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　今回は外反母趾 （がいはんぼし）

についてお話ししたいと思います。

　ご自宅に帰られたら、 ご自身の足

を観察してみてください。

　親指が 「く」 の字に曲がっていま

せんか？

　親指のつけ根に痛みはありません

か？

　足裏の指のつけ根中央あたりにタ

コができていませんか？

　これらが当てはまる方は外反母趾

の可能性があります。

　実は筆者も外反母趾による痛みに

悩まされた時期がありました。

　下は、 ぼく自身の足の写真です。

　見苦しい写真で申し訳ありません

( 笑 )

　親指が見事に 「く」 の字に曲がっ

ていますよね。

　曲がりの角度の正常は８度以内で

す。 15〜30 度を軽度、 30〜40 度

を中等度、 それ以上は重度の外反

母趾と言われています。 僕の足は

30 度ほど曲がっているため、 中等

度の外反母趾の診断になります。

靴のサイズ選びに気をつけるように

なったため、 幸い今のところ痛みは

ありません。

　どうして外反母趾になるのでしょう

か？

　外反母趾は女性、 ハイヒール、

遺伝が三大原因と医学書には書か

れています。 女性は男性の９倍なり

やすいというデータもあります。 そし

て現在、 外反母趾の人口は増えて

きていると言われています。

　少しだけ解剖学のお話をしましょう。

本来、 人間の足には縦と横の２つ

のアーチがあります。 （次のページ

に図を掲載しております。） 縦のアー

チは足の内側と外側に、 横のアー

チは母趾の付け根から第５指の付け

根にかけてラインを形成しています。

この２つのアーチによって体重は支

えられていますが、 この横のアーチ

が崩れた 「開張足」 が外反母趾の

原因と言われているのです （ちなみ

に縦のアーチが崩れた状態を 「扁

平足 ： へんぺいそく」 と言います。

聞いたことありますよね？）。

外反母趾について外反母趾について外反母趾について
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　外反母趾の原因はいくつか考えられますが、

最も多いのは靴のサイズが合っていない場合で

す。 特に足の幅が狭い人の場合、 足の長さに

適した靴のはずなのに、 靴の中で足が遊んで

しまい大きく感じてしまうことがあります。 その

ためフィッティングを向上させようとしてわざわざ

自分の足の長さより短い靴を履いてしまい足の

先端が締め付けられて外反母趾へつながりま

す。

　次に多いのが、 姿勢変化に伴うもので、 高齢

者にみられる外反母趾の大半はこれが原因だと

思われます。 加齢変化などで姿勢が前傾気味

になると、 体の重心が前足へ移動します。 その

結果、 横アーチが低下し、 開張足、 外反母趾

へとつながるのです。 「ロコモ」 と関連している

とも言えそうですね。

　最後の１つは、 ハイヒールによる外反母趾で

す。 ヒール靴を履くことで足が前にずれ、 足先

が靴の形状に沿う形で外反母趾になります。 足

が前にすべらないような工夫がなければ、 間違

いなく外反母趾になると言えます。

　それではもし、 外出先で外反母趾の痛みが強

くなり、 歩くことが苦痛になってしまったら、 どう

したらよいのでしょうか。

　痛む部分は、 圧迫されているつま先か、 出っ

張っている親指の付け根の骨が靴ずれしている

ことがほとんどです。 その場合は、 靴ずれを起

こしている場所を保護し、 応急処置をしましょう。

出来れば、 外反母趾専用の保護パットを当てる

のが理想ですが、 なければ絆創膏でも十分に

応急処置ができます。 また、 ハイヒールでつま

先が圧迫されている場合は、 靴の中で足が滑ら

ないように、 すべり止めの中敷きを入れて、 圧

迫を緩和するようにします。 負担を軽くするため

のグッズはたくさん販売されていますので、 症状

を自覚したら早目に対策をとるようにしましょう。

　痛みがある時は、 症状が進行している時です。

この時期に治療することで、 ある程度の改善が

可能になります。 重症化してしまうと、 手術する

可能性が出てきてしまうので、 そうならないよう、

早目に手を打ちたいですね。

　困ったら近くの整形外科にご相談ください。

　長い人生で付き合っていく自分の足です。 普

段から入浴時などにチェックしましょうね！

（整形外科　出田　聡志）

足の縦アーチと横アーチ

「巻き爪 ・ 陥入爪 ・ 外反母趾を治す本」 / 町田英一 著 / マキノ出版　より引用
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平成 26 年 2 月の特診外来予定表平成 26 年 2 月の特診外来予定表平成 26 年 2 月の特診外来予定表
泌尿器科 耳鼻科

