
学会プログラム

第 1 日　11 月 9 日 ( 土 )　第 1 会場

開会式	  9:00 ～ 9:10

理事長講演	  9:10 ～ 9:30

座長：内田　俊彦（NPOオーソティックスソサエティー）

「靴医学会の現況と未来」
うさみ整形外科　　宇佐見則夫　　　　　　　　　

河田町セミナー 1（教育研修講演）	［これからの靴の新たなコード］ 9:30 ～ 10:30

座長：印南　　淳（足と靴と健康協議会）　　　　	
印南　　健（上尾中央総合病院　整形外科）

「靴が靴になる」ためのコード ( 共有言語、また大系化 )
一般社団法人フット＆ボディバランスアジャストメント機構　　勝見　　茂　　　　　　　　　

歩くための靴をさらに歩きやすくするために
一般社団法人フット＆ボディバランスアジャストメント機構　　佐々木克則　　　　　　　　　

シンポジウム 1	［子どもの足にとってよい靴とは？］ 10:30 ～ 12:10

座長：佐藤　雅人（佐藤整形外科）
SY1-1 こどもの足の特徴

宮城県立こども病院　整形外科　　落合　達宏　ほか　　　　　　
SY1-2 子どもの足の計測

新潟医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科　　阿部　　薫　　　　　　　　　
SY1-3 子ども靴の問題点

塩之谷整形外科　　塩之谷　香　ほか　　　　　　
SY1-4 子どもの足部疾患あるいは病態に対する靴型装具の有用性と問題点

愛知淑徳大学　健康医療科学部　　和田　郁雄　　　　　　　　　
SY1-5 保育・教育現場で行う靴教育

早稲田大学　人間科学学術院　　吉村眞由美　　　　　　　　　

総会	  13:30 ～ 14:00



特別講演	  14:10 ～ 15:10

座長：野口　昌彦（至誠会第二病院　整形外科／足の外科センター	
	 東京女子医科大学　整形外科）	

優しき日本人、ハンデを背負った子供らへ、今我々がなすべきことは！！
一般社団法人こどものための柴基金　　柴　　俊夫　　　　　　　　　

シンポジウム 2	［最新の糖尿病足病変の病態とその対応］ 15:20 ～ 17:00

座長：新城　孝道（メディカルプラザ篠崎駅前西口）
SY2-1 糖尿病神経障害性足病変ー糖尿病神経障害と足病変に関して

かなもり内科　糖尿病内科　　金森　　晃　　　　　　　　　
SY2-2 糖尿病虚血性下肢病変と血管内治療

東京医科大学茨城医療センター　循環器内科　　東谷　迪昭　　　　　　　　　
SY2-3 糖尿病重症下肢虚血と血行再建

江戸川病院血管病センター　　笹嶋　唯博　ほか　　　　　　
SY2-4 糖尿病足　関節・骨疾患ー足の変形（シャルコー関節症を中心に）

東京女子医科大学　整形外科　　丸木　秀行　ほか　　　　　　
SY2-5 糖尿病下肢切断と装具とその限界

荻窪病院　整形外科／足の診断・治療センター　　早稲田明生　　　　　　　　　
SY2-6 糖尿病足病変

国立病院機構　京都医療センター　WHO糖尿病協力センター　　河野　茂夫　　　　　　　　　

第 1 日　11 月 9 日 ( 土 )　第 2 会場

一般演題 1	［開発・基礎関連］ 9:50 ～ 10:30

座長：浦辺　幸夫（広島大学大学院医系科学研究科スポーツリハビリテーション学研究室）
O1-1 インソール型動的フットプリントの開発と有用性

シューズギャラリーコヤナギ	上級シューフィッター　　荻野健太郎　ほか　　　　　　
O1-2 歩行運動の左右差比較と前額および矢状接地角との関連性の検討

新潟医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科　　松本　典子　ほか　　　　　　
O1-3 若年者の荷重による足部形状変化について

