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当院におけるフットケアの現状
～フットケアの落とし穴～

一宮市立木曽川市民病院 透析室

○羽土貴之 岡田裕孝 田代真二 光崎千里
飯田純子 田中祝子恵 大山正巳

はじめに
近年、医療現場ではフットケアへの関心が高まって

おり、糖尿病患者および足病変のある患者に対し、
フットケア介入が行われている。当院においても外来
でフットケアを実施している患者は約40名いる。
しかしフットケアを実施していない外来患者・家族

は自身の足への関心や足病変があるのか不明である。
今回、フットケアの介入をしていない外来患者と患者
に付き添って来院した家族に足についてのアンケート
調査を実施した。この結果、足に対するセルフケアの
現状を知ることができた。そこでフットスクリーニン
グが重要であることを改めて認識したので報告する。

はじめに
　近年、医療現場ではフットケアへの関心が高まっ
ており、糖尿病患者および足病変のある患者に対し
フットケアの介入が行われています。当院において
も約40名の患者が外来にてフットケアを受けていま
す。しかしフットケアを実施していない対象に関し
ては、足への関心や足病変があるのか不明です。そ
のため自分自身の足をどれだけ見ているか、セルフ
ケアが行われているのか疑問が生じました。
　今回、フットケアの介入をしていない外来患者と
その家族に対して足に関するアンケート調査を実施
しました。この結果、足に対するセルフケアの現状
を知ることができ、足に問題をかかえている対象が
いることが分かりました。そこでフットスクリーニ
ングが重要であることを改めて認識したので報告し
ます。

倫理的配慮

当院の倫理委員会の承認を得て研究を実施した。
研究の主旨、研究参加の自由と、参加しなくても不利

益をこうむらないこと、臨床で得られた情報は、研究以
外に使用せず、プライバシーの保護を保障するとし患者
と家族へ説明し同意を得た。

倫理的配慮はポスターをご参照ください。

【期間】
平成26年9月1日～平成26年9月30日

【対象】
フットケアを実施していない当院外来患者及び
その家族60名(患者30名・家族30名)

【方法】
足に関する記述式のアンケート調査
（回収率100%）
【分析】
カイ2乗検定

期間・対象・方法

期間・対象・方法　
【期間】

平成26年９月１日から平成26年９月30日
【対象】

フットケアを実施していない当院外来患者と家族
60名（患者30名・家族30名）
【方法】

足に関するアンケート調査を実施しました。
【分析方法】

カイ２乗検定にて分析を行いました。
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アンケート内容
（患者用・家族用）

年齢 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70代 □80代

性別 □男性 □女性

1.あなたはどんな病気で病院へかかっていますか？ (患者のみ)
病名(心臓病･腎臓病･糖尿病･高血圧･眼科疾患･整形疾患・その他)

2.普段の足の指・足の裏などを見ることがありますか？ □はい □いいえ

3.現在または過去に水虫になった事がありますか？ □はい □いいえ

4.足を毎日洗っていますか？ □はい □いいえ

5.足の指の間も洗っていますか？ □はい □いいえ

６.足の裏に乾燥またはひび割れはありますか？ □はい □いいえ

7.足が冷たいまたは冷たく感じる事はありますか？ □はい □いいえ

8.爪を切る時、出血したことはありますか? □はい □いいえ

9.タコ・ウオノメ・巻き爪はありますか？ □はい □いいえ

10.足にむくみはありますか？ □はい □いいえ

フリーコメント欄

アンケート用紙はご参照ください。
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【結果１】
患 者 の 年 齢 区 分 は20代 ３ ％、50代10 ％、60代

27％、70代36％、80代24％で60代から80代が87％を
占めました。

家 族 の 年 齢 区 分 は30代10 ％、40代30 ％、50代
36％、60代23％で40代から60代が89％を占めました。
男女比に関しては男性33％、女性67％、家族は男性
20％女性80％であり、患者・家族共に女性の割合が
高い結果となりました。

0%

10%

20%

30%

40%

糖尿病 高血圧 心臓病 眼科疾患 整形疾患 腎臓病 その他

36%
33%

30%

23%
20%

3%

23%

アンケート結果 2
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【結果２】
　患者の受診病名の内訳は、糖尿病36％、高血圧
33％、心臓病30％、眼科疾患23％、整形疾患20％と
なり、糖尿病・高血圧・心臓病の割合が高い結果と
なりました。
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Ｑ2.ふだん足の指・足の裏をみることがありますか？
アンケート結果３

Ｐ＝0.100 有意差 無

Ｐ＝0.417 有意差 無

Ｑ3.現在または過去に水虫になった事はありますか？
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【結果３】
　アンケートの質問２「ふだん足の指・足の裏を見
ることがありますか？」について、「はい」と回答
した患者は57％でした。これに対し家族は「はい」
と回答した割合が77％と多く、患者・家族ともに半
数以上が足を見ていました。しかし患者の43％、家
族の23％は足を見ることがないと回答しました。

