
50 年を超えるインサートの経験から開発
患者様を評価する

1

インサートを選択する

2

カンタン処方

3

私どもの最も一般的で、効果が証明済みのインサート処方
特定の患者様に向け予め調整 | すぐにフィッティング | インサート選択ツール | トレーニングコース

より詳しい情報は dolajapan.com/patient-ready
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インサートインサート

足病医が使用しているインサート
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50 年以上にも及ぶ足病医の臨床、インサートの経験をベースにした、効果の証明された9つの
最も一般的な処方のコレクション。
足病医が使用しているインサート。

足部機能から選択する 4モデル

痛みの部位から選択する 4モデル

より詳しい情報は
dolajapan.com/patient-ready

私どものサポートでイ
ンサートに自信を！

足部や下肢内側の
問題、足底腱膜炎、
後脛骨筋や踵部足
底面の痛みに対応。

内側

回内
回内または扁平な足のため
に内側をサポート。

足部や距腿関節
外側、腓骨筋群の

疾患に対応。

外側

アキレス腱やシー
バー病、腓腹筋やヒ
ラメ筋の負荷軽減
に対応。

後足部
第1中足趾節関

節、神経腫、足底
板損傷

前足部

せん断力低減テクノロ
ジーと柔らかいクッシ
ョンによるサポート。

センシティブ

トレーニン
グコース

回内タイプのイ
ンサート処方

私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

何の手助けになるのか？

回内または扁平な足とそれに関連した
最も一般的な症状のために、内側へのサ
ポートを足病医が設計。

回内タイプは、軽度から中程度に回内した足
部向けに設計されています。

後足部内側のコントロール
内側にインサートによる反力を増す、内側ウェッジのつ
いた安定した後足部のプラットフォーム

内側アーチサポート
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ
機機構の活動を向上させ、前足部の安定性を増して
ハイギアでの踏み返しを促進する

外側アーチサポート
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を
助ける

軽いヒールライズ
立脚中期から推進期での矢状面上の運動性を向上
させる

全長タイプのEVAインサート
理想的なクッション性と安定性を提供

DURAFIT トップカバー
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？
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股関節や腰の症状
仙腸関節、坐骨神経痛

下腿/膝関節
前足部、外側、内側の症状

下肢/距腿関節
アキレス腱炎、脛骨内側
ストレス症候群(MTSS)

後足部
足底腱膜炎、後
脛骨筋症状

中足部
内側アーチ
への負荷、
関節症
前足部
バニオン、神経
腫、中足骨頭痛

ニュートラル
正常な機能を促進し、組織に
かかるストレスを軽減。

回外
回外した足のために、クッション

付加、形状と外側のサポート。

推進
距腿関節と前足部の矢状面

上の機能を向上。

COMING 
SOON



下肢/距腿関節
アキレス腱炎
後足部
足底腱膜炎
中足部
内側アーチへの負
荷、関節症 
前足部
神経腫、中足骨頭痛

ニュートラルタイプのイ
ンサート処方

私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

正常な機能を促進し、組織のストレスを
軽減するために、足病医が設計。

ニュートラルタイプは、垂直な/ニュートラルな
足部向けに設計されています。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に
安定性を付与
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ
機機構の活動を向上させ、前足部の安定性を増して
ハイギアでの踏み返しを促進する
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を
助ける
軽いヒールライズ 
立脚中期から推進期での矢状面上の運動性を向上
させる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？
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私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

回外した足部とそれに関連した最も一般
的な症状のために、クッション性と形状の
適合性、外側のサポートを提供するため、
足病医が設計。

回外タイプは、軽度から中程度に回外した足部向
けに設計されています。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に
安定性を付与
内側アーチのクッション性と形状 
内側アーチの衝撃吸収性を向上し、接地面積を増加
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を助
ける
外側ウェッジ 
推進期にむけ、外側の安定性を増し、内側への移行を
助ける
中程度のヒールライズ 
後部の組織にかかるストレスを軽減し、立脚中期から
推進期での矢状面上の運動性を向上させる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？

回外タイプのイン
サート処方

P
R
O

ATIENT
EADY
RTHOTICS

股関節や腰の症状
仙腸関節、坐骨神
経痛
下腿/膝関節
前部, 外側, 内側
の症状

股関節や腰の症状
仙腸関節, 坐骨神
経痛
下腿/膝関節
前部, 外側, 内側
の症状
下肢/距腿関節
腓骨筋症状、外側
への不安定性
後足部
足底腱膜炎、 
アキレス腱症状
中足部
内側アーチへの負
荷、関節症、立方骨
症候群
前足部
バニオン、神経腫、
中足骨頭痛



