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飯 田 賞 受 賞 者 一 覧
1981年（昭和56年) 本

賞 別当

有光（高崎義肢製作所）

「永年の義肢に関する研究」

1982年（昭和57年) 本

賞 武智

秀夫（岡山大学医学部整形外科）

「永年の義足と義肢装具の歴史に関する研究」

1983年（昭和58年) 本 賞 渡辺 英夫（佐賀医科大学整形外科）
奨励賞 小池 勝明（東京都心身障害者福祉センター）
奨励賞 井口 紀勇（鉄道弘済会東京身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ)

「永年の装具研究開発に対する貢献」
「ＴＣソケットの開発と実用普及化に対する貢献」
「ＴＣソケットの開発と実用普及化に対する貢献」

1984年（昭和59年) 本 賞 浅井 一郎（近畿義肢製作所）
奨励賞 高山 忠雄（国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所）
奨励賞 田中 秀積（川村義肢(株)）

「永年の補装具工作法に関する貢献」
「片手笛・改良笛の開発と実用普及化に対する貢献」
「義肢ソケットの製作技術に対する貢献」

1985年（昭和60年) 本 賞 澤村 誠志（兵庫県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)
奨励賞 高見 健二 (労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ)
奨励賞 石倉 祐二（石倉義肢製作所）

「永年の切断術並びに義肢に関する研究｣
「義肢ソケットの製作技術普及に対する貢献」
「和式生活様式に適した義肢開発に対する貢献」

1986年（昭和61年) 本 賞 鋤園 栄一（オリエンタル義肢（株））
奨励賞 森本 正治（労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ）
奨励賞 南
久雄（兵庫県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

「永年の義肢製作技術の向上に対する貢献」
「パイロンスタディに関する研究」
「車椅子に関する研究」

1987年（昭和62年) 本 賞 加倉井 周一（帝京大学医学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科)
本 賞 高橋 良作（東京都補装具研究所）
奨励賞 鹿嶋 了介（橋本義肢製作所）

「義肢装具士資格制度並びに小児切断者に対する貢献」
「永年の日中義肢製作技術の交流並びに小児切断者に対する貢献」
「永年の義肢製作技術の普及に対する貢献」

1988年（昭和63年) 本 賞 川村 一郎（川村義肢（株））
奨励賞 荒井 光男（有薗製作所）
奨励賞 小谷 芳男（(有)小谷義肢）

「永年に亘る義肢装具分野の向上に対する貢献」
「永年に亘る義足ソケット等の開発普及に対する貢献」
「永年に亘る各種装具の研究開発に対する貢献」

1989年（平成1年)

本 賞 初山 泰弘（国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ更生訓練所）
奨励賞 徳田 章三（(株)徳田義肢製作所）
奨励賞 古川
宏（神戸大学医療技術短期大学部）

「永年に亘る義肢装具の研究・評価ならびに教育活動等の多大の貢献」
「義肢装具の製作・研究，及び製作技術者の教育指導に対する貢献」
「義肢装具，特に義手に関する種々の研究・開発に対する貢献」

1990年（平成2年)

本 賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

土屋 和夫（労働福祉事業団労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ名誉所長）
細田 多穂（東京医科歯科大学附属病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
那須 副武（(株)松本義肢製作所）
渡辺 哲也（中村ブレイス(株)）

「ＬＡＰＯＣシステム義足の開発 永年に亘るリハ工学の研究」
「永年に亘る義足装着訓練法の研究」
「装具における種々の新しい試み」
「通気性義肢ソケットの開発」

1991年（平成3年)

本 賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

田沢 英二（国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝｾﾝﾀｰ学院）
坂井 一浩（坂井製作所）
原
和子（名古屋大学医療技術短期大学部作業療法学科）
中川 昭夫（兵庫県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝｾﾝﾀｰ義肢装具開発課）

「我が国初の義肢装具士養成校の育成制度確立及び新しい義肢装具技術の普及に対する貢献」
「青年海外協力隊員として、開発途上国への義肢装具技術援助に対して」
「作業療法士の養成及び義肢装具・自助具の研究開発に対して」
「義足部品の研究開発に対して」

1992年（平成4年)

本 賞 青山
孝（労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ）
奨励賞 山下 隆昭（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央病院）
奨励賞 江原 義弘（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

「ＬＡＰＯＣ義足の開発普及に関する業績」
「義肢装具の装着・訓練に関する業績」
「義肢装具の生体力学的解析に関する業績」

1993年（平成5年)

本 賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

「永年の義足技術の伝承に対する貢献」
「上肢切断者の訓練に関する業績」
「永年の車椅子に関する工学的研究」

該当者なし
亀田 義明（(有)亀田義肢製作所）
谷合 義旦（千葉県医療技術大学校）
田中
理（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
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1994年（平成6年)

