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 「皮膚の病気は患

者が治す」・・・と

聞いたら不思議に

思われますか？湿疹

をなおすために医

者が軟膏を処方しても、患者様がきちんと

塗らないとちっとも効果がでません。ある

いは軟膏は塗っているのだけれど毎日かき

まくっているという場合、これまたちっと

も治りません。いったん治ったからといって、

また原因物質に触ったりすれば、同じ湿疹

を繰り返します。だから、「皮膚の病気は

患者自信で治すもの」なのです。そして

その手助けをするのが私たち皮膚科医の

つとめと考えます。皮膚科医と二人三脚

で一緒に治療をしていきましょう。

～陥入爪（かんにゅうそう）～

　やのクリニックがＯＰＥＮしてはや 3 年

が過ぎました。多くの患者様に足を運ん

でいただいた結果、今までの狭いスペー

スではハード上の限界を感じるようになり

ました。そこで2006 年 4 月より、同・

千里つくも医療ビルの 3 Ｆにクリニックを

移転し、待ち時間の減少、待合い空間や

アメニティの充実、プライバシーの保護と

いった患者様の満足度を高めるための取

り組みをいたしました。患者様一人一人が、

「やのクリニックに来て良かった！」と満足

し、心身ともに癒されてお帰りになられる

よう、スタッフ一同がんばっております。

皮フのこんな病気、ご存じですか？

　深爪や過度の運動、肥満などが原因で、爪の角が皮膚にくいこんで痛
みをだします。足の爪は決して角を斜めに切らないで、皮膚の先端より長
めに、四角い状態にしておくことが大事です（下図参照）。どうしても痛
くて長くのばせない方には、爪の下にクッション代わりに綿を詰めるコット
ンパッキング法、腫れた皮膚をテープで引っ張るテーピング法などをご指
導いたします。くいこみが深く、その刺激で赤い肉芽ができている場合は、
液体窒素を用いて肉芽を凍結させたり、局所麻酔下で電気焼灼を行います。
　最近は、抜爪などの手術はできるだけ行わない傾向になってきており、
当院でも、超弾性ワイヤー (http://www.dr-machida.com/ 参照 ) を用
いて湾曲した爪を矯正する治療法や、ビニルチューブを爪にはさんでアク
リル樹脂で固める矯正法といった保存的な治療を行っております。
詳しくは医師にご相談下さい。

今、やのクリニックでは

■ 3F に移転してますます
                      張り切っています

CONCEPT

YANO CLINIC believes daily
skin care is the key to keeping
skin in good condition, skin that 
glows, skin that’s smooth ,
skin that’s well fed . 
YANO CLINIC always tries to
provide you with all the care
that skin needs to stay healthy , 
vibrant and resilient .

形状記憶合金のワイヤー
を爪に通して矯正します。
（超弾性ワイヤー）

正しい爪の
切り方

三角切り 丸切り 短すぎる爪



 脂漏性角化症という皮膚の老化
でできるイボです。小さいもの
なら、液体窒素で簡単に取り除く
ことができます。大きいものや再
発しやすいものは、日帰り手術で
切除します。もちろん脂漏性角
化症に似た皮膚ガンもありますの
で、専門医の診察を受けて下さい。

 立っている時間が長い、歩く機
会が多いという方にできやすい「う
おのめ」です。足の形や歩き方
のクセなどで、足底やゆびの一点
に重心がかかると、同じ力で地面
が押し返してきます。皮膚はそ
の力に抵抗しようと、固く角質化
するのです。角質部分を削るこ
とで痛みはやわらぎます（処置は
皮膚科で行っています）が、同じ
条件のもとで再発します。生活

スタイル、くつや、重心を分散す
るパットなどを使って、再発を予
防します。まれに、うおのめとよ
く似たウイルス性イボの場合があ
るので、自己判断をせずに診察
を受けて下さい。

これってあるある！皮膚の病気

　眼瞼下垂とは、まぶた
を上げる筋肉（眼瞼挙筋）
の機能が弱くなることに
よって、まぶたが下がっ
て目が開けにくくなる状
態を言います。

◆ 先天性眼瞼下垂 ◆
　生まれたときから眼瞼
挙筋機能が悪く、放置す
ると視力低下の原因とな
るので、幼児期での手
術が必要です。

◆ 後天性眼瞼下垂 ◆
　年齢を重ねるにつれ、
眼瞼挙筋とまぶた（瞼板）
をつなぐ「挙筋腱膜」
と呼ばれるしっかりした
膜が薄く伸びてしまうた
めに生じます。しかし、
最近ではコンタクトレン
ズの長期使用や、花粉
症などで目をこする刺激
を与え続けるといったこ
とが原因で、若い方の眼
瞼下垂も増加しております。
また、眼瞼挙筋の機能
は正常に働いていても、

　
加齢によりまぶたの皮膚
がたるんできて、見かけ
の上で眼瞼下垂の症状
を呈している方も高齢者
では多く見受けられます。
こういった眼瞼下垂の患
者さんは、視界がさえぎ
られて上方や外側が見え
にくく、無意識ながら努
力してまぶたを持ち上げ
るため、交感神経が刺激
されて頭痛や肩こり、不
眠を生じることがあります。
また、額にしわを寄せて
眉毛を上げたり、あごを
上げて物を見ようとする
ため、肩こり・頭痛・め
まい・吐き気といった不
定愁訴を生じることもあ
ります。
 このような眼瞼下垂に
対し、わたしたち形成外
科医は、局所麻酔による
日帰り手術を行います。
手術によって、挙筋や瞼
板から外れた腱膜を再び
良い位置に付け直したり、

挙筋を短縮したり、余剰
の皮膚を切除したりします。
手術は片眼につき40 分
程度かかり、6 日前後で
抜糸をします。ただし、
術後 2 ～ 3 週間まぶた
が腫れたり、皮下出血に
より目の周囲が青黒くな
ったりしますので、大事
なイベントが控えていな
いときに手術を受けて下
さい。費用は保険が適用
され、3 割負担の患者さ
んで¥25,000 程度です。

大阪大学医学部
形成外科教授
細川 亙  先生

形成外科Dr.に聞きました

2ヶ月前からウォーキングを始めました。
最近、歩くたびに足の裏が痛いのですが？

『歳をとるとまぶたが下がってきましたが・・・』

やのクリニックでは細川教授

の外来・手術日がございます

（完全予約制）

今回お話を伺ったDr. は ...

眼瞼下垂症
がん け ん か す いしょう

Q1

Q2

顔にいぼ ５０才頃から、顔に黒く盛り上がったいぼができました。
放っておいたら最近大きくなってきたのですが、これって皮膚ガン？

Answer

Answer

足の裏の
痛み

■ Medical Foot Care ■
（自費診療¥6000/60 分）

かかとの角質を削り、ひざ下ピーリング＆足マッサージをするコー
スです。オプションで爪切り、うおのめ削りもあります。（要予約）
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