私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

足底腱膜炎、後脛骨筋症状や踵部底面
痛をもつ内側タイプの足部、下肢タイプ
のために、足病医が設計。

内側タイプは、足部や下肢内側の徴候や症状、疾患メ
カニクスをもつ足部に向けて設計されています。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に安
定性を付与。
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ機
機構の活動を向上させ、前足部の安定性を増してハイギ
アでの踏み返しを促進する
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を助
ける
ヒールクッション 
踵部底面のクッション性を増加
軽いヒールライズ 
立脚中期から推進期での矢状面上の運動性を向上させ
る
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？

内側タイプのイ
ンサート処方
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私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

距腿関節と前足部の矢状面上の機能促
進とそれに関連した最も一般的な症状の
ために、足病医が設計。

推進タイプは、距腿関節や第１中足趾節関節での
矢状面上の機能障害の徴候や症状をもつ次のよう
な状態の足部に向けて設計されています。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に安定
性を付与
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ機機
構の活動を向上させ、前足部の安定性を増してハイギアで
の踏み返しを促進する
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を助ける
中程度のヒールライズ 
後部の組織にかかるストレスを軽減し、立脚中期から推進
期での矢状面上の運動性を向上させる
リバースモートン延長 
推進、巻き上げ機機構の活性化や足部の矢状面上の機能
を向上させる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？

推進タイプのイン
サート処方
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股関節や腰の症状
仙腸関節, 坐骨神経痛
下腿/膝関節
前足部、外側、内
側の症状
下肢/距腿関節
アキレス腱炎、腓腹
筋/ヒラメ筋症状
後足部
足底腱膜炎、踵部底
面痛、シーバー病
中足部
内側アーチへの
負荷、関節症 
前足部
バニオン、神経
腫、中足骨頭痛

内側タイプのイ
ンサート処方

足底腱膜炎
踵部底面痛
内側アーチの負荷
足根管症候群
脛骨内側ストレス症候群
(MTSS)/シンスプリント
後脛骨筋症状

>
> 
>
>
>
 
>



私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

アキレス腱、シーバー病や腓腹筋、ヒラメ
筋に疾患をもつ後足部疾患のために、足
病医が設計。

後足部タイプは、距腿関節で矢状面上の機能に障害
をもつ、後足部や下肢の徴候や症状、疾患メカニクス
をもつ足部に向けて設計されています。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に
安定性を付与
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ
機機構の活動を向上させ、前足部の安定性を増して
ハイギアでの踏み返しを促進する
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を
助ける
中程度のヒールライズ 
後部の組織にかかるストレスを軽減し、立脚中期から
推進期での矢状面上の運動性を向上させる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？

後足部タイプのイ
ンサート処方
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私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

外側タイプは、足部や下肢外側の徴候や
症状、疾患メカニクスをもつ足部に向け
に設計されています。

外側タイプは、足部や下肢外側の徴候や症状、疾
患メカニクスをもつ足部に向けて設計されていま
す。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に安定
性を付与。
外側アーチのクッションと形状適合 
衝撃吸収性を向上、足部を安定させて推進時に内側への移
行を促進 
外側ウェッジ 
推進期にむけ、外側の安定性を増し、内側への移行を助ける
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ機機
構の活動を向上させ、前足部の安定性を増してハイギアで
の踏み返しを促進する
中程度のヒールライズ 
後部の組織にかかるストレスを軽減し、立脚中期から推進
期での矢状面上の運動性を向上させる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？

外側タイプのイン
サート処方
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後足部タイプの
インサート処方

アキレス腱テーピング
サポートのついた靴
ストレッチや筋力強化
症状を起こした組織の耐
性向上
治療を模したテスト（ヒー
ルライズやアーチパッド）
以前に処方されたイン
サート

>
> 
>
>

> 

>
外側タイプのイ
ンサート処方

腓骨筋症状
立方骨症候群
足部外側の痛み
慢性的な外側への不安
定性

>
> 
>
>



私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

複合的な医療歴やリスク要素をもつ足部
のために、足病医が設計。

センシティブタイプは、複合的な医療歴やリスク要素
をもつ患者様のために設計されています。

安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に
安定性を付与
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ
機機構の活動を向上させ、前足部の安定性を増して
ハイギアでの踏み返しを促進する
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を
助ける
軽いヒールライズ 
立脚中期から推進期での矢状面上の運動性を向上
させる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
クッション性の高いトップカバー 
抗せん断力テクノロジー付

