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研究成果の概要（和文）：研究の目的は、研究者らが開発したフットケアプログラムの妥当性ならびに効果の再現性を
確認することである。地域のデイサービスや健康づくりに携わるスタッフが各自の施設を利用している高齢者にフット
ケアを指導した。そして、フットケア前後の変化を比較することにより効果を検討した。その結果、フットケア後は足
部の実態が改善し、立位バランスや歩行能力が向上した。また、フットケア方法を習得するプロセスは先行研究と類似
していることを確認した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of a study is to confirm reproducibility of effect and validity of 
The Foot Care Program that authors have developed. The staff engaged in elderly person care and health 
promotion instructed foot care to elderly person. And we examined effect of foot care by comparing change 
before and after the foot care. As a result, state of foot and standing position balance and walking 
ability was improved after foot care.We confirmed that the process that an elderly person learned a 
method of the foot care was similar to the result of the precedent study.

研究分野： 看護学
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１．研究開始当初の背景 

アメリカやドイツでは、糖尿病をはじめ

様々な要因で生じる足部の問題に対し、

Podiatrist（足治療士）や医療フットケア師

がメディカルフットケアを施している１）。ま

た、フィンランドでは、専門教育を受けたフ

ットケアワーカーが美容サービスの一環とし

てケアを提供している１）。糖尿病の罹患率が

高く、靴社会であるこれらの国の人々は、医

療や美容と同様に日常的にフットケアを受け

ている。一方、わが国におけるフットケアは、

入院中の患者に必要時に提供される非日常的

ケアであり、海外と日本のフットケアに対す

る意識や位置づけは大幅に異なる。フットケ

アに関する研究は、海外、日本ともに糖尿病

足病変に関するものが多いが、日本では入院

患者に対する睡眠、疼痛緩和、リラクゼーシ

ョン２）－４）等、精神的側面への効果を検証す

る研究も多い。近年、フィンランドでフット

ケアを学んだ宮川氏は、フットケアが介護予

防につながるという新たな仮説を提唱し５）、

注目されている。しかしながら、フットケア

の技術や方法論が先行し、実際の介入と介護

予防への効果を検証した報告はない。我々は、

2004 年に介護予防が必要な要支援、要介護 1

（介護保険改正前の名称）の在宅後期高齢者

の足部の形態・機能の実態、転倒経験、立位

バランス機能を調査した。そして、足部の実

態と転倒経験、立位バランス機能との関連性

を分析し、対象のフットケアニーズを検討し

た６）。その結果、対象の 90％が足部に問題を

抱えている、足の形や皮膚の異常、足底部の

感覚機能の低下等の足部の形態・機能の問題

が転倒や立位バランス機能に影響している、

対象がフットケアニーズの高い集団であると

いう 3つの結果を得た。この研究の継続とし

て、平成 20 年度～22 年度に科学研究費補助

金（挑戦萌芽研究）を獲得し、上述したフッ

トケアプログラムの開発に向かっている。現

在、6 つの内容で構成したフットケアが介護

予防に有効であることを検証し７）、更には、

対象自身によるセルフケア方法習得のプロセ

スおよびプロセスにそった介入方法、介入実

施者に対する教育・研修内容を導き出した

8)-10)。 

 

２．研究の目的 

本研究は、平成 20 年度～22 年度の科学研

究費補助金（挑戦萌芽研究）により開発した

在宅高齢者の介護予防に向けたフットケアプ

ログラムの妥当性ならびに効果の再現性を確

認することを目的とした。また、その結果か

らプログラムの再検討および修正を行い、プ

ログラム提唱のための教材ならびに DVD を作

成することを目指すものである。 

 

３．研究の方法 

本研究では、開発したフットケアプログラ

ムの実施および評価、提唱に向け、以下の手

順で研究を遂行した。 

（１）フットケアプログラムの実施にあたり、

介護予防事業所におけるプログラムの実施

者に対し、必要な知識や技術に関する教

育・研修を実施する。 

（２）研究者の立会いの下、実施者がフット

ケアを指導し、高齢者がケア方法を習得す

るプロセスを記録する。また、ケアによる

効果を検証し、プログラムの妥当性ならび

に効果の再現性を確認する。 

上記（１）（２）の結果からフットケアプ

ログラムの再検討および修正を行い、フッ

トケアの教材および DVD の作成を目指す。 
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４．研究成果 

（１）フットケア研修 

 地域の健康づくりに関する情報交換会にお

いて、フットケアの講演を行った際、研究に

ついての説明と参加募集を行った。参加の申

し出については、講演資料に研究者の連絡先

を記載し、講演終了以降にメールまたは電話

で受け付けることとした。その結果 6法人 13

施設から参加の申し込みがあった。しかしな

がら、研究のマンパワーとスケジュールの関

係で、参加施設は 3施設とした。フットケア

に関する知識や技術に関する研修については、

参加を希望した全施設を受講対象とし、案内

を行った。研修の参加者は 6法人 42 名であっ

た。研修は、研究者が作成したフットケアテ

キストに基づき、90 分の講義を 2回と技術演

習を 1回実施した。研究参加施設に対しては、

施設を利用する高齢者に研究の説明および募

集を依頼し、介入対象となる高齢者の選定お

よび日程調整等、研究実施に向けて調整を行

った。 

 

