさらに円み乏帯びて、踵の部分より

　　外側に広がり中足趾節関節で内側に移行し、母

　　跣球にぬけるような線を描くことが多かった。

4．糖尿病患者に使用するインソールは柔軟性のあ

　　る・また反復力の強い素材を用い、足底圧が均

　　等に分散されるものが望ましいことがわかった，。
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II－5
DynamicShoe　Insole　Systemによる既製パッ
ド使用時の足圧分布について

II－6
変形性膝関節症に対するDynamic　Shoe　Insole

Systemの応用

東芝病院　リハビリテーション科

O佐々木克則

片倉病院　リハビリテーション科

○横尾　浩、光野　貫一

深谷整形外科

藤原　和朗、深谷　茂

東芝病院　リハビリテーション科

佐々木克則
東戸塚記念病院　整形外科

内田　俊彦

【目的】

　Dynamic　Shoe　Insole　System（以下DSIS）は、本

学会においても何度か発表してきたが、今回は昨年

発表したDSIS各種既製パッド使用時の足圧分布につ

いて裸足と比較検討したので報告する。
【方法】

　DSIS各種パッドを用いて、裸足とパッド装着時の

足圧分布をニッタ株式会社製足圧分布測定システム

（F－SCANシステム）により計測した。測定項目は、

①裸足②DSISRウ導ッジパッド③DSIS前足ウエッジ

パッド④DSISLTWパッド⑤DSIS2軸アーチパッド

⑥DSIS3軸アーチパッドの6種類11項目とした。
また、その際の歩行距離は5mとし、なるべく意識

しないで1歩目は左足からだすようにして測定した。
【結果】

①裸足では特に、踵部、前足中部、母趾に多く加重

していた。②DSISRウエッジパッドは、明らかな重

心移動方向の変化はみられなかったものの、わずか

ではあるが立脚期の時間短縮が認められた。③DSIS

前足ウエッジパッドは、使用側の前足部に多く加重

していた。④DSIS　LTWパッドは、裸足ではみら

れなかった外側アーチ部分と母趾球下内側部に加重

が確認できた。⑤DSIS2軸アーチパッドは、特に裸

足には全くなかった内側縦アーチ部分に加重してお

り、足趾も全体的に広く圧がかかっていた。⑥DSIS

3軸アーチパッドは、2軸アーチパッドと同様内側

縦アーチ部分に加重しており、若干ではあるが重心

の奇蹟が内側に向いてきていた。
【考察】

　DSIS各種既製パッドの作用様式については、動的

評価からも明らかになっている。しかし、それらを

客観的データとして証明できてはいない。今回の足

圧測定によりある程度確認できたといえる。　　、

　今後は、動きと関連付けたデータを出せるようさ

らに研究を進めて行きたいと考える。

【はじめに】

　変形性膝関節症は高齢者によ’くみられる疾患で、

大腿四頭筋の筋力強化や踵外側の撰状パッドといっ

た治療が保存療法の中心となっている。今回我々は、

動的な評価、特に歩行評価を中心に行い、Dynamic
Shoe　Insole　System（以下D　S　I　S）を治療に応用

し、若干の知見を得たので報告する。
【対象】

　1997年4月～7月までに、D　S　I　Sを作製し

たのは20例で、平均年齢は75歳であった．また、

男女別では男性1例、女性19例であった。
【方法】

　歩行評価を行った後、D　S　I　S形状を決定し、グ

ラインダーにより削り込んだものを靴に装着した。

さらに、このパッドを装着する前後の蓬痛の評価（自

己申告でPainScaleを使用）とFTAの変化を比較・
検討した。また、終痛の評価は、日本整形外科学会

のスコアを使用した。

【結果】

　装着前後のPain　Scaleは、装着前の平均が5であ

ったのに対し、装着後は3となり、痛みの改善がみ

られた。また、F　TAの装着前の平均が187度で

あったのに対し、装着後の平均は185度となり、
これにも改善がみられた。

【考察】

　今回は、PainSα也とF　TAに絞ってD　S　I　Sの

応用結果をみたが、PainScaleでは最高4の改善が

みられ、装着後によけい痛くなったというケースは

全くみられなかった。また、FTAでは最高3度の
改善がみられ、足底部に装着することにより前額面

上の角度が変化することも分かった。　D　S　I　Sは、

静的な評価だけでなく、動的な評価を中心に、その

人にとっての一番良いバランスポイントをみつけだ

し、それを変化させる目的で使用している。今後は、

静的な観点だけでなく、動的な観点からも理解でき

るよう研究を進めて行きたい。
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II－7
足底挿板（靴内使用）療法について（第2報）

II－8
外反母趾患者における術前後の靴に関する調査

聖テレジア病院整形外科

　カトウ　　タダン　キドコロコウジ

O加藤　正、城所宏次

札幌医科大学整形外科
ナカノカズヒコ

○中野和彦　坂本直俊　石井清一

北海道立心身障害者総合相談所

　佐々木鉄人　広瀬和哉

釧路赤十字病院整形外科

　倉秀治

【目的】外反母趾の非手術例に対する足底挿板（靴

内使用）による治療成績について、第10回日本靴

医学会において発表したが、その際、アーチ・サ
ポートの幅の計測値のみを示したので、今回は、

①その長さの計測値と、②手術例については、足
底朕腫形成に及ぼす影響について検討したので、
報告する。

【症例】女性71人（手術例は20人）142足、

男性5人（手術例は2人）10足の合計76人、
152足である。
　年齢は11才から83才までである。
【結果】①左足は、足底挿板の全長に対する
アーチ・サポートの長さの割合は、平均51．3％
±7％であり、右足のぞれは平均5L5％±7％で・

あった。また、アーチ・サポートの幅のボー
ルに対する割合は、前回の発表と同様に、左
右ともに平均約50％であった。

　②術後例では、アーチ・サポート付の足底
挿板を靴内に使用してから、新しく有痛性の
足底腓腫が形成されたり、中足骨痛が増強し
た例はみられなかった。
【考察とまとめ】1）アーチ・サポートの長さ
と最大幅は、足底挿板の長さとボール幅に対
して、それぞれ約50％の計測値を示した。こ
のアーチ・サポートのサイズは、従来の一般
的な既製靴のアーチ・サポートのサイズより
も大きい。

　2）採形して作った足底挿板は、外反母趾の
術後例においても、勝腫形成の防止法として
有効であった。

【目的】外反母趾患者は靴に対する愁訴を少なからず

有しており、手術により軽快する傾向にある。しかし、

術後評価の観点から評価した実際の報告はX線学的計

測値や満是度、痛みの軽減などで行われることが多い。

今回、我々が行った外反母趾手術成績をより客観的に

評価することを目的に、術前、術後の靴に関する調査

を行った。

【対象と方法】当院または関連施設において第一中足

骨遠位斜め矯正骨切術を施行し、術後1年以上経過し

た67名（平均年齢45．6歳）に対して術者以外の共同研

究者が電話、郵送により調査を行った。

　日常生活で最も長く履く靴をはじめ、仕事時、スポ

ーッ時、フォーマルな時に履く靴について質問した。、

調査項目は、履く靴の種類（皮靴、パンプス、ハイヒ

ール、スニーカー、その飽〉、その使用頻度、痛みの

程度、靴選びについてである。

【結果と考察】アンケートの回答が得られたのは34名

（男性2名、女性32名、平均年齢46．3歳）であうた。日

常生活で最も長く履く靴は、スニーカーであった（術

前50％、術後60％）。その使用頻度は術前術後とも平

均30．5時間／週であった。術前71％の人が常時痛みを

訴えていたが、術後では79％が痛まない、21％が痛

いことがあると答えた。我々が行っている手術方法は、

既に報告したように一般的臨床成績が優れているばか

りでなく、靴使用上でも有効であることが示された。

　術前パンプス、ハイヒールを履いていた人の50％は・

術後それらの靴で痛みがないにもかかわらずスニーカ．

一を履く習慣にかえていた。術前は靴の足に対する影

響に気を止めていなかったが、術後は33％の人が意識

するようになった。我々の生活指導により、足に合っ

た靴を選ぶように心がける人が術後に増えていた。一

方、靴に対する配慮が足りない人も存在しており、今

後さらに術後患者への靴に対する啓蒙活動が重要と思

われた。
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lII－9

Spec副　shoes　量》τ　Rheun皿t幻　Ar㎞t蛤　and・

D血脱tic　pa愈㎏nts　aod肋j士　t懲ea漉nt　with

custommade　inse鵬

lll－10

糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴の試み

（第5報）一スキーブーツ型7，

K．K　A　L　I　C　E 慶鷹義塾大学整形外科

Eduard　　Herbst

Q水谷　憲生（ミズタニ　ノリオ）・

　井口　傑、宇佐見則夫、星野　達

　平石　英…一、橋本　健史
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problems　with　spec回shoes．Rheuma樋c　arむhrit譲s

pa琶en捻o蝕nhaveseverede伽mi柱es，識hr℃s蛉and
a枕hl℃aesis　at　the　jo血t　oftheh2艶et
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　●　　　The　Chaixx）t驚ot　result加g　　in　h塘h　p1℃ssure
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　　　metat継sal・phalang6aljoj皿おandheelbone，
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　　　st魏atthepha㎞xandmoving“s㏄k
　　　w蛤e“もDW田。ds　the㎞ee，

　In　Europe　pa駐ents　　eve茸yday　with　rheuma偵c

alth煎t蛤and曲betesa1℃present段torthopedic・
shoe　technic騰’workshop，These　two　g1℃ups　of
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there　are　ma皿y　oo皿e卿e串spec地血g　and　working
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Out　ofth蛤　　　t£amwork　between　patienお，（1㏄tx）rs，
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【目的】我々は、total　contact（7astにヒントを

得た靴型硬性装具を糖尿病性足部潰瘍に対する治療

靴とレて作成して、、その結果を第6、7、9回本学会に

て報告した。今回、より簡便に作成できるように改

良を加えたので報告する。

【構造上の特徴と方法】二重構造としたインナーを

セットしたスキーブーツ型のアウターに、患者の足

を装着し、起立してもらう・、アウターをしっかり締

めて・インナーとアウタ．一の．間にシリコンゲルを注

入する、，15分後、足を抜いて、トリミングして完成

となる。治療靴装着時、2日後、］0日後に足部の状

態を観察して、発赤の有無など実際に治療靴が足に

あっているかどうかを確認し、異常所見がなければ

常用させる。

【結果】症例1は49歳の糖尿病男性。母趾と第2趾に

Wagner分類でgrade2の皮膚潰瘍があった。本装具

装着6週で潰瘍は治癒した、，症例2は53歳、男性の糖

尿病患者で、母趾、第2趾、第3趾にWagner分類でgr

ade2の皮膚潰瘍をみとめた。治療靴装着期間は8週

で、あきらかな潰瘍の消退をみとめた、，

【考察】前回までの本治療靴の問題点としては、靴

作成までに約2週間と時間がかかるこど、，脱着・に手

間がかかることなどであった，，今回の改良治療靴の

特徴は、約30分でフィット性のある靴を作成できる

こと、脱着が比較的に容易にできることである。
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皿一11

糖尿病性足部潰瘍に対する硬性治療靴の
靴内足部圧の分散効果について

皿一12

糖尿病者の足趾部・前足部足病変治療目的で使用

した履物のロッカー付加の有用性の検討

慶慮義塾大学整形外科

O橋本健史、井口傑、宇佐美則夫、星野達

　平石英一、水谷憲生

東募南モ辱科木詳糖犀病驚と夕7

0新城孝道、照屋　亮、布目英男、

岩本安彦

【目的】われわれは、total　contact　castに

ヒントを得た靴型硬性装具を糖尿病性足部潰瘍

に対する治療靴として作製してその結果を第6、

7、9回本学会にて報告した。そして本治療靴

が潰瘍に有効である根拠として、皮膚の固定に

よる局所の安静、圧の分散による局所の圧の現

象、浮腫の除去と予防、足部の外傷からの防御

をあげた。今回、その圧の分散について実際に

どの程度の効果があるのかを、薄型圧センサー

を用いて調べたので報告する。

【対象と方法】25歳から28歳の健常な
volunteer、男4例、女1例を対象とした。皮

靴、運動靴そしてわれわれの治療靴を用意して、

足底、各趾の先端部、母趾および小趾のMTP

背側にシート型圧センサー、F－scan　foot
P「essu「e　measu「ement　sensor（Tekscan、

Boston）をつけて、歩行させた。圧の変化は

100Hzで計測した。
【結果】皮靴では、母趾、第2、第3趾の足底

および先端部、母趾、小趾のMTP背側部で圧

の集中が著しかった。運動靴では、母趾、第2、

第3趾先端部の圧は減少していたが、同部の足

底部、母趾、小趾のMTP背側の圧は依然とし

て高い集中を示した。われわれの治療靴では、

母趾、第2、第3趾の足底部では圧の集中が認

められたが、先端部および母趾、小趾のMTP

背側では圧の現象が認められた。

【考察】本治療靴は、とくに前足部において靴

内圧の分散が認められ、局所圧の現象を期待
できることがわかった。この結果より、本治療靴

が皮膚潰瘍に対して有効であるひとつの理由が

示された。

目的1糖尿病者の足趾部・前足部足病変治療目的で使

用した履物のロッカー付加の有用性の検討

対象：糖尿病者5名（男2女3》で、年齢48－64歳。

身長146－173cm，体重44－65Kg。糖尿病罹病期間

2－28隼、治療は食事療法1名、インスリン注射4

名。糖尿病合併症は神経障害5名、網膜症4名，腎症

3名（血液透析1）。足病変はハンマートウ・中足骨

骨頭痛、足趾虚血、ハンマートウ・シャルコー関節、

前足部と踵の潰瘍、凹足で腓月氏形成がみられた。履物

の種類は市販のリハビリサンダルに前足部ロッカー付

加、市販婦人靴とロッカー付加靴型装具、靴型装具と

ロッカー付加靴型装具、運動靴加工ロッカー付加と免

荷用中敷付き市販紳士靴。分度器で測定したロッカー

角度はそれぞれ16，22（2名），30，45度であった。

方法1足底部に圧力センサーシートを敷き、ケーブル

でコンピューターに接続し歩行させ、動的足底圧を記

録するFScanシステムを使用。足底を足趾部、前足部、

足底中央部、踵部の4分画（各々1，ll，”1．IV）に分け、

左右（LR）の最高足底圧を比較した。

結果：最高足底平均圧値はロッカー無しではRl

1418，1目802，1“429．1V1526，L　I1396，1口308．

”1874，IV885αcm2，ロッカー有りではR1641，II

1098．lil581，IV1000，L　l767．“989．1”279．IV

113591cm2であった6同一例での比較では、ロッカー

有での圧の低下は右1で4名中4名，左1で4例中3名

にみられ、Ilでは全例低下がみられた。足趾部1では

ロッカー角度が45度のとき最低値を示した。

結論1糖尿病足病変例の足趾部及び前足部での圧力

減少にロッカー付加が有用であった。
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特別講演

　「靴の材料について」

　座長　聖テレジア病院副　院　長 加藤　正
パネリスト　　（株）日本靴科学研究所　代表取締役社長　　大　澤　　宏
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W－13
ゴルフシューズの開発（第一報）

lV－14

足の機能を高める地下足袋様トレーニング

シューズについての一考

足と靴の科学研究所

　　　カール，ハインツ，ショヅト

○　清水　昌

小山整形外科病院

まなぺまさはる

真鍋　雅春○

こやまよしき

小山由喜

　ゴルフは生涯スポーッとして多くの人に親しまれ

ているが、中には傷害を持った人達のために楽しめ

る工夫をとゴルフシューズを開発したので報告する。

　靴型はインフレアーで、母趾爪などの圧迫を少く

するため、トオーボックスは高く、紳士靴、婦人靴

とは異なり、ユニセックスで、サイズは35～46

である。甲革は軽量で、丈夫なカンガルー革を使用

し、くるぶし部はパッドで覆われている。　本底は

EVAを使用し、取替式スパイク仕様である。予め

タテ、ヨコアーチパッドのついた既製の足底板が装

着されている。片足重量は4509である。

　現在下記の傷害を持った34人が、開発したゴル

フシューズでプレーしている。

　1）開張足で足底に痛み、タコのあるもの7人

　2）外反母趾で第一趾M　P関節周囲に痛みのある

　　　もの13人
　3）脚長差2㎝を有し、靴底に1㎝の補高したも

　　　の3人

　4）足関節の可動域が悪く、前のめりに、ひきず

　　　る歩行で困っていて、靴底にロッカーバー補

　　　正をしたもの5人

　5）片麻痺で内反尖足位が3㎝あり、1．5㎝の補

　　　高と、靴底の外側を3皿皿アウターウェッジ補

　　　正したもの2人

　6）変形性膝関節症で膝の内側に痛みがあり、靴

　　　底の外側を4皿mアウターウェッジ補正したも

　　　の4人

今後、彼等を追跡調査し、装着6ケ月後のフットプ

リントの変化、痛みの有無等のアンケート調査を予

定している。

【はじめに】下肢のスポーツ障害はオーバートレーニ

ングとの関連性が大きいが、それに伴う筋力、柔軟

性、アライメントなどの身体的要因、練習環境、シ

ューズなどの環境的要因が複雑に絡み合い障害を引

き起こす。足部においては、アーチ形成不良など足

部機能の低下による種々の障害が数多く報告されて

いる。今回、障害予防の観点から、素足が本来もっ

ている衝撃吸収能力を高めるトレーニング専用シュ

ーズを考案したので報告する。

【方法】障害予防のための足部機能の向上を日的とし

た今回のトレーニング専用シューズの機能は、①足

趾の屈曲を促すグラスピングバーにより歩行時の足

底に緊張を与え、より強いウインドラス機構により

縦アーチの形成に関与する。②アッパー、ミッドソ

ール、アウトソールのすべてが母趾と他の4趾を分

けたセパレート構造になっているため、横方向への

スムーズな重心移動とローリング運動により横アー

チの形成を促進する。③踵接地から足底接地にいた

る踵の過度の横ぶれ、特に踵骨外反を防止するため

左右非対称のスタビライザーを装備しオーバープロ

ネーションを抑制する。以上のような機能を備えた

トレーニング専用シューズ（A）と素足（B）、衝

撃吸収性の高いスポーツシューズ（C）の立位、歩

行、走行における足底圧の変化を比較検討した。

【結果および考察】（C）では踵、母趾球部での圧は

低いが、土踏まず部分にも圧がかかる。　（A）では

（B）よりも土踏まずの圧が低くなり、足趾の圧が

高くなる傾向がみられた。障害予防を考えるうえで

より索足に近く、足趾の活動性が高まる（A）は足

のアーチ構造の強化・形成が促され、素足が本来持

っている衝撃吸収能力を高めることが期待される。
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lV－15

トレーニング用ウォーキングシューズ構造の検討

lV－16

ランニングの粘弾性モデルを用いた
ランナーとシューズの適合性の評価

（株）アシックス　スポーツ工学研究所

　かつ　まこと

○勝　眞理、福岡　正信、佐藤　重基

　村上　治、松本　直子

中京大学

こ荏ま　　吊）し　　カ・ず　　 とし

小　林　一　敏

【目的】

　日常動作において重要な下肢の筋力は、加齢に伴う

低下が大きいと言われている。また、転倒死、骨粗霧

症なども筋力の低下が原因の一つであると考えられて

いる。このため、充実した老後の生活を送るためにも

下肢の筋力の低下を防止することが重要である。特別

な身体トレーニングを行っていない人では、歩行が生

活の中での重要な下肢の筋活動であると思われる。そ
こで、通常の歩行時に下肢の筋の活動量をより増大さ

せ、歩行運動をより効果的にするためのシューズ構造

を検討したので報告する。
【方法】

　対象は成人男性とし、ソールの1／2の位置から着力

中心の移動軌跡にそって分割されたブロック状のソー

ルが徐々に高くなり、母指球部が最も高くなるように

した構造のシューズ（TypeA）と、ミッドソールの前
足部から爪先にかけて懊状に徐々に高くなる構造のシュー

ズ（TypeB）で、各タイプで高さを変えた2種類（High、

Low）の計4足とジョギングシューズ（no㎝al）を用い

た。各シューズで、任意に規定した歩調、歩幅で歩行
した時の大腿直筋、内側広筋、大腿二頭筋、前脛骨筋、

腓腹筋の筋放電量、矢状面での足関節、膝関節、股関

節及び、前額面での踵部角度の角度変化を測定した。
【結果】

1）TypeA、TypeBともに大腿二頭筋、腓腹筋の接地期

　の筋放電量が大きくなる傾向が見られた。特に、
　TypeA－Hはno㎜alより有意に大腿二頭筋の筋放電量

　が大きくなった。

2）踵部角度変化は、シューズによる違いは見られな

　かった。TypeAでは、接地中の足関節最大背屈角度

　が小さく、膝関節の伸展動作が大きく、離地時の股

　関節伸展角度が大きくなった。TypeBでは、接地中

　の足関節最大背屈角度が大きく、離地時の膝関節屈

　曲角度が大きくなった。
【考察】

　TypeAは股関節を伸展させることで、typeBは足関節

の最大背屈角度を大きくすることで接地中の身体重心

を前方へ移動させていると考えられる。このため、下
肢の後方の筋の活動が異ると考えられる。下肢の筋の

活動量をより増大させるためにはTypeAの構造がより

効果的であると考えられる。

　緒言　ランニングの地面反力は、着地後に重心と

接地点との距離が短縮する圧縮期と・両者の距離が

元に戻る復元期とからなる重心の上下振動により生

成されると考えるのが、ランニングの粘弾性モデル

である。運動の原動力が筋の張力であり、一般のば

ねのように圧縮変形で生じる反力は筋では生じない。

そこで圧縮期の脚の力は、その時に伸展される側の

筋の張力であり、復元期の脚のカも伸展された筋の

収縮による張力である・しかし・ランニングの力学

モデルでは・構造を簡単化して・圧縮によっても反

力が生じるばねを用いて表現している。

　筋の受動的張力特性をもったばねのモデルー般

のばねは変形により生じた反力は、変形が続くかぎ

り保持されている。運動神経の刺激で発生した活動

筋力によって外部負荷にはたらく張力は、神経の刺

激が停止した直後も筋の中に受動的張力として残っ

ているが・時間経過にともない減少する。この特性

を本研究のモデルでは復元期のばね特性に導入した。

　運動中に発生する能動的力　ボールの反発高は落

下の度に減少するが、人間の走行では着地の地面反

力を通して適当な章の能動的力（Actuating　forc¢）

が加えられて、反発高が一定に保たれている。同じ

速度の走行において、能動的力によるエネルギー補

給が少なくてすめば・疲労の少ない効率の高い走行

といえる。走者の体力や技術の特性とシューズの特

性の組み合わせが最適化されたときに、自的の運動

に対して能動的力によるエネルギー補給が最小にな

ると考えられる。

　地面反力波形から能動的力の推定　走行速度やシ

ューズの力学特性を変えた時の地面反力波形から能

動的力や補給エネルギーを求め、ランナーとシュ＝

ズの適合性を評価する方法を提案する。
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lV－17

靴メーカーからみたナ［スシューズ

高橋整形外科

　O高橋　公（たかはしただし》
福島厚生義肢製作所

　　牧内　俊作

日本靴科学研究所

　　熊谷温生

　目的1ナースシューズ（以下シューズ）を履いて
足の痛みを訴えた人が我々の調査では72，5％あ
り、タコなどの障害や疲労感もよくみられた。そし

てほとんどの人がサンダルのような「開放式」を使

用していた・その中にはアーチサポートもなく、前

足部をヒモでおおっている人が多かった。このよう

な現状に対してシューズを製造しているメーカーが

どのような姿勢で取り組んでいるか調査した。

　対象および方法：シューズを製作していると思わ

れるメーカー15社に対し、用意していたアンケー

ト用紙を配布した。6社より返事をいただくも、こ

の内4社だけ現在シューズを製作していた。この4
社にっいての回答をもとに分析検討した．

　結果および考察：4社の．うち2社は、サンダルの

ような「開放式」と足全体をおおう「閉鎖式」の両

方を製作しているが、他の2社ば「閉鎖式」のみで

ある、，購入価格は、「開放式Jでは1．800円か
らあるも5，000円を越えない。一一方、「閉鎖式」

では10，000円前後であるが、17，000円
を越えない。

　シューズの長さは、21．5cmから26cmまで揃
えていても、それ以外の長さも別注扱いしているメ

ーカーもある、幅にっいては3Eまではみかけるも
4Eまで広げている所もある、，また、…般に日本人

は甲高が多いといわれるが、これに対しては金型作

りの時甲部分を高くしたり、調節機能をっけたりし

て工夫がうかがえる．

　足底部にアーチサポートを付けているかの問いに、

構造上付ける必要があるものには付けているが、付

けていないものもある。池の3社は積極的に付けて

発売するようになってきた．すなわち欧米のシュー
ズを参考にしたり、スポーツシューズのような最薪

の技術を応用し新発売している

　さらに重さ、「おおい1および踵骨部にっいても
改良点がみられるが．メーカーから今後「閉鎖式」

を多く使用してもらいたいという要望があった，、
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V．パネルディスカッシ轟ン

「ナースシューズを考える」

　座長
パネリスト

日本靴医学会会長
高橋整形外科
賛育会病院整形外科

国立循環器病センター

国立東京第二病院
ミズノ（株）

フットウェア企画

（株）マリアンヌ製靴

加藤哲也
高橋　　公
鈴木　　精
木下真希子
中山まゆみ

蒲沢育子
秋山賀慶



VI－18

一般検診用足長計の開発と計測状況

VI－19

中学生のフットプリント

名古屋市西保健所（本年3月迄東保健所ノ

　　　　保健予防課主査

　　　　　　コウノ　カヨコ

　　　　　　河野和代子

静岡サンダル工業組合・フ ットウェアー

研究会

　O　渡　辺　正　孝

足と靴の科学研究所

　　　カール，ハインツ，ショット

　　　清　水　昌　一

1　目的　「足長計」を図Lのとおり開発し計測した。

2　方法　台面で立位動作をとり、踵止めに踵を合わ

せ表示どおりに足を置き体重で負荷をかけ、計測板を

上下させて片足づっ交互に計測した◎

3　結果表Lの年齢階級別足の状況が把握できた。

4　考察　女子の足長は年齢階層が若年ほど長い。

5　まとめ　足長計で足長を知ることは、小さい時か

ら家庭や学校等で足の成長過程を学べ、是非とも衛生

教育や集団検診に取り入れてみたい計測器と考える。

図1一般足長計（下の写真は子ども用）

　　　　　踵どめ

匠遡板

年代別 20歳代 30歳代 40歳代 50献 60歳代 70歳～

数
男
女

225 38 22 30 30 58 47
46 2 6 7 9 9 13

179 36 16 23 21 49 34

平雛

　　男

〃女

23．3 23．9 23．3 23．3 23．4 22．8 22．6
24．21 24．9 24．1 24．11 24．7 23．8 23．4
22．3 22．9 22．6 22．6 22．2 21．8 21．8

平鞭

巾馳男

〃女

22．9 23．2 22．8 23．0 23．3 22．7 22．5
23．9 24．5 23．7 23．7 24．7 23．3 23．4
22．0 22．0 21．9 22．2 22．0 22．0 21．7

／長飴

　　　男

　　女

98．6 97．0 97．7 98．4 99．5 99．3 99．6
98．81 98．0 98．6 98．6 99．6 97．9 99．8
98．4 96．0 96．8 98．1 99．4 00．8 99．4

U足の状況（職8鞭駆髄齪と鹸コーナの225人）

　〔目的と方法〕

　静岡サンダル工業組合。フットウェアー研究会は

静岡市商工部地域産業課のご支援を受け、足に優し

い靴の開発の手始めとして、日本人の足に適合した

フットベッド完成のため、静岡市在住中学生331

名のフットプリントを採取した。その分析結果を報

告する。方法として、独ベルケマン社のペドグラフ

を使用し、立位で足の外縁を90度、次に45度で内縁

を描く。第一、第五MPジョイントに各々マークす

る。次に内果の前縁から90度に下した点をマーク。

最後に第五中足骨基部をマークする。

〔結果〕

　1）第一趾と第二趾の長さの相異　16％第二趾

が長い。7％がほぼ同じ。77彫第一趾が長い

　2）足長の相異　最短は203mm、最長は272
皿m。平均235mm

　3）左右の足長の相異　最も大きい相異はi11

皿m。60％左足が長い。15％ほぼ同じ。25彩右
足が長い

　4）足長に対する第一趾M　Pジョイントの所在位

置　平均値は76％。最も低い値は65％、高い値

は83勉。87彩が72～80％の位置
　5）足長に対する第五趾MPジョイントの所在位

置　平均値は67％。最も低い値は60％、高い値

は75鰯。88彩が63～71％の位置
　6）足長に対する第五趾中足骨基部の所在位置

平均値は39％。77％が35～43％の位置
〔まとめ〕

　総じて、83彩がプラスマイナス4彩の相異であ

る。これは平均足長235皿mであるから、プラスマ

イナスa4皿皿の相異である。確かに分析の結果相異

は明かであり、日本人の足に適合したフットベッド

の開発に大きな示唆を与えた。更なる研究開発を進

め、試作品の一日も早い完成が待たれる。
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VI－20

陥入爪と靴内の細菌学的検討

VI－21

踵なしスリッパが

　　肥満および脊柱起立筋などに

　　　　　及ぼす影響について

日本医科大学整形外科

　　　　　　　　　　　　①日本医科大学微生物学免疫学教室

　みなみ　　がずふみ

○南　　和文、白井　康正、掛川　祐治、

　　　　　①
　竹内良夫、

松浦整形外科医院

　マツウラヨシカズ

○松浦義和

目的：　足趾陥入爪の発症原因の一っに靴内の汚染が

上げられている。今回は靴内と陥入爪部の細菌学的調

査を行い検討したので報告する。

対象と方法：　陥入爪による不良肉芽を伴った炎症を

訴えて当科を受診した13名、15足趾で全例母趾である。

出来るだけ普段履いている靴を履いて来てもらい、靴

内で患部が当たる部分と陥入爪部の不良肉芽の2か所

を、それぞれTransport　mediu皿先の綿棒で拭い取り

培地に接種し培養した。培地はStaphylococcus用とし

て皿annit　salt培地・腸内細菌用にDHL寒天培地、一

般細菌用にBHI寒天培地、真菌用にSabrroud寒天培地

を用いて25℃で培養し鏡検した。同様に健常人8名の

靴内を検査し対照とした。

結果：　細菌または真菌が検出されたのは106検体で

ある。靴内から分離された菌はStaphylococcus属が19

株、Bacillus属18株、　Pseudomonas属6株、糸状菌8

株である。陥入爪部からはStaphylococcus　aureus29

株、酵母7株である。このうち靴内と陥入爪部の細菌

が1菌種でも一致した者は7例である。

考察：　細菌の菌叢は陥入爪部ではほとんどがStaphy

lococcus　aureusであるが、靴内ではStaphylococcus

属が最も多いとはいえ菌種は多彩である。また靴内と

陥入爪部の細菌が一致したのは約半数である。この事

から靴内を汚染させている細菌が一次的に陥入爪部を

汚染や化膿させる原因になっているとは言えない。し

かしすでに他の原因で陥入爪部に炎症が起っている場

合は、靴内のStaphylococcusや糸状菌が関与する可能

性も考えられる。靴内は健常人のに比べ細菌の種類、

採取菌量ともに増加しており細菌が存在しやすい環境

である。すなわち湿潤、適温、老廃物などの細菌の栄

養源があるなどの非衛生的な靴内環境が存在し、これ

が陥入爪の原因の一つになっていることは推測できる。

　【目的1踵なし靴が腹筋、背筋、殿筋、下肢諸筋な

どのの筋幅増加、および脊椎の骨萎縮防止に有効で

あることは、すでに第8、9’、10回の本学会で発

表した。我々日本人は屋外では靴を履いても、自宅

などの玄関から内では通常スリッパを履いて生活を

し七いる。そこで、目常生活の中で使用する機会の

多いスリッパにも、踵なしのものを使用すれば、靴

と同様の効果が期待できると考えた。

　【方法】踵のないスリッパを試作し、5人の主婦に

7～8週間使用させた。使用前と後に、C　T（撮影

部位は左右の前腸骨棘をむす尋線と左右の大麗骨大

転子部をむすぶ線）をとり、腹の周囲、内蔵の周囲、

脊柱起立筋、およぴ殿筋などの横断面の面積を測定

・した。

　【結果】左右前腸骨棘線部位におけるC　T像で、踵

なしスリッパ使用前後の腹全周の面積は一6．42　％、

内臓全周は一12．89％といずれも減少した。背筋＋

11。67％、腹直筋は＋2LO8％、腸腰筋は＋9．71％、

外内腹斜筋・腹横筋＋6，35％と増加した。一方、

左右大腿骨大転子線部位のCTで、殿筋は＋15，20％

と増加した。

　【考察】踵なしスリッパを7～8週間使用すること

　により、腹およぴ内蔵全周の面積は減少する。この

　ことは腹部皮下脂肪および内蔵脂肪の減少であり、

肥満の改善に有用であると考えられる。また、背筋、

腹直筋、1腸腰筋、外内腹斜筋・腹横筋、殿筋の筋幅

　の面積はいずれも増加した。これは脊柱起立筋など

　の筋力増強に効果があり、これらの筋肉の筋肉トレ

ーニングに有効であると考える。
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VI－22

登山靴による足部障害

東京慈恵会医科大学　整形外科
　タグチテツヤ　　カジワラトシヒデ　　クポタ　　マコト

○田口哲也、梶原敏英、窪田　誠
　ユ　イナオコ　　フジイカツユキ
　油井直子、藤井克之

神奈川県立厚木病院　整形外科
　オオモリシゲオ　　イシガキマサミ

　大森薫雄、石垣正美

株式会社キャラバン
　マキタシンヤ
　牧田信也

（目的）登山靴による足部障害に関する報告は皆無で

ある。そこで今回、登山靴による足部障害をアンケー

ト形式で調査したので報告する。

（方法）重登山靴を使用する155人とトレッキングシ

ューズを使用する58人を調査対象とした。重登山靴

群は男性126人、女性29人、平均43歳で、67％の

人が年間登山日数が2週間以上であった。トレッキン

グシューズ群は男性55人、女性3人、平均36歳で、

81％の人が年間登山日数が2週間未満であった。調

査項目は、靴の履き心地として、重量、フィット感、

靴底の硬さ、足趾、足の甲、踵のあたり具合、足関

節の締め付け感、安定性を調査し、靴による障害と

しては、靴ずれ、腓腿、足関節痛、踵部痛、膝関節

痛などを検討した。

（結果）靴の履き心地では、重いと答えた人が重登山

靴で57％に対し、トレッキングシューズで33％であ

った。フィット感に問題があると答えた人が、重登

山靴で45％、トレッキングシューズで33％であった。

また、安定性はともに90％以上の人が問題ないと回

答した。靴ずれが重登山靴で42％、トレッキングシ

ューズで36％、腓砥が重登山靴で39％、トレッキン

グシューズで21％であった。

（考察）今回の調査から、いずれの項目においても重

登山靴に足部障害が多かったが、両群間で登山家の

背景、登山の難易度が異なるため、これらを単純に

比較することはできない。重登山靴は、より難度の

高い険しい山を登るためソールが硬く、足関節の動

きが抑制され、アッパーが革で、重く頑丈に作られ、

これが安定性を生んでいると考えられている。しか

し、トレッキングシューズにおいても97％の人が安

定性がよいと回答し、靴の堅丈さ、重さと安定性は

必ずしも相関するものではない。また、靴のフィッ

ト感に関しても、重登山靴群で一様に訴えが多く、重

登山靴の素材の軽量化と靴型の多様化が必要と考え
る。

一26一



V”．パネルディスカッション「子供靴」

皿一23 、肛一24

子供の足と靴の検診12年問の反省 子どもの足と靴の状況

荻原整形外科病院

　　おぎはら　　かずてる

　○荻原　一輝

　和田　　定

名古屋市西保健所（本年3月迄東保健所所属）

　保健予防課主査
　　コウノ　カ　ヨ　コ

　　河野和代子
神戸大学発達科学部

　　田中　洋一

　我々はrこどもの足と靴を考える会」をっくり、

大学教官、医師、小学校の養護教員、生活科学セン

ター、皮革工業指導所等の職員、多くの靴関係者（製

造メーカー、卸関係、小売業者、その他）の参加を

得た。この会で幼稚園年少児から同一の子供を毎年

1回追跡して足と靴の調査を継続し、本年小学校卒

業まで12年間に亘り追跡した。

　その成果は、逐次本学会に報告し既に8回に及ん

でいる。この調査は今後中学生となる3年間も継続

する予定で、その結果はまた発表の予定であるが、

今回は今までの反省について述べ、今後の調査をさ

れる方のご参考とし、ご批判を仰ぎたい。

　検診の大要は、医師による足の診察、経験者によ

る足の計測、フットプリントの採取（間接計測に利

用）年によりピドスコープの利用、普通写真の撮影

（6方向）ビデオ撮影、履いている靴の観察（サイ

ズ、ウイズ、使用状況、靴の重量等）である。

これの反省として

　1）検診の統一性
　なるべく同一人が同じ検診にあたるように計画し

たが、何分r12年間jという事で、やむを得ず担

当が交代したことがあり、それによる検診成績への

影響は否定できない。これは時には、検診そのもの

のあり方にも関係した。

　2）資料の整理

　検診の対象者は最初の年で約30人、っいで60

人となり、小学生となる年からは80人となり、こ

れが卒業まで続いた。ということは資料は膨大とな

りその整理が常に不十分であり、今日まで続いてい

る。

　3）その他

　靴の検査についての資料が生きていない、足と靴

の適合性にっいて調べていない、これらに検診成績

を本人（保護者）に還元していない、等について述

べる。

衣
実　　　数 男　　　子 女　　　子

実　　　数 135（100．00） 53（10α00） ・82（100．00）

紐　　　靴 63（46．67） 31（5＆49） 32（39．02）

紐靴以外 72（53．33） 22（41．51） 50（60．98）

1目的子どもの足と靴の履き具合を把握する。
2方法　区民祭りに個別対応。

3結果①紐靴を履いている子どもは半分を割った。
②足の裏のローリング不充分なものは28。15兆認められた。

③靴が合わないものが、過半数を越えた。④足のトラ

ブルを見たものは86．6窩と多かった。

4まとめ子ども靴は、洋服も靴も体につけるとい

うことでは同じかもしれないけれど、靴は体を支え、

足を守り、日常生活行動を助ける大切な道具であり、

自分の体の一部ともいえるのではなかろうカ＼決し

ておしゃれ感覚で選べる服飾品とは違うことをとな

えなければならないと考える。

表1．紐靴調査　　　　　　　　　　　　（職8鰍り翻）

表2。足の裏のローリング　　　　　　　　　　（職8鰍り会培）

ローリング良好　 97（71．85）　38（71．70）

　　不充分　　38（28．15）　15（28．30）　　23（2＆05）

表a靴の具合 （職8鰍り翻）
靴が合う 62（4匠93）　31（58．49）　31（3乳80）

〃合わない　　73（54．07）　22（41．51）　　51（6且20）

表4．足のトラプル 幟8鰍嚇）
足のトラブルあり　　117（86．67）　　46（86．79）　　71（86，59）

”なし　　 18（13．33）　　7（13．21）　　11（1翫41）

表匠トラブルの内容一複数重複一 幟鰍り鋭）衣a．r』　　　　　門合

ハンマートウ 117（86．67） 46（86．79） 71（86．59）

爪の変形 19（1生07） 9（16．98） 10（12。20）

たこ 3（2．22） （　） 3（註66）

靴づれ 2（1．48） （　　） 2（λ44）

出血等 ’2（1．48） 1（1．89） 1（1，22）

表6．対象者と年齢 儒鰍り翻）衣o刈…きく僧　　牛ロ

実　　数 135 53 82

～6　歳 47 18 29

7～9　　” 59 18 41

10～12　　〃 29 17 12

一27一



、肛一25

子ども靴のJ　I　S規格について

VI1－26

子供靴の開発について

子どもの靴を考える会 月星化成株式会社

高橋保行

O大野貞枝（おおのさだえ）梶野眞人、柴田祥江

　荻原一輝、田中洋一

［はじめに］足の健康を維持するためには足に無理

な締め付けが無く、長さに適度なゆとりのある靴が

必要である。特に成長期の子どもの場合足と靴が適

合していることは成長に不可欠である。そこで現状

のJ　I　S規格と子どもの足の適合を調査した。

［方法］子ども靴のJ　I　S規格と、当会での子ども

の足の計測直、およびF社による3歳児の計測直と

を照合した。またドイツの子ども靴の規格である

WMSと日本のJ　I　Sとを比較しそれぞれの規格の

問題点を考察した。なおWMSは子どもの足の健康

を守るためにrドイツ靴研究所」によって設定され

た規格である。

［結果］足囲の伸び率は足長によって相違するのに

J　I　S規格はすべて等差である。特に3歳児の足長

に相当する15．5センチ以下のJ　I　S規格の足囲

の数値は3歳児以上のデータを等差級的に延長した

ものである。これはJ　I　S規格制定にあたって3歳

児未満の足の計測は実施されなかったためである。