文京学院大学　保健医療技術学部　理学療法学科　　佐藤　俊彦　ほか　　　　　　
O1-4 臥床から車いす，車いすから立位・歩行への段階で使用するための靴サイズ

選択基準の推測方法
新潟医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科　　東海林　藍　ほか　　　　　　

O1-5 荷重位の膝関節伸展運動におけるスクリューホームムーブメント解析システ
ムの開発

医療法人社団正清会　　隅田　康明　ほか　　　　　　



主題 1	 ［スポーツ］ 10:35 ～ 11:15

座長：吉村　一朗（福岡大学医学部　整形外科学教室）
T1-1 足部アライメントは、Knee-in に影響するのか？ 

～児童のジャンプ着地時における検討～
宝塚市立病院　医療技術部　リハビリテーション室　　吉岡　弥都　ほか　　　　　　

T1-2 ジャンプ着地時の足関節背屈角度と下肢アライメントの関係 
～小学生スポーツ選手における学年別の傾向～

吉田病院　附属脳血管研究所　リハビリテーション部　　秋山　　純　ほか　　　　　　
T1-3 バランスケアインソールがバスケットボール選手の閉眼片脚立位時間に与え

る影響について
有限会社かんのシューズ　　管野　博久　ほか　　　　　　

T1-4 サッカースパイクにおけるロングアーチパッドが動的バランスに与える影響
地方独立行政法人　芦屋中央病院　リハビリテーション科　　山下　　諒　ほか　　　　　　

T1-5 女子フットサル選手のシューズ選びの実態と下肢障害の関係
羊ケ丘病院　リハビリテーション科　　桜井　晃太　ほか　　　　　　

一般演題 2	［歩行］ 11:20 ～ 12:00

座長：福士　純一（九州医療センター　整形外科）
O2-1 靴選びの前にちゃんと歩く

広島大学大学院　医系科学研究科　スポーツリハビリテーション学研究室　　浦辺　幸夫　ほか　　　　　　
O2-2 新しい評価基準「歩行力」

有限会社	てつじ屋　　上田　哲司　ほか　　　　　　
O2-3 快適な歩行のための靴底素材の検討　第 3 報

株式会社アルカ　　天笠亜衣子　ほか　　　　　　
O2-4 足幅 ･ 足囲の変化が歩行に与える影響について

しょうの整形外科クリニック　　山口　槙介　ほか　　　　　　
O2-5 靴紐の締め方が歩行に与える影響について

一般社団法人フット＆ボディバランスアジャストメント機構　　佐々木克則　ほか　　　　　　

ランチョンセミナー 1	  12:20 ～ 13:20

座長：青木　孝文（国際医療福祉大学　臨床医学研究センター／山王病院　整形外科）

前足部痛の診断と治療 
～靴との係わり～

国際医療福祉大学塩谷病院　整形外科　　須田　康文　　　　　　　　　



一般演題 3	［ハイヒールなど］ 15:20 ～ 16:00

座長：池澤　裕子（公益財団法人ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院　整形外科）
O3-1 ハイヒール装用における床反力計を用いた歩行解析

獨協医科大学埼玉医療センター　　増田　陽子　ほか　　　　　　
O3-2 三次元足型計測によるヒール高別の前足部長・踏まず長・足幅の変化の検討

新潟医療福祉大学　義肢装具自立支援学科　　蓮野　　敢　ほか　　　　　　
O3-3 パンプスを履く女性に対する当店の取り組み

UNLEASH( アンリーシュ .)　　野村　佳南　ほか　　　　　　
O3-4 当院のリハビリテーション科の職員における靴サイズと足長の比較

戸塚共立リハビリテーション病院　リハビリテーション科　　横田　裕樹　ほか　　　　　　
O3-5 大学相当の自衛隊教育機関の学生における短靴を履く際の痛みと足のサイズ

（長さ、ウィズ）の関係
伊勢原協同病院　整形外科　　畔柳　裕二　ほか　　　　　　

一般演題 4	［前足部変形 -手術関連 -］ 16:05 ～ 16:45

座長：嶋　　洋明（大阪医科大学　整形外科）
O4-1 関節リウマチの重度前足部変形に対する手術成績

大阪医科大学付属病院　整形外科　　中村　　玄　ほか　　　　　　
O4-2 外反母趾に対する回旋差し込み中足骨骨切り術の片側手術と一期的両側手術

の比較検討
市立東大阪医療センター　整形外科　　中本　佑輔　ほか　　　　　　

O4-3 外反母趾に合併した外側趾 MTP 関節脱臼に対する中足骨短縮骨切り術の治
療成績

愛媛大学医学部　整形外科　　渡邊　誠治　　　　　　　　　
O4-4 外反母趾単独と屈趾症を複合した矯正手術における創傷治癒期間の比較

医療法人社団悠仁会　羊ケ丘病院　　畠山　　綾　ほか　　　　　　
O4-5 外反母趾術後に靴型装具を用いたクリニカルパスの検討

福岡歯科大学　総合医学講座　整形外科学分野　　加島　伸浩　ほか　　　　　　

主題 2	 ［強剛母趾・外反母趾］ 16:50 ～ 17:30

座長：谷口　　晃（奈良県立医科大学　整形外科）
T2-1 強剛母趾の疫学調査　旧宮川コホート研究より

三重大学　医学部　スポーツ整形外科　　西村　明展　　　　　　　　　
T2-2 強剛母趾の成因に関する一考察

戸塚共立リハビリテーション病院　リハビリテーション科　　東　　佳徳　ほか　　　　　　
T2-3 久米島における外反母趾と履物の関係性

医療法人六人会　ロクト整形外科クリニック　　佐藤　暉佑　ほか　　　　　　
T2-4 シューズのソール形状の違いが外反母趾の歩行時足圧分布におよぼす影響

広島大学大学院　医系科学研究科　　廣田亜梨朱　ほか　　　　　　
T2-5 外反母趾に対する母趾外転筋と内反小趾に対する小趾外転筋への加圧による

角度改善に関する研究
新潟医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科　　阿部　　薫　　　　　　　　　



第 1 日　11 月 9 日 ( 土 )　第 3 会場

ランチョンセミナー 2	  12:20 ～ 13:20

座長：佐藤　雅人（佐藤整形外科）

靴が原因と思われる皮膚・爪トラブル
済生会川口総合病院　皮膚科　　高山かおる　　　　　　　　　

第 1 日　11 月 9 日 ( 土 )　ハンズオンセミナー会場

ハンズオンセミナー	 ［前足部治療アップデート］ 10:30 ～ 11:30

Plantar Plate 修復
荻窪病院　　早稲田明生　　　　　　　　　

PIP 関節固定
聖路加国際病院　　天羽健太郎　　　　　　　　　




