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　秋も深まり、木々が美しく色づく季節になりました。吹く風は爽やかで心地
よく、こおろぎや鈴虫の奏でる音色は心を癒してくれます。また、実りの秋で
もあり、食べ物もとても美味しい季節ですね。
　日に日に寒を感じるようになりますが、体調管理に気を付けて、食欲・読書・
スポーツ・行楽・芸術･･･皆さんの“秋”を楽しんで下さい。

爪の役割り
　爪は指先を保護しています。爪が支えとなり小さい物でもうまく掴めたり、爪先に力が
入るので、上手に歩いたり走ったり出来ます。指先の骨折では爪はシーネ（添え木）と
して働き、疼痛の軽減と治癒を早めてくれます。爪のおかげで細かな作業ができ、特に
高等霊長類にみられる平爪が役立っています。また、触覚にも関与していて、爪が失わ
れると指の感覚は著しく損なわれます。

爪の構造、成分、成長（図1、2）
　爪は毛髪と同様に表皮が変化して出来たもので、皮膚成分の蛋白質が角質化して、線
維ケラチンという固い板状の三層構造となっています。このケラチンには「硬ケラチン（毛
髪成分）」と「軟ケラチン（一般皮膚表面成分）」の二種類があり、爪は毛髪と皮膚の中
間の性質を持っています。
　爪は毎日成長しています。手では、0.1mm/日ずつ伸び、爪全体の再生には3～6ヶ月を
要します。足はもっと遅く、手の約2～3倍かかります。爪母と呼ばれる部分で生成され
るので、爪母が破壊されると新しい爪は生えなくなります。
　爪は白っぽい半透明ですが、爪床の毛細血管が透けてみえるため、健康な人ではピン
ク色を呈し、その色調や形から健康のバロメーターとなっています。

爪のトラブル、疾患
・爪白癬（図3）

白癬菌（糸状菌）というカビ感染症で爪のトラブルで最も多い。爪
が白濁し厚く脆くなり、放置すると爪がボロボロになってしまう。
内服薬と外用薬で根気よく治療すれば完治する。

爪のお話

（図3）

（図1） （図2）
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・爪甲剥離症
楽器演奏などで指先を酷使したり、過度の水仕事、洗剤などの化学物質などが原因で、
爪が爪床から剥離して黄～白色に変化するもの。指先を休ませ、水仕事の後は乾燥さ
せること。

・爪(周)囲炎、瘭疸（図4）
爪の周りの小さな傷などから黄色ブドウ球菌などの細菌が侵入し、
爪甲周囲や爪床に炎症をおこしたり、膿瘍を形成（瘭疸）した状態
のもの。外科的処置が必要になることもある。

・陥入爪
拇趾に生じやすく、爪先端の両側がほとりの爪郭に食い込んで傷つ
けるので疼痛が強い。化膿や出血を繰り返す。深爪が原因となりや
すい。多くは外科的処置が必要。

・巻き爪（図5）
陥入爪と反対で、爪が長い時に爪甲が両側から圧迫されて先端が湾
曲、爪郭皮膚を挟んだり食い込むために生じる。疼痛のため歩行困
難となりうる。爪の乾燥も湾曲の一因となるので保湿が大切。外科
的処置が必要。

・爪の外傷、爪下血腫（図6）
車のドアに指を挟んだり、重い物が爪付近に落下などして生じる。
外科的処置が必要になることもある。

爪の切り方（図7、8、9）
　爪先（自由縁）は約1mm残して手掌側から見え隠れする程度に、数回に分けて細かく切っ
ていきます。図のラウンドやスクエアオフの状態が適当です。深爪はしない事です。

　爪に良い食品として、コラーゲン（蛋白質）を含むバランス良い食材をとる事です。特
に亜鉛（皮膚新陳代謝を良くする）は必須ミネラルとして1日12mgは必要です。その他ビ
タミン類（B₂，B₆，コラーゲン生成を促すCなど）を上手く摂取しましょう。爪の生え際
の角などの「爪揉み療法」は皮膚や爪の細胞若返りに貢献します。また、水分やハンド
クリーム等で爪の保湿に努める事も大切です。

（図4）

（図5）

（図6）

（図7）

（図8） （図9）

（文責：外科医師　上田　祐造）
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皮膚科を開設しました

〈そよかぜ教室のご案内〉

　小さいお子さんからお年寄りの方まで、皮膚の症状でお困りな方はお気軽に
ご相談ください。

・湿疹やかぶれ、かゆみ、アレルギー
・細菌の感染による炎症
・帯状疱疹、腫瘍、皮膚の変化
・イボやウオノメ、水虫　など　　

診療日

担当医

毎週土曜日（祝日を除く）午前のみ

川崎医科大学　皮膚科より（交替制）

講師　整形外科 医師　村尾 力也
日時　10月27日（月）午後1時30分より（約１時間）
場所　老人保健施設くじば苑1階　ボランティアルーム

９月６日（土）より皮膚科の外来診療がはじまりました。

　当法人では年2回、健康教室「そよかぜ教室」を開催しています。
　「歩き始めに膝が痛い」「長く歩けない」「立ち座りが痛い」・・・など、お困りではありませんか？
膝痛への対応や治療、日々のお手入れ等についてお話しします。

