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大台町（旧宮川村）父
母の実家。これが故郷
ですが、私は久居で生ま
れ、幼稚園から高校卒
業まで松阪で過ごしまし
た。宮川は夏の遊び場
で、親戚と蚊帳を抱えて
川原でキャンプ。川に放
り込まれて泳ぎを覚えました。松阪では開業間もない我が家は忙しく、父は過
労で倒れ１年以上入院。その年、伊勢湾台風は我が家の屋根を見事に吹
きとばし、初めて腰を抜かす経験をしたのが小学１年の秋です。健康だけには
恵まれた私はおかげですくすくと育ち、器楽部に入っては背の高さからコントラ
バス担当。弾けもしない樂器に四苦八苦しておりました。（写真は小学校6年
三重県健康優良児で表彰されたとき、元気になった父親、家族で新聞掲載
用にとられたものです。）

患者さんへのメッセージ
肺がんは不治の病ではなく早期発見治療で十分治療は可能です。当科では
手術以外でも可能な限り対応できるよう体制を整えていますので、お気軽に
ご連絡、ご相談ください。

出身地はどちらですか？
幼少時の想い出を聞かせてください。Q1.

やはり医師だった父の背中を見て育ったからでしょうか。ただ、小学６年生のと
きに読んだ朝日新聞の連載「癌でも笑って死ねるんだ」という記事が強く印
象に残っており、そのことががん治療という今の道へと進むきっかけだったの
かもしれません。実際医師になってから東京の図書館でその記事を探した事
があるのです。結局見つかりませんでしたが。

学生時代は漠然と外科系に進みたいと考えていました。病院で臨床実習
を重ねていくうち当時大学での呼吸器外科のアカデミックさに惹かれたの
だと思います。

呼吸器外科を
専門にしたのはなぜですか？Q3.

今後力を入れて行きたい事は何ですか？Q5.

検診精査例はもちろん、長く続く咳や治りにくい肺炎など少しで
も不安な症例、判断に困る症例がありましたらいつでもご相談く
ださい。

肺癌治療はもちろんですが、ならない工夫一次予防や早期発
見二次予防も大切な癌対策です、現在青少年へのタバコ学
習などを行っていますがさらに拡大し禁煙外来を含めた予防に
力を入れて行きたいと考えています。

Q7.
寮で騒いで、飲んで、引越し
はリヤカーで、飲んで、夏はテ
ニス合宿東医体で終わり、
飲んで、冬はテニス仲間とス
キーで、飲んで、あまり学問の
想い出はありません。（写真
は大学6年、大学のテニス
コートです）

紹介を希望する疾患を教えてくださいQ6.

Q2. なぜ医師をめざしたのですか？

趣味や好きな事、
（ストレス発散方法など）は何ですか？Q4.
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映画も好きですが、学生時代から続けているテニスでしょうか？
「へた」ながらボールを打っている。ストレス発散には抜群の効
果です。それと実家で愛犬に遊んでもらっているとき、これも捨
てられません。

H O S P I T A L

次号は松島副院長からバトンが渡されたドクターです。お楽しみに！！

学年１着のメダルと賞状

松島　康 まつしま　やすし 呼吸器外科　副院長

このコーナーでは毎号当院のドクターを紹介してまいります。
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Orthopedic surgery