Ｑ4.足を毎日洗っていますか？
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Ｐ＝0.129 有意差 無
Ｑ5.足の指の間も洗っていますか？
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質問５「足の指の間も洗っていますか？」
について「はい」と回答した患者は53％、家族は
83％でした。しかし「いいえ」と回答した患者が
47％であったのに対し家族は17％であり差を認めま
した。
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Ｑ6.足の裏に乾燥またはひび割れはありますか？
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Ｐ＝0.795 有意差 無
Ｑ7.足が冷たいまたは冷たく感じる事がありますか？

Ｐ＝0.602 有意差 無

アンケート結果３
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質問６、質問７では「はい」と回答した患者は半
数以上を占めました。

Ｑ8.爪を切るとき、出血したことがありますか？
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Ｐ＝算出不可
Ｑ9.タコ・ウオノメ・巻き爪がありますか？
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質問８「爪を切るとき出血したことがあります
か？」では、「はい」と回答した患者16％に対し家
族は０％のため、有意差は算出不可でした。

Ｑ10.足にむくみはありますか？
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アンケート結果３

フリーコメント

・足の裏が痺れる 2件
・巻き爪が治らない 3件
・巻き爪が膿んで痛い 1件
・かかとのひび割れが治らない 2件

■はい
■いいえ

その他フリーコメントで足の痺れ、巻き爪が治ら
ない、巻き爪が化膿する、かかとのひび割れが治ら
ないといった意見がありました。

今回のアンケート調査で患者および家族に対する自身の足に
ついて現状を知ることができた。患者に対するアンケートでは
受診疾患で糖尿病36%、高血圧33％であった。これは動脈硬化
のリスクが高いと考えられる。
足の指の間を洗っていないと回答した患者は47％であり、清

潔行動が行えないのは加齢や疾病、身体状況によるもの、また
は知識不足・無関心が症状の放置につながり、知識やケアの提
供が必要と考える。

考察 1

【考察１】
今回のアンケート調査で患者および家族に対する

自身の足について現状を知ることができました。
患者に対するアンケートでは、受診疾患で糖尿病

が36％、高血圧が33％でした。これは動脈硬化のリ
スクが高いと考えられます。

足の指の間を洗っていないと回答した患者は47％
であり、清潔行動が行えないのは加齢や疾病、身体
状況によるもの、または知識不足・無関心が症状の
放置につながっていると考えられ、知識やケアの提
供が必要です。

考察２

足底の乾燥や亀裂、下肢の冷感、胼胝・鶏眼、巻き爪、爪が
化膿して痛いなどの問題を抱えている患者や家族が存在した
が、治療を受けているのか不明である。このため、フットケア
の介入が必要であるかを含めたフットスクリーニングを実施す
る必要性があると考える。

【考察２】
足底の乾燥や亀裂、下肢の冷感、胼胝・鶏眼、巻

き爪、爪が化膿して痛いなどの問題を抱えている患
者や家族が存在しましたが、治療を受けているのか
不明です。このため、フットケアの介入が必要であ
るかを含めたフットスクリーニングを実施する必要
性があると考えます。

質問10の「足のむくみはありますか？」について
「はい」と回答した患者は43％で家族は57％でした。
これは男女比で患者67％、家族80％と女性が約７割
以上を占めており、女性によく見られる足のむくみ
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を自覚していることが考えられました。

まとめ

＊患者・家族ともに足病変に発展する要因が潜んでいることが
分かった。フットケアについての知識・技術の提供をするこ
とは、自身の足に関心をもつきっかけとなる。

＊患者・家族自身が足にトラブルがあっても受診行動に繋がっ
ていないため、医療者側も積極的に受診を促すことが必要で
ある。

＊足病変の発症や重症化を予防するためには、フットスクリー
ニングが重要となる。

＊フットケアに携わっていない看護師に対してフットチェック
の重要性を理解するための教育・指導も必須である。

【まとめ】
　今回のアンケート結果より、患者・家族ともに足
病変に発展する要因が潜んでいることが分かりまし
た。患者およびその家族にフットケアについての知
識・技術の提供をすることは、自身の足に関心をも
つきっかけとなります。しかし患者・家族自身が足
にトラブルがあっても受診行動に繋がっていないた
め、医療者側も積極的に受診を促すことが必要です。
しかし現状はフットケアを介入している対象にしか
行えていないため、足病変の発症や重症化を予防す
るためには、フットスクリーニングが重要となりま
す。そのためにはフットケアに携わっていない看護
師に対してフットチェックの重要性を理解するため
の教育・指導も必須です。

結語

今後、患者だけでなく家族も含めたフットスクリーニ
ングおよびフットチェックが重要である。

【結語】
　今後、患者だけでなく家族も含めたフットスク
リーニングおよびフットチェックが重要です。