本 賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

中村 俊郎（中村ブレイス(株))
青木 主税（北里大学医療衛生学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学）
田村
徹（国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所）
田中
繁（帝京大学医学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）

1995年（平成7年)

本 賞 中島 咲哉（兵庫県身体障害者更生相談所）
奨励賞 野坂 利也（(有)野坂義肢製作所）
奨励賞 松田 美穂（兵庫県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

「永年の上肢切断者のリハビリテーションに対する貢献」
「義肢装具士の養成および義足部品の評価に対する貢献」
「上肢切断者の作業療法に関する貢献」

1996年（平成8年)

本 賞 川村 次郎（大阪労災病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ診療科）
奨励賞 山本 澄子（東京都補装具研究所）
奨励賞 大峯 三郎（産業医科大学病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

「義肢装具の科学に対する貢献」
「下肢装具の生体工学的研究に対する貢献」
「義肢装具の臨床的研究に対する貢献」

1997年（平成9年)

本 賞 今田
奨励賞 大崎

「永年に亘る福祉機器の普及と啓蒙に対する貢献」
「義肢装具に関する国際援助及び製作・開発に対する貢献」

拓（学校法人東北文化学園）
保則（(財)鉄道弘済会東京身体障害者ｾﾝﾀｰ）

「永年の義肢装具の開発に対する貢献」
「肢体不自由児者の介助機器に関する研究」
「東南アジアの義肢装具技術指導に対する貢献」
「義肢装具の運動学的評価法の研究」

1998年（平成10年) 本 賞 中川 昭夫（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 福祉のまちづくり工学研究所) 「永年のインテリジェント義足実用化研究及び義足部品の国際標準化に対する貢献」
奨励賞 滝野 勝昭（帝京大学医学部附属病院）
「下肢切断者のリハビリテーションに対する貢献」
1999年（平成11年) 本 賞 高見 健二（労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ）
奨励賞 木之瀬 隆 (東京都立保健科学大学作業療法学科）
奨励賞 高田 治実（ＪＲ東京総合病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）

「永年の義肢の製作・研究開発に対する貢献」
「高齢者に対する座位保持装置に関する研究」
「早期義肢装置法の普及に対する貢献」

2000年（平成12年) 本 賞 有薗
奨励賞 小嶋

修（佐賀有薗義肢製作所）
功（兵庫県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央病院）

「永年にわたる装具、補助具の研究に対する貢献」
「下肢切断者の理学療法に関する貢献」

2001年（平成13年) 本 賞 浅山
奨励賞 陳
奨励賞 高嶋

滉（水俣市湯之児病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
隆明（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央病院）
孝倫（国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ学院）

「長年のプラスチック下肢装具の開発研究」
「四肢切断者のリハビリテーションにおける貢献」
「工学的側面からの義肢装具学への貢献」

義孝 (大阪府立看護大学医療技術短期大学部理学療法学科)
2002年（平成14年) 本 賞 林
奨励賞 中村 春基 (兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)

「下肢切断者の動向に関する疫学的研究と切断後理学療法に対する貢献」
「利用者のニーズを中心とした義手の研究開発、臨床プログラムへの取り組み」

2003年（平成15年) 本 賞 大塚
奨励賞 幸

「生体補助装置,福祉用具の開発・研究」
「義肢装具の国際貢献に対する多大なる貢献」

彰 (広島県立保健福祉大学保健福祉学部理学療法学科)
幹雄 (幸義肢サービス(有))

2004年（平成16年) 本 賞 吉村
理（広島市身体障害者更生相談所）
奨励賞 内田 充彦（神戸医療福祉専門学校三田校）

「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療における義肢装具の臨床と関連する専門職種への教育に関する貢献」
「スポーツ分野における義肢装具の発展、研究」

2005年（平成17年) 本 賞 辞退につき受賞者なし
奨励賞 森田 千晶 （国際医療福祉大学）

「筋電義手の開発および作業療法に関する研究」

2006年（平成18年) 本 賞 陳
隆明（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央病院）
奨励賞 村上 正明（有園義肢(株)熊本）
奨励賞 早川 康之（北海道工業大学福祉生体工学科）

「四肢切断者のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御義足と筋電義手の臨床・研究・普及に関する貢献」
「永年の装具領域の開発研究と普及に対する貢献」
「片麻痺者のための短下肢装具の工学的評価および開発」

2007年（平成19年) 本 賞 大坪 政文（(株)大坪義肢製作所）
奨励賞 長倉 裕二（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
奨励賞 柴田 八衣子（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