　　　足の外科とは
足の外科といってもなかなかピンと来

ないと思いますが、足部・足関節のトラ

ブルは、整形外科では非常にポピュラ

ーな疾患で、外反母趾、アキレス腱断

裂、扁平足障害、足のスポーツ障害な

どがその代表的疾患になり、若い方と、

年配の方で罹る疾患は異なります。若

い方の場合、足首のねんざが多く、ねん

ざが適切に治療されれば良いのです

が、ねんざ後にゆるみが残ることがあり

ます。なかでも足首の不安定性が残る

人に対しては、それを治療し運動ができ

るよう足の怪我に対して治療を行いま

す。それに対して、年配の方で多いの

は、扁平足や外反母趾、変形性膝関節

症と同じような、足の変形性関節症が

あり、そういった疾患に対して治療を行

っています。足の変形性関節症とは、足

部の変形のことで、膝の場合、骨自体は

太ももとすねの骨とお皿だけなのです

が、足の場合は、多くの骨があるため、

関節の数が多く、それぞれの関節の変

形や痛みに対して治療を行っていくの

でその分膝とは違う疾患も多くありま

す。原因は、膝と同じように体重がかか

る、もしくは年齢とそれに付随した変化

があるのですが、足の形でももともと扁

平足の人とそうでない人で症状が出た

り出なかったりすることがありますの

で、体重以外の要素、もしくは明らかな

原因のない場合もありますが、この場合

には足関節が不安定な人に生じること

が多くみられます。
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　　予防について
予防という点では、膝と同じで、体重のコ

ントロールは少なからず効果があります。

また、足の指の力というのは、地面を掴む

力が大切ですので、それが弱くなってくる

と体重がかかる方向ではない方向に力が

かかることで症状が進行します。少し足

の指を動かす運動をしたり、足で地面を

掴む力を鍛えるようなリハビリをしていた

だくことで予防につながります。

　　自覚症状
普段の生活では症状は出ないけれど、長

時間、長い距離を歩いた時に疲れが出て

痛みが出るようになります。症状が続くよ

うになった時には一度相談してください。

歩行時の痛みが続く時には受診するきっ

かけになると思います。

　　診断方法
足は、周りについている筋肉が少ないの

で、とても触りやすいんですね。レントゲ

ンでわかる変化もあるのですが、触って

動かしてみて、痛いか痛くないか、押して

みて痛いか痛くないかなど、やはり触診を

して動かしてみることが大切です。患者さ

んには、どんなお仕事をしているのか？ど

んな靴を履いて、どのような負担がかか

っているのか？症状をしっかりお聞きし
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て、できるだけ原因を見つけてあげること

が重要です。

　　大切なこと
足は、手や膝と違って靴や靴下で隠れて

ることが多いんですね。外反母趾にして

も多少の変化では来られず、皆さんぎり

ぎりまで我慢してから受診されることが

多いので、初めての診察で手術適応にな

ることも少なくありません。元々、四足歩

行だったのが、人間は二足歩行に進化

し、股関節、膝、足で体重を受けているの

ですが、股関節・膝に比べて、後回しにさ

れがちですので、足は体重を支える大事

な一部分であることを忘れないで欲しい

です。

まだ足の外科の専門医は少なく、最近よ

うやくスポットライトをあびてきたのです

が、数年ほど前までは、膝、脊椎、手の外

科などに比べると、まだポピュラーではあ

りませんでした。今は、随分、足を診る整

形外科専門医も増えてきました。

歩行時・運動時に足の痛みがある時は是

非ご相談ください。
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中空　繁登医師
◆出身大学／三重大学医学部
◆専門分野／膝関節・足の外科、
　スポーツ整形
◆資格認定
・日本整形外科学会専門医
・日本整形外科学会リハビリテーション医
・日本整形外科学会スポーツ医
・日本体育協会公認スポーツドクター
・三重大学医学部臨床准教授
・補装具適合判定医

