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講 師 講義⽇数・時間
■整形外科医 塩之⾕ ⾹  ４⽇ 常任講師 プライマリープログラム ⽇程 コマ数
■ドイツ整形外科靴マイスター ベーレ ルッツ  ４⽇＋フォローアップ 塩之⾕ ⾹ 下肢の形態と構造 II/⼩児の⾝体と発達I,⾜部の成⻑I,歩⾏と運動 I 4⽉23⽇(⽇)３限⽬ ４⽇
■マスターシューアドバイザー 伊藤 笑⼦  ７⽇＋フォローアップ 総合的な観察と分析 4⽉23⽇(⽇)４限⽬ 90分×５コマ
■ゲスト講師 松⽥ 隆／多和⽥ 忍／北 純  各１⽇ 先天性疾患と⾜部変形 7⽉17⽇(⽉)３限⽬
■ランチョンセミナー ベーレ 操／⼤⾕知⼦／他  各１⽇ ⼩児の⽪膚と⽖ 11⽉3⽇(⾦)４限⽬

靴による⾜部変形と障害 11⽉3⽇(⾦)４限⽬
靴医学とエビデンス 7⽉17⽇(⽉)４限⽬

時間 講義内容 実技 時間 講義内容 実技 医療現場における総合的判断 2⽉10⽇(⼟)３限⽬ 60分×１コマ
受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30
     10:00-10:40 １限   9:30-11:00 採型・採⼨技術 I/ 初期分析と観察 I 演習 ベーレ ルッツ 下肢の形態と構造 I 4⽉23⽇(⽇)２限⽬ ５⽇
１限 10:40-12:10 ２限 11:10-12:40 関節とアーチ機能/⾜部チェック⼿技 演習 総合的な観察と分析 4⽉23⽇(⽇)４限⽬ 90分×７コマ
休憩 12:10-13:10 休憩 12:40-13:40 採型・採⼨技術 I,初期分析と観察 I [演習] 4⽉24⽇(⽉)１限⽬
２限 13:10-14:40 ３限 13:40-15:10 関節とアーチ機能,⾜部チェック⼿技 [演習] 4⽉24⽇(⽉)２限⽬
３限 14:50-16:20 ４限 15:20-16:50 採型・採⼨技術 II/初期分析と観察 II モデル演習 先天性疾患と⾜部変形 7⽉18⽇(⽕)１限⽬
４限 16:30-18:00 総合的な観察と分析 全講師演習 総括 16:50-17:50 様々な疾患による⾜部変形と歩⾏ [演習] 7⽉18⽇(⽕)２限⽬
総括 18:00-18:30 ⽚付/退出 18:30 総合的な観察と分析/総合的な歩⾏の観察 [演習] 11⽉3⽇(⾦)１限⽬

退出 18:30 ⾮医療現場における総合的判断 2⽉10⽇(⼟)１限⽬ 60分×１コマ
受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30 [フォローアップ] 9⽉17⽇(⽇)
１限 10:00-11:30 １限   9:30-11:00
２限 11:40-13:10 ２限 11:10-12:40 様々な疾患による⾜部変形と歩⾏ 演習 伊藤 笑⼦ ⼩児靴学とは,⼩児靴学の⽬的と意義/⼩児靴の役割・構造・分類 4⽉23⽇(⽇)１限⽬ ７⽇
休憩 13:10-14:10 休憩 12:40-13:40 総合的な観察と分析 4⽉23⽇(⽇)４限⽬ 90分×１６コマ
３限 14:10-15:40 ３限 13:40-15:10 計測ツールと⽅法,採型・採⼨技術 II,初期分析と観察 II 4⽉24⽇(⽉)３限⽬
４限 15:50-17:20 ４限 15:20-16:50 ⼩児の年代による靴の選択と適合 演習 採型・採⼨技術 II,初期分析と観察 II [モデル演習] 4⽉24⽇(⽉)４限⽬
総括 17:30-18:00 総括 16:50-17:30 ⼩児の⾝体と発達 II,⼩児の⾜部の成⻑ II 7⽉17⽇(⽉)１限⽬

退出 18:30 ⽚付/退出 18:30 ⼩児の歩⾏と運動 II 7⽉17⽇(⽉)２限⽬
⼩児の歩⾏の発達と靴の機能 7⽉17⽇(⽉)３限⽬

9:30- 9:50 ⼩児の年代による靴の選択と適合 7⽉18⽇(⽕)４限⽬
10:00-10:50 ⽴位と歩⾏, ⼩児の歩⾏の観察 I 11⽉2⽇(⽊)１限⽬
11:00-12:10 ⼩児の⾜部形態による靴の選択と適合 11⽉2⽇(⽊)２限⽬
12:20-13:10 靴の⽊型、機能による選択と歩⾏チェック [モデル演習] 11⽉2⽇(⽊)３限⽬
13:20-14:50 補講・追講2 ベーレルッツ「⼩児の⾜部変形・可動域チェック法 -距⾻下関節-・他」 総合的な靴の機能と評価 11⽉2⽇(⽊)４限⽬
15:00-15:50 シューカウンセリングのフロー,主訴.ヒアリング.問題の整理.検討.提案 2⽉9⽇(⾦)１限⽬
16:00-17:45 ⾜部の評価とシューフィッテング [モデル演習] 2⽉9⽇(⾦)２限⽬
18:00-21:00 ⾜部と歩⾏に問題がみられるケースの検討 2⽉9⽇(⾦)３限⽬

受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30 様々な観点からの対応と靴の適合・評価 [モデル演習] 2⽉10⽇(⼟)４限⽬
１限 10:00-11:30 １限   9:30-11:00 ⾮医療現場における総合的判断/⼩児靴学的⾒地の標準化とガイドライン 2⽉10⽇(⼟)２限⽬ 60分×１コマ
２限 11:40-13:10 ２限 11:10-12:40 [フォローアップ] 9⽉17⽇(⽇)
休憩 13:10-14:10 休憩 12:40-14:10
３限 14:10-15:40 靴の⽊型、機能による選択と歩⾏チェック モデル演習 ３限 14:20-15:50 ゲスト講師 特別講演／ランチョンセミナー／プレゼンテーション ⽇程 コマ数
４限 15:50-17:20 ４限 16:00-17:30 総合的な観察と分析/総合的な歩⾏の観察 演習 松⽥  隆 [特別講演]⼩児科医 11⽉3⽇(⾦)２限⽬ 90分×１コマ
総括 17:30-18:00 総括 17:30-18:00 多和⽥ 忍 [特別講演]整形外科医 11⽉3⽇(⾦)３限⽬ 90分×１コマ

18:00-19:30 ⽚付/退出 18:30   北 純 [特別講演]整形外科医 9⽉17⽇(⽇)２限⽬ 60分×１コマ

ベーレ 操 [ランチョンセミナー]  4⽉23⽇(⽇)お昼休憩 45分×１コマ
⼤⾕ 知⼦ [ランチョンセミナー] 7⽉17⽇(⽉)お昼休憩 45分×１コマ
塩之⾕ ⾹ [ランチョンセミナー]  9⽉17⽇(⽇)お昼休憩 50分×１コマ

特別講演タイトル
松⽥  隆 [特別講演/⼩児科] ⼩児科医が提唱する⼦どもの健やかな成⻑発達を促す取り組みー⼟踏まずの形成からみた⾜元からの健康づくりー
多和⽥ 忍 [特別講演/⼩児整形] 発達障害・ダウン症・各種運動障害を持つこどもたちの、運動発達・姿勢・歩⾏の特徴

受付  9:45- 10:00 受付   9:00-  9:15 北   純   [特別招聘講演] ⼩児の⾜と靴
１限 10:00-11:30 １限   9:20-10:20
２限 11:40-13:10 ⾜部の評価とシューフィッテング モデル演習 ２限 10:30-11:30 ランチョンセミナー・プレゼンテーション
休憩 13:10-14:10 ３限 11:40-12:40
３限 14:10-15:40 ⾜部と歩⾏に問題がみられるケースの検討 休憩 12:40-13:30 ⼤⾕ 知⼦ [ランチョンセミナー] 私が⼦供靴の本を書いた訳II
４限 15:50-17:20 様々な観点からの対応と靴の適合・評価 モデル演習 13:35-14:15 塩之⾕ ⾹ [ランチョンセミナー] ⾜趾の⽪膚と⽖のトラブル -⼩児から成⼈まで-
総括 17:20-18:00 14:20-17:30

18:00-21:00 17:30-18:00
18:00-21:00

プライマリー ⽇ 程 １⽇⽬ ２⽇⽬

⽇独⼩児靴学研究会
2017年度

⼩児靴学【プライマリー】
2018.1.25更新

プライマリープログラム⼀覧担当コマ
 90分× ４／60分×１
 90分× ６／60分×１／FU１⽇
 90分×１５／60分×１／FU１⽇
 90分× ２／60分×１
 45分×

基礎１ 2017年
4 ⽉

23⽇(⽇)
24⽇(⽉)