3歳児末満の幼児の足の計測は困難であるが、その

性格上計測を割愛すぺきものでは無い。J　I　S規格

と測定値はあきらかにずれが生じる。
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VIl－27

小児の足底アーチの発達と靴の調査

　　　　一第3報一

埼玉県立小児医療センター整形外科

○佐藤雅人（さとうまさと）、

　佐藤栄作、下枝恭子、梅村元子

　私たちは第9、10回本学会において3歳児、4歳

児のアーチ形成の程度と靴との関連について報告し

てきた。今回も同じ園児の1年後の調査を行ったの

で、3回の調査結果から幼児期の成長過程における

アーチ形成について報告する。

［対象及び方法］対象は某幼稚園の5歳3カ月から6

歳1カ月の園児40名、男児18名、女児22名である。

これらに対して前回と同様に身体の成長やピドスコ

ープによる足底写真から足底面積に対するアーチ面

積の比を調べた。またそのときはいている靴もチェ

ックした。

［結果及び考察］園児の身長は男児平均112．3cm、

女児平均110．日cmで昨年と比べ平均6cm前後伸びてお

り、体重は男児平均20．39kg、女児平均19．56kgで平

均3kg弱増加しており、正常な成長を示していた・

足底面積に対するアーチ面積の比は男児平均26，04冤、

女児25．55％で前年度と大きな変化はなかった。ほと

んどの児童は3歳までにアーチはできて、4歳や5

歳になって遅れてアーチができる例は今回の一連の

調査では見られなかった。したがって、アーチはほ

ぼ3歳までに完成し、その後はピドスコープ上は変

化しないと思われる結果であった。しかし、アーチ

のできない児童も存在しており、過去2回の調査で

アーチの形成が不良な4名の児童は今回も同様であ

った。その原因は多因子が考えられ、靴だけに求め

ることはできないと思われた。
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　　　　　　　公開講演一入場無料一

　　　　　9月27日（土）13＝00～

　　　　　　　　　　　　（学会閉会挨拶の後）

「靴と外反母趾」聖テレジア病院副院長加藤　　正
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日本靴医学会機関誌「靴の医学」投稿規定

L投稿は日本靴医学会会員に限る。但し、　a，雑誌の場合：著者名（姓名共）：標題、

　本学会から依頼したものはこの限りで　　　雑誌名、巻：最初と最後の頁、西暦発

　はない。　　　　　　　　　　　　　　　　行年。

a学術集会で発表した講演内容を論文形　　（例）石橋渉ら：外反母趾の症状、日整会

　式として学会開催日に提出することを　　　誌、57：345～362、1983．

　原則とし七、本誌に掲載されたものは　　（例）Johnson，EJ．et　aL：Treatment　of

　原著とみなす。　　　　　　　　　　　　　　painful　neuroma　in　the　foot．，」

3，原稿は400字詰原稿用紙に横書きとし、　　　飾ne　Jo丘nt　Surg．，63－B：1234～12

　新仮名使いを用い、その外は日本整形　　　　37，1988．

　外科学会雑誌に準ずるものとする。文　　b．単行本の場合：著者名（編集者名）：

　章は10枚以内、図表は合わせて10個以　　　標題、版数、引用した部分の最初と最

　内とする。なお製本時の印刷枚数は5　　　後の頁、発行所、所在地、西暦出版年

　枚以内とする。　　　　　　　　（例）足立進：皮革靴の工学、第一版、

4，原稿表紙には演題名、所属、氏名（主　　　30～45、金原出版、東京、198”．

　著書にはフリガナを付す）を明記し、　　（例）Crenshaw，κH．；Campbelrs　Oper－

　5個以内の和文のキーワードおよび英　　　　ative　Orthopaedic鼠4th　ed．，1085

文のKey－wordをつける。表紙の下に連　　　　～1096，C．V．瓢osby，St．めuis，1963．

絡先の住所を記入する。　　　　　　　9．著しく投稿規定を逸脱したものは事務

5．欧文または数字はタイプライター（ワ　　　局から返却し、形式が整った時点で受

　一プロ）を使用するかブロック体で記　　　け付ける。

載する。　　　　　　　　　　　　　　10．投稿原稿の掲載については編集にあた

6．数量単位はm、cm、㎜、建、観、g、　　　る理事の承認を必要とする。編集にあ

　㎎、ng、℃、等で表わし、図1、図2、　　　たって著者に修正を求めることがある。

表1、表2の用例に従い簡単な説明を　lL初校は著者が行う。

加える。　　　　　　　　　　　　　　12．掲載料は規定頁数以内は無料とするが、

7．図表、写真はそのまま印刷できるよう

　にむだな部分をトリミングし、明瞭な

　ものとする。コンピューター画像は製

　図して提出する。骨格のX線写真は骨

　を白く表現し縮小写真とする。

8．文献は、本文中に引用したもののみと

　し、引用の箇所に肩番号を入れる。

超過文御詫び着色印刷などについては

実費負担とする。
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日本靴医学会学術集会会長および開催地

第1回（1987）鈴木　良平（長崎大学整形外科）

第2回（1988）石塚　、忠雄（城南病院）

第3回（1989）中嶋寛之（東京大学教養学部）

第4回（1990）桜井　　実（東北大学整形外科）

第5回（1991）島津　　晃・・城戸正博（大阪市大整形外科）

第6回（1992）加倉井周一（東京大学リハビリーテーション部）

第7回（1993）佐野　精司（日本大学整形外科）

第8回（1994）石井　清一（札幌医科大学整形外科）

第9回（1995）松崎　昭夫（福岡大学筑紫病院整形外科）

第10回（1996）荻原ヨ輝（荻原みさき病院）

　　　　田村　　清（神戸市立中央市民病院）

東京

頼

鯨
仙台

大阪

鯨
東京

札幌

福岡

神戸

日本靴医学会事務局

〒153東京都目黒区下目黒3－19－8城南病院内

TEL　O3－3711－5436　FAXO3－3715－5613
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第12回日本靴医学会学術集会

会　期：平成10年9月 18日（金），19日（土）

会場：名古屋市中小企業振興会館

　　　〒464愛知県名古屋市千種区吹上2－6－3

　　　TE　L：052－735－2111（代）

会長；小林一敏（中京大学体育学部教授）

　　　横江清司（駅スポーツ医・科学研究所部長）

《連絡先》

籔スポーツ医・科学研究所

〒470－22愛知県知多郡阿久比町卯坂浅間裏49一一2

TEL；0569－48－7383

FAX：0569－48－0183
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