今号でパート⑥となる整形外科シリーズ。
今回は足の外科についてお送りします。

⑥



きのしたクリニック
連 携 医 療 機 関 紹 介 D A T A

TEL 059-380-0777
 住所

 鈴鹿市東旭が丘2-17-8
 診療科目

 ●胃腸内科 ●外科●内科●肛門内科
 ●リハビリテーション科

 診療時間

 午前／9時00分～12時00分
 午後／3時30分～7時00分
 

  休診日

 火曜午後、土曜午後、日曜、祝日
 

月 火 水 木 金 土 日

午　前

午　後

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ × ○ ○ ○ × ×   

開院5年のフレッシュなクリニック

患者さんへのメッセージ患者さんへのメッセージ

胃腸系はお任せください！胃腸系はお任せください！

きのしたクリニックは、旭が丘交差点を

300m程北上した閑静な住宅街にあり

ます。白を基調とした明るい院内には、

所々に緑があしらわれ落ち着いた雰囲

気が広がります。

院長の木下恒材先生は、近畿大学医学

部を平成3年（1991年）にご卒業後、消

化器外科をご専門とされ、近畿大学附

属病院、上野総合市民病院（現伊賀市

立上野総合市民病院)、村瀬病院、桑

名市民病院(現桑名西医療センター)、

三重県立総合医療センターなどの医療

機関で勤務医としてご活躍されたの

ち、平成22年2月（2010年）この地に開

業されました。

幼少の頃から、文系か理系かで言え

ば、理系が好きだったという先生。理系

でも機械を扱う工学系より、人と接する

医師という職業に憧れたといいます。

「医師はカッコいいというイメージがあ
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ば、理系が好きだったという先生。理系

でも機械を扱う工学系より、人と接する

医師という職業に憧れたといいます。

「医師はカッコいいというイメージがあ

りましたね。中でも外科を選んだの

は、ドラマや手塚治虫さんの漫画でも

活躍する主人公の外科医に魅了され

たという、そんな単純な理由からです

（笑）」

この地域は色々な意味で発展していく

地域であると思い、開業の地として選

ばれたとおっしゃる先生ですが、開業

をしたきっかけを伺うと「長い間外科

医として執刀していた訳ですが、いつ

までメスを握ることができるかわから

ないと思う部分がありました。診療所

は歳を重ねても続けていけます。18年

間の経験を生かし、末永く地域密着型

のホームドクターとして役に立ちたい

と思ったのがきっかけかもしれませ

ん」。

現在先生を筆頭に、看護師2名、事務

員3名の6名で診療を行っています。

外科医として消化器を専門に研鑽を積

まれ、胃腸科、腹部臓器に関しては、

見逃さない自信があると自負される先

生に胃腸系で気をつける事を伺うと、

「例えば、胃腸風邪などをひいたあと、

良くなるといつも通り食べてしまうん

ですね。そこは少し慎重になっていた

だいて、少しずつ慣らしていって欲し

いですね。私自身も、体調が回復して

きたな、と思うとついお腹いっぱい食

べてしまうこともあります。せっかく治

りかかっているのに、ぶり返すというこ

とも良くあることなんですね。併せて、

胃腸系で代表的な疾患は、胃腸風邪、

胃痛などですが、そこから大きな病気

がみつかる場合もあります」。
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外科医として消化器を専門に研鑽を積

まれ、胃腸科、腹部臓器に関しては、

見逃さない自信があると自負される先

生に胃腸系で気をつける事を伺うと、

「例えば、胃腸風邪などをひいたあと、

良くなるといつも通り食べてしまうん

ですね。そこは少し慎重になっていた

だいて、少しずつ慣らしていって欲し

いですね。私自身も、体調が回復して

きたな、と思うとついお腹いっぱい食

べてしまうこともあります。せっかく治

りかかっているのに、ぶり返すというこ

とも良くあることなんですね。併せて、

胃腸系で代表的な疾患は、胃腸風邪、

胃痛などですが、そこから大きな病気

がみつかる場合もあります」。

～小さな診療所ですから、血液検査の

結果もすぐはでませんし、CTなどもあ

りませんが、初期症状のトリアージは

あなたの街のお医者さん

しっかりやらせていただきます。当院

で対応できる場合とそうでない場合の

見極めが大切です。当然、大病院の先

生方もそれを望んでおられるはずで

す。中には、大きな病気が隠れている

か否か疑わしい場合もありますので、

精密検査を必要とする場合は、鈴鹿回

生病院さんのような基幹病院へご紹介

させていただきたいと思います。私自

身のモットーとしましては、患者さんの

お話をしっかりと聞き、丁寧に診療し

ていきたいと思っています。～

今後も地域のホームドクターとしての

ご活躍を期待しています。
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医師を目指したきっかけ

院長の木下 恒材先生

ロコモ予防体操（脚）　ロコモ
シリーズ

大腿部
内面

理学療法士
南　隼人
理学療法士
南　南 隼人

●呼吸は止めないよう
にする。

●反動をつけたり、押さ
えつけたりしないよう
にする。

●20～30秒程度、ゆっ
くりしっかり伸ばす。
●ストレッチングする部
位の筋が十分伸張す
る感覚を意識する。
●痛みを感じない程度
に伸ばす。

Point

※次号ではロコモ予防体操（体幹）をご紹介させていただく予定です。

大腿部
背面

大腿部
前面

ふくら
はぎ

コツコツ

頑張って

続けまし
ょう！

管理栄養士 
田川久美子

発信@
栄養管理室
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ピックアップ食材ピックアップ食材ピックアップ食材

ビーリーフビーリーフビーリーフ

①水菜は2cm、トマトは5-7mm輪切りにして
おく。

②レンコンは皮をむきスライスし、酢水に漬
けアクをぬき、ザルにあげて水気をきって
おく。舞茸は適当な束になるようばらし、さ
つまいもは2cm角に切っておく。

③2を160～170度の油で素揚げしておく。
④ドレッシングを作る。ボウルにＡを合わせ、
みじん切りにした胡瓜と玉葱を軽く水気を
切っていれる。

⑤器にトマト、水菜、ベビーリーフ、素揚げし
た野菜を彩りよく盛り付け、ドレッシング、
粉チーズをかけて出来上がり。

ベビーリーフ

水菜

トマト

　舞茸

　レンコン 

　さつまいも

　揚げ油
ドレッシング
胡瓜

玉葱

　オリーブ油

　ワインビネガー

　粒入りマスタード

　チキンコンソメ

　黒こしょう

粉チーズ

40ｇ（1袋）

100ｇ（1/2袋）

400ｇ（小2個）

　100ｇ（1Ｐ）

60ｇ（中1/2節）

　60ｇ（中1/3個）

適量

50ｇ（中1/2本）

30ｇ（小1/4個）

大2

大1

小1/2

小1と1/2

少々

小1

【材料】（4人分）
【作り方】

【栄養成分】　1人分
A

●ベビーリーフ
ベビーリーフは発芽して10～30

日以内の野菜の幼葉で、水菜や

ほうれん草、小松菜、テーブル

ビート、レタス、からし菜、エン

ダイブ、ルッコラなど30種類程

の野菜のうち数種類を彩り良く

組み合わせて販売されています。

成長した野菜と同じ分の栄養を

小さい葉で摂取できる栄養価の

高い食品で、レタスに含まれる

栄養素と比較すると、どれを

とってもベビーリーフの方が優

れています。

葉がやわらかくボリューム感が

出やすいですが、1回の摂取量

は10ｇに満たないことが多いの

で、他の野菜と組み合わせて摂

取するようにしましょう。

170kcal
3.5ｇ
11.2ｇ

エネルギー　
蛋白質　　　
脂質　　　　

0.5ｇ
3.6ｇ

塩分　　　　
食物繊維　　
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TEL 059-380-0777
 住所

 鈴鹿市東旭が丘2-17-8
 診療科目

 ●胃腸内科 ●外科●内科●肛門内科
 ●リハビリテーション科

 診療時間

 午前／9時00分～12時00分
 午後／3時30分～7時00分
 

  休診日
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午　前

午　後
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300m程北上した閑静な住宅街にあり

ます。白を基調とした明るい院内には、

所々に緑があしらわれ落ち着いた雰囲

気が広がります。
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化器外科をご専門とされ、近畿大学附
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三重県立総合医療センターなどの医療

機関で勤務医としてご活躍されたの

ち、平成22年2月（2010年）この地に開

業されました。

幼少の頃から、文系か理系かで言え

ば、理系が好きだったという先生。理系

でも機械を扱う工学系より、人と接する
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地域であると思い、開業の地として選
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をしたきっかけを伺うと「長い間外科

医として執刀していた訳ですが、いつ
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大台町（旧宮川村）父
母の実家。これが故郷
ですが、私は久居で生ま
れ、幼稚園から高校卒
業まで松阪で過ごしまし
た。宮川は夏の遊び場
で、親戚と蚊帳を抱えて
川原でキャンプ。川に放
り込まれて泳ぎを覚えました。松阪では開業間もない我が家は忙しく、父は過
労で倒れ１年以上入院。その年、伊勢湾台風は我が家の屋根を見事に吹
きとばし、初めて腰を抜かす経験をしたのが小学１年の秋です。健康だけには
恵まれた私はおかげですくすくと育ち、器楽部に入っては背の高さからコントラ
バス担当。弾けもしない樂器に四苦八苦しておりました。（写真は小学校6年
三重県健康優良児で表彰されたとき、元気になった父親、家族で新聞掲載
用にとられたものです。）

患者さんへのメッセージ
肺がんは不治の病ではなく早期発見治療で十分治療は可能です。当科では
手術以外でも可能な限り対応できるよう体制を整えていますので、お気軽に
ご連絡、ご相談ください。

出身地はどちらですか？
幼少時の想い出を聞かせてください。Q1.

やはり医師だった父の背中を見て育ったからでしょうか。ただ、小学６年生のと
きに読んだ朝日新聞の連載「癌でも笑って死ねるんだ」という記事が強く印
象に残っており、そのことががん治療という今の道へと進むきっかけだったの
かもしれません。実際医師になってから東京の図書館でその記事を探した事
があるのです。結局見つかりませんでしたが。

学生時代は漠然と外科系に進みたいと考えていました。病院で臨床実習
を重ねていくうち当時大学での呼吸器外科のアカデミックさに惹かれたの
だと思います。

呼吸器外科を
専門にしたのはなぜですか？Q3.

今後力を入れて行きたい事は何ですか？Q5.

検診精査例はもちろん、長く続く咳や治りにくい肺炎など少しで
も不安な症例、判断に困る症例がありましたらいつでもご相談く
ださい。

肺癌治療はもちろんですが、ならない工夫一次予防や早期発
見二次予防も大切な癌対策です、現在青少年へのタバコ学
習などを行っていますがさらに拡大し禁煙外来を含めた予防に
力を入れて行きたいと考えています。

Q7.
寮で騒いで、飲んで、引越し
はリヤカーで、飲んで、夏はテ
ニス合宿東医体で終わり、
飲んで、冬はテニス仲間とス
キーで、飲んで、あまり学問の
想い出はありません。（写真
は大学6年、大学のテニス
コートです）

紹介を希望する疾患を教えてくださいQ6.

Q2. なぜ医師をめざしたのですか？

趣味や好きな事、
（ストレス発散方法など）は何ですか？Q4.

essage
患者さんへ

eM

映画も好きですが、学生時代から続けているテニスでしょうか？
「へた」ながらボールを打っている。ストレス発散には抜群の効
果です。それと実家で愛犬に遊んでもらっているとき、これも捨
てられません。

H O S P I T A L

次号は松島副院長からバトンが渡されたドクターです。お楽しみに！！

学年１着のメダルと賞状

松島　康 まつしま　やすし 呼吸器外科　副院長
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Orthopedic surgery