京 都

ハートピア京都 3F 視聴覚室 ハートピア京都 4F 第4,第5会議室
オリエンテーション・⾃⼰紹介
下肢の形態と構造 I
[ランチョンセミナー]ドイツ⼩児靴教育⽂化III ベーレ操                   4F 第5会議室
下肢の形態と構造 II/⼩児の⾝体と発達I,⾜部の成⻑I,歩⾏と運動 I 計測ツールと⽅法/採型・採⼨技術 II/初期分析と観察 II
⼩児靴学とは,⼩児靴学の⽬的と意義/⼩児靴の役割・構造・分類 

質疑応答・ディスカッション
18:30〜懇親会

全体アセスメント

ハートピア京都 4F 第4,第5会議室

質疑応答・ディスカッション 全体アセスメント
19:00〜懇親会

先天性疾患と⾜部変形

⼩児の歩⾏の発達と靴の機能

基礎２ ７ ⽉
17⽇(⽉/祝)

18⽇(⽕)
京 都

靴医学とエビデンス「外反⺟趾AtoZ」

⼩児の⾝体と発達 II, ⼩児の⾜部の成⻑ II
⼩児の歩⾏と運動 II
[ランチョンセミナー]靴ジャーナリスト ⼤⾕知⼦先⽣
先天性疾患と⾜部変形

ハートピア京都 3F 視聴覚室

[特別講演]⼩児整形外科医 多和⽥ 忍先⽣
靴による⾜部変形と障害
質疑応答・ディスカッション 全体アセスメント

合同研修会
活動報告
懇親会

9 ⽉
17⽇(⽇)

懇親会

メルパルク京都 4F【藤】 6F【貴船】
受付

特別招聘講演 仙台⾚⼗字病院院⻑ 北 純 先⽣「⼩児の⾜と靴」
ランチョン講演 塩之⾕⾹先⽣「⾜趾の⽪膚と⽖のトラブル -⼩児から成⼈まで-」

補講・追講1 伊藤笑⼦「⼩児の歩⾏の発達と靴の機能 -10の課題との照合-・他」

第31回⽇本靴医学会学術集会・奈良⼤会 発表者報告会

11⽉
2⽇(⽊)

3⽇(⾦/祝)
京 都

基礎３

20:00〜懇親会

ハートピア京都 4F 第4,第5会議室
⽴位と歩⾏, ⼩児の歩⾏の観察 I
⼩児の⾜部形態による靴の選択と適合 [特別講演]⼩児科医 松⽥ 隆先⽣

総合的な靴の機能と評価
ハートピア京都 4F 第4,第5会議室

[研究発表ミーティング]

⼩児靴
研修ツアー
（オープン）

11⽉
25⽇(⼟)発〜

12⽉
3⽇(⽇)着
ドイツ

デュッセルドルフ市内とアーヘン観光・クリスマスマーケット散策
整形靴⾜底板メーカーSCHEIN 社訪問・ ⼩児専⾨整形靴マイスターよりミニセミナー・歩⾏分析体験など・⼦供靴店⾒学
ドイツ国⽴整形靴ハノーファー校⾒学・ミニセミナー・整形靴技術＆介護ショップ⾒学 靴カウンセリング指導⾒学・移動中⼦供靴アウトレット店⽴ち寄り
ドイツ障がい者⽣活村訪問・セミナー・理学療法やリハ施設、健常者との混合⽣活村などを⾒学・移動途中⼀般靴店など⽴ち寄り
ドイツ⼀般幼稚園⾒学・計測・PTA＆保育⼠とセッション
国際平和村と幼稚園にてミニセミナー・ 理学療法・運動療法・靴指導⾒学 ・健常障害児混合幼稚園訪問・理学療法室でスタッフからセミナーと相互セッション
シュタイナー幼稚園訪問

修了式 & 合同パーティ

基礎４ 2018年
2⽉

2⽇(⾦)
3⽇(⼟)
京 都

メルパルク京都 メルパルク京都
シューカウンセリングのフロー/主訴.ヒアリング.問題の整理.検討.提案

全体ミーティング ⼀期⽣より活動報告・JAGSS事業計画・ディスカッション

※研修内容、時間等は、進行の都合により変更となる場合があります。 

⾮医療現場での総合的判断
⾮医療現場での総合的判断,⼩児靴学的⾒地の標準化とガイドライン
医療現場における総合的判断
13:00-13:30 ⼀般公開受付
公開プレゼンテーション

質疑応答・ディスカッション 研究発表会
研究発表会リハーサル (任意参加) 休憩・審査

ベーレ 操 [ランチョンセミナー] ドイツ⼩児靴教育⽂化IIIードイツ靴⽂化と靴教育 ⽇

[研究発表ミーティング]


