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講 師 担当コマ 講義⽇数・時間
■整形外科医 塩之⾕ ⾹ 90分×６  ４⽇ 540分 常任講師 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 90分×１３  ８⽇ 1170分 塩之⾕ ⾹ [整形外科1] ⼩児の成⻑と発達・基礎解剖学 5⽉5⽇(⽊)３限⽬ ４⽇
■マスターシューアドバイザー 伊藤 笑⼦ 90分×１３  ８⽇ 1260分 [整形外科2/演習] 5⽉5⽇(⽊)４限⽬ 90分×６コマ
■ゲスト講師 吉村眞由美／松⽥ 隆／多和⽥ 忍 90分×３  １⽇ 270分 [整形外科3] 疾患と変形・先天性と後天的要因 8⽉11⽇(⽊)１限⽬
■ランチョンセミナー ベーレ 操／⼤⾕知⼦ 45分×２  ３⽇ 90分 [整形外科4/演習] 8⽉11⽇(⽊)２限⽬

[整形外科5] さまざまな⾜部の疾患 11⽉23⽇(⽔)１限⽬
[整形外科6/演習] 医療現場での総合的判断 2⽉11⽇(⽊)１限⽬

時間 講義内容 実技 時間 講義内容 実技
受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30 ベーレ ルッツ [⾜部解剖1/演習] ⾻・靭帯・筋⾁・関節 5⽉5⽇(⽊)１限⽬ ７⽇

     10:00-10:40 オリエンテーション・⾃⼰紹介 １限   9:30-11:00 [分析評価1/演習]採型採⼨技術と観察・初期分析 [⾜部解剖2] 様々な⾜部変形と観察・分析 8⽉11⽇(⽊)３限⽬ 90分×１１コマ
１限 10:45-12:15 [⾜部解剖1/演習]⾻・靭帯・筋⾁・関節 ２限 11:10-12:40 [分析評価2/演習]採型採⼨技術と観察・分析・評価 モデル [⾜部解剖3/演習] 8⽉11⽇(⽊)４限⽬
休憩 12:15-13:15 [ランチョンセミナー]ドイツ⼩児靴教育⽂化Ⅱ 休憩 12:40-13:40 [分析評価1/演習] 採型採⼨技術と観察・初期分析 5⽉6⽇(⽊)１限⽬
２限 13:15-14:45 [⼩児靴1]⼩児靴の役割・構造・分類・機能・評価 ３限 13:40-15:10 [⼩児靴2]⼩児の⾜型計測・初期分析・観察・チェック [分析評価2/演習] 採型採⼨技術と観察・分析・評価 5⽉6⽇(⽊)２限⽬
３限 14:55-16:25 [整形外科1]⼩児の成⻑と発達・基礎解剖学 ４限 15:20-16:50 [⼩児靴3/演習] モデル [分析評価3] 関節とアーチ機能・⾜部チェック⼿技 8⽉10⽇(⽔)１限⽬
４限 16:35-18:05 [整形外科2/演習] モデル 総括 16:50-17:30 全体アセスメント [分析評価4/演習] 8⽉10⽇(⽔)２限⽬
総括 18:05-18:30 質疑応答・ディスカッション ⽚付/退出 18:30 [⾜部機能1] 様々な問題による⽴位と歩⾏ 11⽉22⽇(⽕)１限⽬

退出 18:30 [⾜部機能2/演習] 11⽉22⽇(⽕)２限⽬
受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30 [⾜部機能3] 代表的⼩児⾜部変形の分析・評価 11⽉23⽇(⽔)４限⽬
１限 10:00-11:30 [分析評価3]関節とアーチ機能・⾜部チェック⼿技 １限   9:30-11:00 [整形外科3]先天性と後天的要因による⾜の変形 [⾜部機能4/演習] ⾮医療現場での総合的判断 2⽉11⽇(⼟)２限⽬
   11:30-11:45 質疑応答・ディスカッション ２限 11:10-12:40 [整形外科4/演習] モデル [フォローアップ] 9⽉22⽇(⽊)３,４限⽬ 90分×２コマ
休憩 12:00-13:00 休憩 12:40-13:40 [ランチョンセミナー]靴ジャーナリスト講演
２限 13:00-14:15 [分析評価4/演習] モデル ３限 13:40-15:10 [⾜部解剖2]様々な⾜部変形と観察・分析 伊藤 笑⼦ [⼩児靴1] ⼩児靴の役割・構造・分類・機能・評価 5⽉5⽇(⽊)２限⽬ ８⽇
３限 14:25-15:55 [⼩児靴4]靴の適合と⼩児の年代別,⾜部形状別選択 ４限 15:20-16:50 [⾜部解剖3/演習] モデル [⼩児靴2] ⼩児の⾜型計測・初期分析・観察・チェック 5⽉6⽇(⾦)３限⽬ 90分×１２コマ
４限 16:05-17:35 [⼩児靴5/演習] モデル 総括 16:50-17:30 全体アセスメント [⼩児靴3/演習] 5⽉6⽇(⾦)４限⽬
総括 17:35-18:00 質疑応答・ディスカッション ⽚付/退出 18:30 [⼩児靴4] 靴の適合と⼩児の年代別,⾜部形状別選択 8⽉10⽇(⽔)３限⽬
   18:00-18:30 ドイツ研修ツアーのプレゼン [⼩児靴5/演習] 8⽉10⽇(⽔)４限⽬