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
★　午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
　　9：00 ～ 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。

循環器科 神経内科 皮膚科

午前、午後（～15時）

★

2月3日（月）
畑地先生

★午前、午後

★午前、午後

★午前、午後

森先生
★午前

調先生
★午前

計屋先生
★午前、午後

2月4日（火）

2月5日（水）

畑地先生
午前

原先生
午前

2月6日（木）

★

午前、午後（～15時）

松尾先生
★午前、午後

松尾先生

2月10日（月）

2月12日（水）

北岡先生
午前

2月17日（月）
穐山先生

鍬塚先生
午前

2月13日（木）

2月14日（金）

武野先生
★午前、午後★

午前、午後（～15時）

竹原先生
★午前、午後

竹原先生

2月18日（火）

2月19日（水）

穐山先生
午前

竹中先生
午前

2月20日（木）

2月21日（金）

2月24日（月）
駒澤先生

★

午前、午後（～15時）

大庭先生
★午前、午後

大庭先生

2月25日（火）

2月26日（水）

駒澤先生
午前

富村先生
午前

2月27日（木）

2月28日（金）

2月11日（祝）

計屋先生
2月7日（金）

深江先生
★午前、午後
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　上五島病院では、 昨年の４月から２名の先生が研修医として勤務しています。

　３月末で１年間の勤務を終える神田先生と伊藤先生に、 上五島病院での研修の思い出や感想を伺い

ました。

　研修医の神田萌です。 ここ上五島病院で医師として働き始めてから早1年が経とうとしています。

　この病院で働くことを決めたきっかけは、 学生の頃に 1 ヶ月この病院で実習させていただいた

ことにあります。 わずか 1 ヶ月の間でもたくさんの患者さんに出会い、 「来年もまた来てください」

と言われたのが印象的でした。

　現在は医師として、 期間によって内科や外科、 整形外科、 産婦人科と様々な科で働かせて

いただいています。 入院で受け持った患者さんは 200 人近くになりますが、 今でも外来の廊下

などでお会いするとたくさん声をかけていただいて嬉しくなります。

　ずっと病院にいると、 私たち医療者が治療して患者さんの病気を治しているかのような気にな

りがちですが、 普段患者さんとお話したり、 元気になって退院されていく姿を見たりする中で、

患者さんご自身が自分の力で病気と戦っているのだなと、 それに寄り添って精一杯お手伝いが

できたらいいなと日々感じます。

　寒い毎日が続きますが、 皆様お体を大事に元気に過ごされてください。 院内の色々なところ

にいますので、 いつでも声をかけていただけると嬉しいです。

（研修医　神田　萌）

　上五島に来て、 はや１０ヶ月。 厳しい冬の寒さ （とくに風が・・・ ）

が辛い最近ですが、 徐々になれてきたこのごろです。 去年の４月

を思い起こせば期待と厳しさ覚悟し、 ワクワクしながらバイクに荷

物と色んな思いを詰め込み奈良尾港から上陸しました。 日々いろ

んなことを学び、 いろんなことを吸収している毎日を過ごしていま

す。 多くの患者さんと触れ合い、 いろいろと学びや気づき、 クリ

ニカルクエスチョンが尽きないです。 島の方々の優しさに癒される

ことも多々あります。

　あまり、 真面目な話もあれなんで。 休日は上五島の自然を満喫

し、 海水浴やバーベキュー、 教会やサンセットビューなどを見にド

ライブしたり備蓄会館で漫画を読んだりなどしています。 頭ヶ島や日の島など海も綺麗でしたが、

とくに印象的なのは蛍です。 あの大粒の蛍を来年もぜひ見に行きたいです。 一応、 プライベー

トも充実した楽しい数ヶ月もありました。 冬は夏よりも空気が澄んでおり、 夜空がきれいで癒さ

れる毎日です。 今後の予定は牡蠣小屋と釣りをやってみたいと思っています。 僕を見かけたら

かっとっぽ見たよと一言かけてください。

（研修医　伊藤　隆伸）

研　修　医　よ　り
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　今月は、有川医療センター放射線科の紹介です。