参加費無料、予約不要です。お気軽にお越し下さい。

「膝の老化」について

お知らせ
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行 事 ダ イ リア ー

6月25日、療養病棟の入院患者さんを対象に夏祭
りイベントを開催しました。
昨年に引き続き、焼きそば、たこ焼き、フラン
クフルト等屋台風メニューを提供しました。ちょ
うちんの飾りつけや屋台からの香ばしいソース
の香り、賑やかな祭りの音楽、輪投げ、魚釣り
ゲーム等で夏祭りの雰囲気を演出し、お祭り気
分を味わっていただけたのではないかと思いま
す。単調になりがちな入院生活に刺激を与えら
れるよう、これからも院内イベントに取り組ん
でまいります。

7月12日、訪問看護ステーション井笠委員会と共
催で、「在宅における感染対策」をテーマに、講
師に岡山旭東病院 感染管理認定看護師の菅田節
子さんをお招きして開催しました。次々と新た
な感染症が出現する中、組織的に“感染を起こさ
ない”という目的を押さえたチーム行動が必要と
いうことを再確認しました。

笠岡中央病院は昭和56年8月1日に新築移転し、

今年で33周年を迎えました。当日は、行事食と

して松花堂弁当を提供し、患者さんに大変喜ん

でいただきました。今後とも、良質で信頼性の

高い地域医療を提供してまいりたいと思います。

開院記念日（８月１日）

病院夏祭り

８月

６月

訪問看護研修会７月
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じゃがいも収穫 おやつレク 七　夕　会

老人保健施設　くじば苑

　８月２日、くじば苑とケアハウス　やすらぎ合同で、夏祭りを開催しました。屋台の食事を食べて、
ご家族、利用者様と楽しいひと時を過ごしました。

夏 祭 り

　通所リハで、じゃがいもを
育て収穫しました。収穫した
じゃがいもを、おじゃが餅に
して、みんなでいただきまし
た。美味しかったです。
　今度は、何を植えようか
な？！

　おやつ作りをしました。はっ
たい粉で、どらやきを作りま
した。
ホットプレートで、焦げないよ
うに、上手に焼きあがりまし
たよ。出来ばえは、どうでしょ
うか？！

　今年も、短冊に、願い事を
書きました。利用者・職員で
色々な願い事を書いていまし
た。さあ、願いは、いくつ叶
うでしょうか。たくさん、叶
うといいですね！！

やぐらを囲んで、職員と利用者
様も、『東京音頭』『笠岡よっちゃ
れ』を踊りました。

屋台のご飯が、たくさん
ありました。
美味しかったですよ～！

今年も、歌姫が歌いに来
てくれました。
素敵な歌声に、聞きほれ
ていました。
衣裳も素敵でしたよ～！！
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事業所内保育施設「ひよこルーム」は働きやすい環境を整えて、安心
して仕事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています(現在、毎
週金曜日は24時間体制で稼働しています)。ひよこルーム

『たなばたまつり』
ケアハウス「やすらぎ」の

おじいちゃんやおばあちゃんと一緒にたなばたまつりを
楽しみました。手遊びを見てもらったり

歌を聴いてもらった後は、一緒に七夕飾りを作ったり、
ねがいごとを書いて

大きな笹に飾りつけていきました。
楽しい時間を過ごすことができました。

『水あそび』
大好きな「水あそび」の季節が

やってきました。
今年は「プールびらき」ということで

スイカ割りも楽しみました。
友だち同士で水のかけあいをしては
「きゃー!!」と大喜びでした。
マヨネーズの容器の水でっぽうは

大人気でしたよ。

中国電力清掃ボランティア
　6月２3日、くじば苑で中国電力倉敷営業所とグループ企業の社員の方による、ボランティア
活動がありました。施設内すべてのエアコンや蛍光灯、車椅子などを清掃して頂き、大変きれい
になりました。また、花のプランターの寄贈もありました。ありがとうございました。



広報誌 そよかぜ 第５号 2014年 10月発行

　今年のＮＨＫ大河ドラマの主人公、軍師黒田官
兵衛。戦国時代、秀吉の側近として仕え、戦略や
他大名との交渉などに活躍しました。黒田家“礎”
の地「備前福岡」、備中高松城水攻めの跡など、岡
山にも官兵衛ゆかりの地がいくつか存在します。
行楽の秋、出掛けてみてはどうでしょうか？（M.Y）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
ヘルパーステーション くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

外科　内科　小児科　（胃腸科　肛門科は各科で対応）
※整形外科は週2回、皮膚科は週１回の診療です。※歯科は原則予約診療です。（初診・急患は除く）

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 ９：00

～

11：45

外　科 上　田 小　野 上　田 小　野 曽我部 上　田

内　科 仙　石 小野木 仙　石 田　辺 田　辺 仙　石

小児科 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫

整形外科 村　尾

皮膚科 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野（達）
小野（裕）

小野（達） 小野（達） 小野（達） 小野（達） 小野（達）

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部 小　野 小　野 曽我部 曽我部

内　科 小野木 小野木 仙　石 田　辺 田　辺

小児科 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫

整形外科 村　尾 長　久
（4：30～）

歯　科
（2：30～）

小野（達）
小野（裕）

小野（達） 小野（達） 小野（達）

※2014年９月１日現在
★　日曜日、祝日は休診です。
★　乳児健診は毎週火曜日(午後3:00～午後4:00）
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

診療科目

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで


