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要旨：本研究は，開発した下肢がむくみ難いパンプス（開発パンプス）を紹介するととも
に，そのむくみ抑制効果について検証した。方法は，開発パンプスと一般パンプスを交互
に履くクロスオーバーデザインを採用し，かつそれぞれのパンプスが対象者に分からない
ようブラインド化して効果を検証した。なお，下肢のむくみは下肢容積を水置換法によっ
て計測することで判定した。対象とした女子大学生12名両下肢24肢の登校時と下校時の下
肢容積変化量を比較した結果，開発パンプス装着日は－15．4±19．5ml，一般パンプス装
着日は41．7±14．0mlであり，有意差（p＜0．05）が認められ，開発パンプス装着日の下肢
容積の減少が確認された。このことから，開発パンプスの下肢のむくみに対する一定の抑
制効果が確認された。

キーワード：パンプス，足趾把持機能，下肢のむくみ

Abstract: To examine the effectiveness of a previously developed pair of pumps to re-
duce leg swelling, a crossover, single-blind study was conducted, in which the developed
and general pumps were alternately worn, with measures to prevent the distinction be-
tween them. Leg swelling was assessed by calculating the lower limb volume using the
water displacement method. The subjects were 24 legs of 12 female university students.
Comparison of lower limb volumes in the morning and evening revealed a decrease of 15.4
±19.5 mL with the developed pumps, and an increase of 41.7±14.0 mL with the general
pumps, showing a significant difference (p<0.05). The decrease in the lower limb volume
with the developed pumps confirmed their effectiveness in reducing leg swelling.
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Ⅰ．緒 言
靴は，直接地面に接地している足を保護するために，
従来から重要な役割を果たしてきた。ただし現代では，
足を保護して足の機能を補助する機能性よりもファッ
ション性を重視する傾向にある1）。森らの女子大学生
の靴選びに関する調査では，履き心地や歩きやすさと
いった靴本来の機能よりも，デザイン性を重視してい
ることを報告2）している。さらに，ファッション性を
重視した靴を履くことにより，痛みの出現3）や下肢の
むくみの出現4）が報告されている。
婦人用の代表的な靴であるパンプス（図1）は，トッ

プライン（履き口のライン）が足のインステップ（三
の甲：楔状骨～舟状骨の部分）より低いローカット（履
き口の浅い）の靴で，靴紐やファスナーなどの締め具
や留め具を用いない靴の総称5）である。とくに，ヒー
ルの高いパンプスは視覚的に姿勢をよく見せる6）こと
から，フォーマルな履物として職場で履く女性が増加
している7）。ただし，ハイヒールのパンプスは踵部を
挙上するため，足関節が底屈位に強制されて前足部が
圧迫され，外反母趾や下肢のむくみの原因となること
が報告8）されている。
下肢のむくみは，組織内血管網から滲出した水分が

皮下組織から筋組織周辺に貯留した状態であり，腎臓
疾患や末梢循環不全疾患などの疾患に伴うものもある
が，通常の日常生活を営む健常人にも頻繁に発生する9）。
とくに，女性ではむくみの訴えが多く，女性の代表的
な愁訴の一つとなっている10）。下肢のむくみは，長時
間の立位での活動による筋疲労11）や，逆に下腿部筋群
の不活動による筋のポンプ作用の低下によって生じ
る9）。
下肢のむくみを改善する方法には，静水圧を減少さ

せるために下肢を挙上する，下肢を適度に圧迫して貯
留水分の血管網への再還流を促す，下腿部周囲筋の筋

活動を行わせて筋のポンプ作用を促すなどの血流改善
を目的とした方法が提唱されている11）。村田らは，足
趾把持機能を高めるインソールを開発し12，13），そのイ
ンソールを装着した靴を履くことで下肢のむくみを抑
制できることを報告14）している。
そこで本研究は，足趾把持機能を高めるインソール
の理論を応用し，足趾を動かせるよう足趾部分をカッ
トして足先部分の空間を確保し，足趾の把持運動を促
すために中足趾節関節部分をくり抜きスポンジ構造と
したパンプスを紹介するとともに，下肢のむくみ抑制
効果を水置換法により計測した下肢容積変化で検証し
た。

Ⅱ．対象と方法
1．対 象
対象は，Ｋ大学理学療法学科に所属する健常女性12
名で，対象者の年齢はすべて19歳であり，平均体重は
52．6±3．6kg，平均身長は156．2±3．2cmであった。
各対象者には研究の趣旨と内容について説明を行い，
理解を得た上で協力を求めた。また，研究への参加は
自由意志であることを口頭と書面で説明し参加の同意
を得た。なお，本研究は著者の所属大学研究倫理委員
会の承認を得て行った（承認番号16‐38）。

2．パンプスの構造
開発した下肢がむくみ難いパンプス（開発パンプ
ス）は，インソール部分に大きな特徴がある。インソー
ルの本体部分は，合成樹脂発泡体（エチレン・ビニー
ル・アセテート）で形成され，中足趾節関節（趾骨部）
部分にスポンジ材を用いている。構造上の特徴は，足
趾を動かせるよう足趾部分をカットして足先部分の空
間を確保し，足趾の把持運動を促すために，中足趾節
関節部分をくり抜きスポンジ構造とした（図2）。な

図1 一般的なパンプス構造
トップラインが足のインステップより低く，ローカットの
靴で，靴紐やファスナーなどの締め具や留め具を用いない。

図2 開発したパンプスの構造
足趾部分をカットし空間を広く確保するとともに，中足趾
節関節部分のスポンジ構造により足趾を動かしやすくした。
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お，ヒール靴は3㎝未満のローヒール，3㎝～7㎝未
満のミドルヒール，7㎝以上のハイヒールに分類15）さ
れ，本研究では使用頻度の高いヒール高7㎝のパンプ
スを使用した。

3．むくみの測定方法
下肢のむくみは，下肢容積を水置換法によって計測
することとした。測定に用いた容器は，アクリル板で
壁面を構成された長さ300mm×幅150mm×高さ450
mm（すべて内寸）の長方形型水槽（株式会社夏目製
作所製）である。水槽には上端1ヵ所に排水口が取り
付けてあり，水が溢れるとその排水溝から出る仕組み
となっている。測定は，27度程度の水をいっぱいに
張った水槽の中に，対象者の左右の下肢を片足ずつ
ゆっくり入れ，溢れ出た水を10ml 単位で計測できる
メスシリンダーで計測した。なお，水槽の底に対象肢
の足底をしっかりと接地させ，両足の幅を肩幅程度に
開いた静止立位を最終姿勢として，そこまでに溢れ出
た水量を計測した。

4．測定の手順
測定は，2017年5月11日と18日の2日間行った。両

日とも月曜日で，講義の2限目（10：45開始）から5
限目（18：00終了）まで実習系科目がなく，パンプス
を履いたまま過ごせる日を選んだ。対象者には，パン

プスを脱ぐことなく通常と同じように大学で過ごすよ
う指示し，大学内の移動を制限したり積極的に促すこ
とはしなかった。
対象者の下肢容積は，まず登校時の9：00～9：30

の間に測定し，下校時の18：00～18：30の間に再度計
測した。下肢のむくみは，測定した登校時と下校時の
下肢容積の変化量（⊿量）で判定した。本研究では，
対象者を6名ずつの2群に分け，初回の11日は6名に
開発パンプス，残る6名には一般パンプスを履くよう
に指示し，18日に群を入れ替えるクロスオーバーデザ
インを採用した（図3）。なお，開発パンプスと一般
パンプスは図3に示すように同じデザインとし，対象
者に解らないようブラインド化した（図4）。

5．統計学的解析法
統計処理は，登校時の下肢容積，および登校時と下
校時の下肢容積変化量（⊿下肢容積）について，対応
のある t検定を用いて比較した。解析には IBM SPSS
Statistics22を用い，統計学的有意水準は5％とした。

Ⅲ．結 果
登校時の下肢容積（平均±標準誤差）を比較すると，
開発パンプス装着前（3283．3±42．7ml）と一般パン
プス装着前（3267．9±50．3ml）に有意差は認められ
なかった（p＝0．437）（図5）。下校時と登校時の⊿

図3 効果判定の手順

図4 開発パンプス（Ａ）と一般パンプス（Ｂ）の外観
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下肢容積を比較すると，開発パンプス装着日は－15．4
±19．5ml，一般パンプス装着日は41．7±14．0ml であ
り，有意差（p＜0．05）が認められ，開発パンプス装
着日の下肢容積の減少が確認された（図6）。

Ⅳ．考 察
本研究は，開発パンプスと一般パンプスを交互に履
くクロスオーバーデザインを採用し，かつそれぞれの
パンプスが対象者に分からないようブラインド化して，
開発パンプスのむくみ抑制効果を検証した。対象とし
た女子大学生12名の両下肢24肢の下校時と登校時の⊿
下肢容積を比較した結果，開発パンプス装着日の下肢
容積が有意に減少した。このことから，開発パンプス
の下肢のむくみに対する一定の抑制効果が確認された。
李ら16）は，成人女性の下腿部容積の日内変化につい
て，本研究と同様に水置換法によって計測し，午前中
（10～11時）に比べ午後（16～17時）には平均47．1ml
増加したと報告している。本研究における一般パンプ
ス装着日の下肢容積の変化は41．7ml の増加であり，
李らの研究結果と近似していた。また，本研究におけ

る登校時の下肢容積は，開発パンプス装着前（平均
3283．3ml）と一般パンプス装着前（平均3267．9ml）
の差が僅か15．4ml であり，本研究で実施した水置換
法による下腿部容積が正確に測定できたものと推察し
た。
本研究では，開発したパンプスの下肢のむくみに対
する効果について，クロスオーバーデザインを用いて
検討した結果，開発パンプスを履いた日は登校時に比
べ下校時には下肢容積が減少し，一般パンプスを履い
た日と比べて有意に⊿下肢容積が減少した。このこと
から，開発パンプスの下肢のむくみに対する一定の抑
制効果が確認された。このむくみの抑制効果は，足先
部分の広めの空間と中足趾節関節部分のスポンジ構造
により足趾の把持運動が促進され，足趾把持筋群の共
同筋として作用する腓腹筋の活動，および前脛骨筋な
どの下腿筋群が同時収縮17，18）したために，筋のポンプ
作用が賦活された結果と推察される。ただし，そのメ
カニズムについては本研究では明らかにできない。今
後，筋電図学的分析や歩行力学的分析を行い，開発し
たパンプス構造によるむくみの抑制効果が生じるメカ
ニズムについて明らかにする必要がある。
本研究は，株式会社アシックス商事との共同研究と
して実施されたが，共同研究者であるアシックス商事
の社員は，本研究で得られたデータの解析および分析
には一切関わっていない。本研究は，公正かつ適切に
実施され，倫理的および科学的に何ら問題は生じない。
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