放射線科は、玄関入って、左に曲がり外来通りす

ぎて、検査室前を左に曲がって突き当りにありま

す。左奥です。

　業務として、一般撮影、ＣＴ検査、超音波検査（除

心臓）骨密度測定（前腕）を行っています。

　現在、技師一人で業務を行っているため、受付

にはケース入れと呼鈴を置いています。外来の方

は診察券と検査名カードの入ったケースを、検診

の方は進行表を看護師から受け取り、それを受付

のケース入れに置いて、呼鈴を押すか一声かけて

椅子に座ってお待ちください。

　受付横のドアは開放していますが、奥が超音波

検査スペースになっておりますので、無断立ち入

りはご遠慮下さい。

　業務をスムーズに行うため、撮影の優先順位を付けています。

　予約外来検査＞外来撮影＞外来飛入り検査＞検診撮影

　検診の方には申し訳ありませんが、外来の方を優先撮影させていただいております。ご

了承くださいますようお願いします。

　予約検査の方は、検査時間１０分ぐらい前の来院をお願いします。予約時間に来られて

も、血圧測定、問診等で放射線科に来られるのが遅くなり、時間どおり出来ない可能性が

高くなりますので、ご協力お願いします。

　当センターでは、月、水、金夜間外来（受付１９時まで）、土曜

外来（受付１１時半まで）を行っています。夜間外来、土曜外来（月

１回）は、上五島病院の技師に応援に来て貰っています。仕事の

都合で昼間受診出来ない方も、夜間、土曜外来で検査出来ますの

でご利用ください。

　出来るだけ放射線科での待ち時間を短くするよう努力しており

ますが、何かご意見、ご要望がございましたら、事務受付カウンター

の左横のカウンターに投書箱を用意してますので、ご利用くださ

い。

（有川医療センター　放射線　技師長　中村鉄男）

有川医療センターより

有川医療センター部署紹介⑤

－　放射線科　－

有川医療センター部署紹介⑤

－　放射線科　－

有川医療センター部署紹介⑤

－　放射線科　－
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　なぜ２月だけ短いのでしょうか？

　これは暦（こよみ）がどのようにできたの

かと深い関係があります。今使われている暦

というのは、２０００年以上も前に、ローマ

で作られた暦が、約４００年前に改良（かい

りょう）されてできたものです。ですから、

今のわたしたちにはあまりなじみのない、当

時の外国の習慣（しゅうかん）がいくらか残っ

ているのです。

　

　今は１月が１年の始まりですが、大昔の

ローマでは３月が１年の始まりとされていま

した。おそらく、作物の芽がでる春が、１年

の始まりにふさわしいと考えたためだと思わ

れます。３月で始まると、２月は１年の最後

の月になります。

　次に、その２月が２８日であった理由です

が、現在の暦は、３０日の月と、３１日の月

がだいたい交互（こうご）にならんでいます

が、大昔のローマの人たちは２９と３１を縁

起（えんぎ）のいい数字と信じていました。

それで、１か月を２９日か３１日として暦を

作ったところ、最後の２月が２８とはんぱに

なってしまったのです。しかし彼らは、それ

を気にすることなく、暦を使い始めたという

わけです。

　その後、何度か暦が作りかえられていくう

ちに、今のように１か月は 30 日か 31 日に

かわったのですが、どうしても１年の中に短

い月を１つ入れないと、365 日になりませ

ん。そのため、今でも一番短い月は２月とい

うことになっているのです。

　2 月は、あっという間に終わってしまいます。

充実した日々を送れるよう過ごしてください。

（広報委員会　舛田・清水）

○基本理念

　地域と共に歩み、

　　　　　　信頼され親しまれる病院

○５つの行動目標

①信頼と満足の得られる医療の提供

②地域の基幹病院としての診療機能の

　充実

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化

⑤地域における疫学研究と医療従事者の

　教育・研究の推進

◆ご意見、ご感想を下記までお寄せ

ください。

長崎県上五島病院

857-4404

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

電話　0959-52-3000

F A X　0959-52-2981

Email　kamihp@gold.ocn.ne.jp

URL　http://www.kamigoto-hospital.jp

編集 ・ 発行 ： 上五島病院広報委員会　　2014.2.1 発行　　発行責任者 ： 八坂貴宏

－　あ　と　が　き　－