（２）フットケアプログラムの実施 

 フットケアの介入は、研究者らが先行研究

において開発したプログラムに基づき、施設

スタッフである介入実施者が高齢者への指導

をおこなった。フットケアは週 1回 6週間実

施した。フットケア実施前と期間終了後に足

部の実態と立位バランス・歩行能力を測定し、

フットケア前後の変化をみた。 

①研究対象の結果 

介入の対象となる高齢者は平均年齢 77.7

±7.8 歳で男性 4 名、女性 13 名の計 17 名で

あり、3 名は要支援 1 の認定を受けていた。

足部の主観的評価は「冷え」「足がつる」等の

循環に関連する項目が、皮膚の状態では胼胝
た こ

や角質化、皮膚剥離が消失した者がいた。足

底部の触圧覚は全測定部位で有意に閾値が低

下した（p＜0. 01）。皮膚表面温度は両足とも

有意に低下がみられたが（p＜0.05）、低下は

１施設の対象 7名のみであり、他の施設の対

象は上昇したという結果であった。立位能力

では開眼片足立ちの実施時間と FRT 注１の

Start-end Point 注２が有意に延長した（p＜

0.01）。歩行能力では 10m 最大速歩行と TUG-T

注３の実施時間は有意に短縮した（p＜0.01）。

さらに、足趾間把持力は両足とも有意に向上

した（p＜0.01）。以上の結果から、フットケ

アプログラムに基づいた介入は、先行研究同

様に効果が得られたことから、介入内容に関

する妥当性および再現性が確認できた。 

②分析対象から除外した高齢者の結果 

 介入対象の高齢者の選定基準は介護認定に

おいて自立あるいは要支援であった。しかし

ながら、研究に応募した高齢者のうち 3名は

要介護 2の認定を受けており、評価指標の一

部である立位バランスや歩行能力の測定は危

険であると判断した。そのためフットケアに

は他の対象者とともに参加してもらったが、

研究の分析対象から除外した。ただし、この

ような介護度の高齢者がフットケアを実施で

きるのかの状況把握に加え、①と同様の効果

が得られるのかについて確認することは重要

である。したがって、副次的なデータとして

足部の実態の変化とフットケア前後の記述統

計による変化の比較を行った。3 名の高齢者

は要介護 2の認定をうけている男性 1名、女

性 2 名の計 3 名であった。年齢は 90 代が 2

名、80 代が 1名であり、90 代女性の 1名は歩

行時にシルバーカーを使用していた。足部の

主観的評価では、「冷え」を自覚していた 2

名や「ほてり」を自覚していた 1名、「むくみ」
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を自覚していた 2名の全員がケア期間終了後

に変調が消失したと回答した。足部の皮膚の

状態では、ケア前は全員に角質化が見られた

が、ケア期間終了後には 3名とも消失してい

た。触圧覚は、個人差はあるものの 3名とも

閾値が低下していた。末梢血流量も 3名とも

に増加がみられた。足趾間把持力も 3名全員

が両足ともに向上した。以上の結果から、要

介護 2の高齢者も指導によりフットケアが実

施可能であることやケアにより効果が得られ

ることが確認できた。 

 

（３）フットケア方法習得のプロセス 

 3 施設において介入を実施するスタッフは

2 名ずつおり、研究者の立会いの下、それぞ

れの施設において高齢者にフットケアの指導

を行ってもらった。介入期間は週 1回 6週間

であり、1回あたりの所要時間は 30 分から 1

時間であった。この介入場面の会話を録音し、

逐語録を作成した。逐語録を繰り返し精読し

た結果、フットケア方法習得のプロセスは先

行研究において導き出したものと類似するも

のであった。現在、テキストマイニングシス

テムにて、分析を行っているところである。

今後は、分析結果を先行研究の結果と照合・

追加・修正し、フットケアの指導用テキスト

の作成を行い、フットケアの手法についての

DVD を作成し、提唱していく予定である。 

 

注１ FRT（Functional Reach Test）：バランス能力

を測定するテスト。起立し片手を前に伸ばした状

態（Start point）から、足を動かしたり支えを握

ったりすることなく前傾しながらできるだけ遠く

まで片方の腕を伸ばす（End-point） 

注２ Start-end Point：Functional Reach Test に

おいて Start point から End point の移動距離を

測定したもの 

注３ TUG-T（Timed Up & Go Test）：歩行能力を測

定するテスト。椅子に座った状態から「スタート」

の掛け声で立ち上がり、3m 先の目印で折り返し再

び椅子に座るまでの時間を測定する。 
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