何の手助けになるのか？

センシティブタイプのイ
ンサート処方
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私どものオンラインインサート選択ツールで正しい
インサートをみつけましょう

誰の手助けになるのか？

なぜそれが手助けになるのか？

第１中足趾節関節、神経腫や足底板損傷
などの前足部疾患のために、足病医が設
計。

前足部タイプは、前足部の徴候や症状、疾患メカニク
スをもつ足部に向けて設計されています。

クッション性の中足骨サポート 
前足部の支持とクッション性を増加
安定した後足部のコントロール 
足部に荷重がかかる踵接地から立脚中期への移行に安
定性を付与。
内側アーチサポート 
立脚中期から推進期への移行をサポートし、巻き上げ
機機構の活動を向上させ、前足部の安定性を増してハ
イギアでの踏み返しを促進する
外側アーチサポート 
足部を安定させ、踵接地からつま先離地への移行を助
ける
軽いヒールライズ 
立脚中期から推進期での矢状面上の運動性を向上さ
せる
全長タイプのEVAインサート 
理想的なクッション性と安定性を提供
Durafit トップカバー 
高級感があり、通気性と耐久性に優れる

何の手助けになるのか？

前足部タイプのイ
ンサート処方
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前足部タイプの
インサート処方

中足骨頭痛：関節包炎、滑
液包炎、神経炎
モートン神経腫
足底板損傷
第１中足趾節関節の痛み、
バニオン（外反母趾）、機能
的制限母趾
角質化（胼胝/鶏眼）

>

>
>
> 

>

センシティブタイプ
のインサート処方

中足骨頭痛：関節包炎、滑
液包炎、神経炎
モートン神経腫
内側アーチへの負荷
足底腱膜炎
第１中足趾節関節の痛み、
バニオン（外反母趾）、機能
的制限母趾
脂肪辱の萎縮
角質化（胼胝/鶏眼)

>

>
>
> 
>

>
>



私どものサポートでインサートに自信を。
私どもの特別なオンラインと対面トレーニングコースを受講し、認証を受けた
Patient Readyインサート処方の専門家となりましょう。

このコースでは、以下を学びます：
• 患者様への最適なインサートの選択のしか

た
• どのような症状の手助けになるのか
• あなたが手助けできる人
• なぜインサートが役に立つのか
• オンラインのインサート選択ツールの使用方

法
• インサートの適合方法
• 処方例のケーススタディ

QRコードをス
キャンする

インサート選択ツール  
あなたの患者様のニーズを私どもにお知らせください。私たちは、効
果が証明された処方の中から最良のインサートをおすすめします

QRコードをス
キャンする

あなたの患者様へのおすすめのインサート

インサート選択ツールP
R
O

ATIENT
EADY
RTHOTICS

オンライントレーニン
グコース
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COMING 
SOON



サイズ表
全てのPatient Readyインサートは11サイズでご提供

注文方法 DOLAの違い

在庫を持ちたくないですか？ 
私どもの在庫保証で解決
すぐに発送し、速達で配送できるよう、私どもは全てのサイ
ズとスタイルを常に在庫しています。

私どもはオーストラリアに本社を構える、足病医が所有、経営するインサートと医療技術
の企業です。50年以上にわたる経験から、私どもは世界中のクリニックの健康・医療従事
者に向けて、医療用インサート製品やサービス、教育を、誇りをもって20年以上にもわたり

提供しています。

カスタムメイドインサート • Patient Readyインサ
ート • プレハブインサート • 調整パーツとサプライ 

• DOLAテクノロジー • 教育とトレーニング

DOLAインサートで皆 
さまをサポート

• オンラインの教育・トレーニングコース • 日々の
SNSアップデート • YouTube チャンネル

私どものサポートでインサ 
ートに自信を

QRコードをス
キャンする

QRコードをス
キャンする

注文フォームをダウンロード1

SCAN 
QR CODEオンラインで注文する2



詳しい情報は…

DOLA製品とその使い方についてもっと学
ぶため、私どものSNSプラットフォームをご

訪問ください

dolajapan.com

DESIGNED IN 
AUSTRALIA

instagram.com/dolajapan

facebook.com/dolajapan
youtube.com/dolajapan