「義肢装具の臨床、研究及び教育に対する多大なる貢献」
「下肢切断者の義足歩行と理学療法プログラムの発展に関する貢献」
「筋電義手への取り組み」

2008年（平成20年) 本 賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

「永年にわたる義肢・装具の臨床、研究、教育、社会貢献に関する業績」
「手の腱損傷におけるスプリント療法の取り組み」
「マイクロコンピューター制御による電動義肢の研究開発と電動義手普及のための貢献」
「脳卒中装具の研究・開発に対する貢献」

蜂須賀 研二（産業医科大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座）
坪田 貞子（札幌医科大学保健医療学部）
東原 孝典（(有)高松義肢製作所）
森中 義広（医療法人博愛会 横浜病院）
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2009年（平成21年) 本 賞 徳田 章三（(株)徳田義肢製作所）
奨励賞 中川 三吉（日本聴能言語福祉学院）
奨励賞 福井 信佳（大阪労災病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）

「装具の研究・開発、義肢装具士の教育に対する貢献」
「義肢装具士の教育及び研究に対する貢献」
「能動義手のハーネス研究」

2010年（平成22年) 本 賞 大峯 三郎（専門学校九州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学校理学療法学科）
本 賞 元田 英一（労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ）
奨励賞 高橋 功次（(有)タカハシ補装具サービス）

「義肢装具領域における長年にわたる臨床的研究業績に対して」
「麻痺患者の歩行用装具をはじめとした補装具の開発、およびﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学の発展に対する永年の貢
「義手の開発および補装具支給制度の体系化への貢献」

剛（東洋大学ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部人間環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科）
2011年（平成23年) 本 賞 繁成
奨励賞 淺井 憲義（北里大学医療衛生学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科）
奨励賞 樫本
修（宮城県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ）

「長年に亘る障害者のための福祉用具の研究・開発での貢献」
「長年に亘るポータブルスプリングバランサーの開発研究、実用化への貢献」
「長年に亘る補装具判定システムの構築への貢献」

2012年（平成24年) 本 賞 山本 澄子（国際医療福祉大学大学院 福祉援助工学分野）
奨励賞 大庭 潤平（神戸学院大学総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部）
奨励賞 松本 芳樹（(株)松本義肢製作所）

「下肢装具分野の発展、および義肢装具分野における動作解析に対する貢献」
「能動義手や筋電義手の研究・普及に関する取り組み」
「義肢装具士教育および研究に対する貢献」

2013年（平成25年) 本 賞 相川 孝訓 (国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所)
奨励賞 川村
慶 (川村義肢(株) パシフィックサプライ(株))
奨励賞 関川 伸哉 (東北福祉大学)

「義肢装具および支援機器の規格化・標準化における貢献」
「義肢装具および福祉用具の普及ならびに広報活動への貢献」
「義足歩行、片麻痺歩行、介助動作のバイオメカニクスに関する研究」

2014年（平成26年) 本 賞
奨励賞
奨励賞
特別賞

「永年にわたる義肢装具教育活動業績ならびに、義肢装具士団体における実務的業績」
「義肢装具の臨床、研究、教育活動に関わる業績と義肢装具士団体における実務的業績」
「作業療法士教育における義肢装具学の普及活動」
「日本における義肢装具士、整形靴技術者教育および義肢装具士の国際教育における貢献」

栗山 明彦 (人間総合科学大学保健医療学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科)
大塚
博 (人間総合科学大学保健医療学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科)
清水 順市 (東京工科大学医療保健学部)
故・内田充彦（神戸医療福祉専門学校三田校 義肢装具士科）

2015年（平成27年) 本 賞 該当者なし
奨励賞 松田 靖史 (川村義肢(株))

「福祉用具開発への工学的貢献および義肢装具ユーザーのＱＯＬ向上支援」

2016年（平成28年) 本 賞 江原 義弘（新潟医療福祉大学）
奨励賞 昆
恵介（北海道科学大学保健医療学部義肢装具学科）
奨励賞 溝部 二十四（兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

「永年の義足歩行解析の研究ならびに義肢装具関連教育の推進」
「障害の動作分析に関する研究および義肢装具士養成教育に関わる実績」
「臨床における筋電義手訓練システムの研究と普及」

2017年（平成29年) 本 賞 才藤 栄一（藤田保健衛生大学）
奨励賞 平山 史朗（社会保険大牟田天領病院）

「永年のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学における義肢装具の教育・研究・開発および普及への貢献」
「臨床における下肢装具、体幹装具の研究と開発」

2018年（平成30年) 本 賞 浅見 豊子（佐賀大学医学部附属病院）
奨励賞 佐々木 和憲（(株)佐々木義肢製作所）
奨励賞 妹尾 勝利（川﨑医療福祉大学医療技術学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科）

「永年に亘る義肢装具学会への貢献と義肢装具領域の開発、研究、普及」
「義肢装具用語関連の国際規格作成に対する永年の貢献」
「肘関節運動を力源とした前腕能動義手の開発」