退出 18:30 [⼩児靴6] 靴の適合と⽊型,性能別選択と歩⾏チェック 11⽉22⽇(⽕)３限⽬
受付  9:45- 10:00 [⼩児靴7/演習] 11⽉23⽇(⽔)４限⽬
１限 10:00-11:30 [⼩児靴8]様々な観点からの対応と靴の適合評価 2⽉10⽇(⾦)５限⽬
２限 11:40-13:10 [⼩児靴9] ⾮医療現場での総合的判断 2⽉11⽇(⼟)３限⽬
休憩 13:10-14:10 [プレゼンテーション]ドイツ研修に向けて〜研修説明会 [カウンセリング1] 主訴・問題点の整理・検討・提案 2⽉10⽇(⾦)１限⽬
３限 14:10-15:40 [カウンセリング2/演習] 2⽉10⽇(⾦)２限⽬
４限 15:50-17:20 [カウンセリング3/]⾜部,歩⾏に問題のあるケースの検討 2⽉10⽇(⾦)３限⽬
⽚付/退出 18:00 [カウンセリング4/演習] 2⽉10⽇(⾦)４限⽬

受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30 [フォローアップ] 9⽉22⽇(⽊)１,２限⽬ 90分×２コマ
１限 10:00-11:30 [⾜部機能1]様々な問題による⽴位と歩⾏ １限   9:30-11:00 [整形外科5]⾜部の疾患 モデル
   11:30-11:50 質疑応答・ディスカッション ２限 11:10-12:40 [特別講演/⼩児科]松⽥ 隆 特別講演／ランチョンセミナー・プレゼンテーション
休憩 12:00-13:00 休憩 12:40-14:10 [ランチョン特別講演/⼩児整形]多和⽥ 忍 松⽥ 隆 [特別講演/⼩児科]⼩児科医 11⽉23⽇(⽔)２限⽬ 90分×１コマ
２限 13:10-14:40 [⾜部機能2/演習] モデル ３限 14:20-15:50 [⾜部機能3]代表的⼩児⾜部変形の分析・評価 モデル 多和⽥ 忍 [特別講演/⼩児整形]整形外科医 11⽉23⽇(⽔)ランチ 90分×１コマ
３限 14:50-16:20 [⼩児靴6]靴の適合と⽊型,性能別選択と歩⾏チェック ４限 16:00-17:30 [⼩児靴7/演習] モデル 吉村 眞由美 [特別講演/靴教育]靴教育学者 11⽉22⽇(⽕)４限⽬ 90分×１コマ
４限 16:30-18:00 [特別講演/靴教育]吉村眞由美 総括 17:30-18:00 全体アセスメント ベーレ 操 [ランチョンセミナー]  5⽉5⽇(⽊)ランチ 45分×１コマ
総括 18:00-18:20 質疑応答・ディスカッション ⽚付/退出 18:30 ⼤⾕ 知⼦ [ランチョンセミナー] 8⽉11⽇(⽊)ランチ 45分×１コマ

退出 18:30 ベーレ 操 [プレゼンテーション] 9⽉22⽇(⽊)ランチ 45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 [ランチョン特別講演/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
吉村 眞由美  [特別講演/靴教育] ⼦どものための靴教育・シューエデュケーション® 教育現場での現状と課題

受付  9:45- 10:00 受付   9:15-  9:30 ランチョンセミナー・プレゼンテーション
１限 10:00-11:00 [カウンセリング1]主訴・問題点の整理・検討・提案 １限   9:30-10:30
２限 11:10-12:10 [カウンセリング2/演習] モデル ２限 10:40-11:40
休憩 12:10-13:10 ３限 11:50-12:50 ⼤⾕ 知⼦ [ランチョンセミナー] 私が⼦ども靴の本を書いた訳

３限 13:10-14:40 [カウンセリング3/]⾜部,歩⾏に問題のあるケースの検討 ベーレ 操 [プレゼンテーション] ドイツ研修に向けて〜研修説明会

４限 14:50-16:20 [カウンセリング4/演習] モデル 13:45-14:15
５限 16:20-17:50 [⼩児靴8]様々な観点からの対応と靴の適合評価・総復習  14:15-17:30 ※スケジュールの⾚□枠（5⽉5⽇・8⽉11⽇・11⽉23⽇・翌2⽉11⽇）が、単⽇コースです。
総括 17:50-18:20 質疑応答・ディスカッション 17:30-18:00 ※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。 

退出 18:30 18:00-20:00
20:00-21:00

プライマリープログラム⼀覧

ベーレ 操 [ランチョンセミナー] ドイツ⼩児靴教育⽂化Ⅱ〜⾜靴を囲む職業連携とその歴史と最新独事情・保険制度の変遷を検証しながら

                   ⼩児⾜靴教育事情の変遷を紐解く

外苑前アイランドスタジオ

11⽉27⽇ ブレーメン観光／クリスマスマーケット散策／世界遺産の市庁舎でランチ
11⽉28⽇ 国際平和村と幼稚園⾒学とミニセミナー（理学療法・運動療法・靴指導など⾒学）
11⽉29⽇ 障がい者⽣活村訪問とセミナー／ドイツ幼稚園⾒学／デュッセルドルフ靴店訪問（購⼊⾃由）
11⽉30⽇ 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セミナー）／ドイツ幼稚園⾒学
12⽉1⽇ ドイツ国⽴整形靴ハノーファー校⾒学（医療フットケア部⾨も合わせて⾒学）／整形靴技術＆介護ショップ シービング社⾒学
12⽉2⽇ ドイツ国⽴整形靴ハノーファー校⾒学（学校部⾨理事⻑のセミナー）

外苑前アイランドスタジオ

休憩：各⾃別会場で／会場移動：４Ｆ第１特別講習室

休憩：各⾃別会場で／会場移動：５Ｆ第２講習室

19:00〜懇親会

19:00〜懇親会
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10⽇(⾦)
11⽇(⼟)

基礎３

11⽉
22⽇(⽕)
23⽇(⽔)

東 京

9 ⽉
22⽇(⽊)

京 都

[プレゼンテーション］⼦どもの⾜と靴の専⾨者として必要な知識とは
[アセスメント] 研究発表会 公開セッション1,2,3
休憩/審査/レセプション準備

ドイツ
セミナー

（希望者）

11⽉26⽇(⼟)
〜

12⽉4⽇(⽇)

きゅりあん：６Ｆ⼩会議室／託児３Ｆ保育室／６Ｆ⼩会議室終⽇ きゅりあん：５Ｆ第２講習室／託児３Ｆ保育室／６Ｆ⼩会議室終⽇

[⾜部機能4]⾮医療現場での総合的判断 ベーレ・ルッツ
[⼩児靴9]⾮医療現場での総合的判断 伊藤 笑⼦
[整形外科6]医療現場での総合的判断 塩之⾕ ⾹

⽇独⼩児靴学研究会
2016年度⼩児靴学【プライマリー】⽇程

表
基礎１ ：２⽇間１４時間
基礎２ ：２⽇間１４時間

フォローアップ：１⽇７時間
基礎３ ：２⽇間１４時間
基礎４ ：２⽇間１４時間

プライマリー ⽇ 程

基礎１

2016年
5 ⽉

5⽇(⽊)
6⽇(⾦)
東 京

⽚付/退出

12:50-13:40 休憩 ／ 13:15-13:40 ⼀般公開受付

基礎２

8 ⽉
10⽇(⽔)
11⽇(⽊)

東 京

１⽇⽬ ２⽇⽬

きゅりあん：５Ｆ第３講習室／託児６Ｆ⼩会議室

きゅりあん：４Ｆ第２特別講習室／託児６Ｆ⼩会議室

きゅりあん：５Ｆ第３講習室／託児６Ｆ⼩会議室

きゅりあん：５Ｆ第３講習室／託児６Ｆ⼩会議室

19:00〜懇親会

[プライマリー修了式 & レセプションパーティ］