　　　足の外科とは
足の外科といってもなかなかピンと来

ないと思いますが、足部・足関節のトラ

ブルは、整形外科では非常にポピュラ

ーな疾患で、外反母趾、アキレス腱断

裂、扁平足障害、足のスポーツ障害な

どがその代表的疾患になり、若い方と、

年配の方で罹る疾患は異なります。若

い方の場合、足首のねんざが多く、ねん

ざが適切に治療されれば良いのです

が、ねんざ後にゆるみが残ることがあり

ます。なかでも足首の不安定性が残る

人に対しては、それを治療し運動ができ

るよう足の怪我に対して治療を行いま

す。それに対して、年配の方で多いの

は、扁平足や外反母趾、変形性膝関節

症と同じような、足の変形性関節症が

あり、そういった疾患に対して治療を行

っています。足の変形性関節症とは、足

部の変形のことで、膝の場合、骨自体は

太ももとすねの骨とお皿だけなのです

が、足の場合は、多くの骨があるため、

関節の数が多く、それぞれの関節の変

形や痛みに対して治療を行っていくの

でその分膝とは違う疾患も多くありま

す。原因は、膝と同じように体重がかか

る、もしくは年齢とそれに付随した変化

があるのですが、足の形でももともと扁

平足の人とそうでない人で症状が出た

り出なかったりすることがありますの

で、体重以外の要素、もしくは明らかな

原因のない場合もありますが、この場合

には足関節が不安定な人に生じること

が多くみられます。

　　　足の外科とは
足の外科といってもなかなかピンと来

ないと思いますが、足部・足関節のトラ

ブルは、整形外科では非常にポピュラ

ーな疾患で、外反母趾、アキレス腱断

裂、扁平足障害、足のスポーツ障害な

どがその代表的疾患になり、若い方と、

年配の方で罹る疾患は異なります。若

い方の場合、足首のねんざが多く、ねん

ざが適切に治療されれば良いのです

が、ねんざ後にゆるみが残ることがあり

ます。なかでも足首の不安定性が残る

人に対しては、それを治療し運動ができ

るよう足の怪我に対して治療を行いま

す。それに対して、年配の方で多いの

は、扁平足や外反母趾、変形性膝関節

症と同じような、足の変形性関節症が

あり、そういった疾患に対して治療を行

っています。足の変形性関節症とは、足

部の変形のことで、膝の場合、骨自体は

太ももとすねの骨とお皿だけなのです

が、足の場合は、多くの骨があるため、

関節の数が多く、それぞれの関節の変

形や痛みに対して治療を行っていくの

でその分膝とは違う疾患も多くありま

す。原因は、膝と同じように体重がかか

る、もしくは年齢とそれに付随した変化

があるのですが、足の形でももともと扁

平足の人とそうでない人で症状が出た

り出なかったりすることがありますの

で、体重以外の要素、もしくは明らかな

原因のない場合もありますが、この場合

には足関節が不安定な人に生じること

が多くみられます。

　　予防について
予防という点では、膝と同じで、体重のコ

ントロールは少なからず効果があります。

また、足の指の力というのは、地面を掴む

力が大切ですので、それが弱くなってくる

と体重がかかる方向ではない方向に力が

かかることで症状が進行します。少し足

の指を動かす運動をしたり、足で地面を

掴む力を鍛えるようなリハビリをしていた

だくことで予防につながります。

　　自覚症状
普段の生活では症状は出ないけれど、長

時間、長い距離を歩いた時に疲れが出て

痛みが出るようになります。症状が続くよ

うになった時には一度相談してください。

歩行時の痛みが続く時には受診するきっ

かけになると思います。

　　診断方法
足は、周りについている筋肉が少ないの

で、とても触りやすいんですね。レントゲ

ンでわかる変化もあるのですが、触って

動かしてみて、痛いか痛くないか、押して

みて痛いか痛くないかなど、やはり触診を

して動かしてみることが大切です。患者さ

んには、どんなお仕事をしているのか？ど

んな靴を履いて、どのような負担がかか

っているのか？症状をしっかりお聞きし
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て、できるだけ原因を見つけてあげること

が重要です。

　　大切なこと
足は、手や膝と違って靴や靴下で隠れて

ることが多いんですね。外反母趾にして

も多少の変化では来られず、皆さんぎり

ぎりまで我慢してから受診されることが

多いので、初めての診察で手術適応にな

ることも少なくありません。元々、四足歩

行だったのが、人間は二足歩行に進化

し、股関節、膝、足で体重を受けているの

ですが、股関節・膝に比べて、後回しにさ

れがちですので、足は体重を支える大事

な一部分であることを忘れないで欲しい

です。

まだ足の外科の専門医は少なく、最近よ

うやくスポットライトをあびてきたのです

が、数年ほど前までは、膝、脊椎、手の外

科などに比べると、まだポピュラーではあ

りませんでした。今は、随分、足を診る整

形外科専門医も増えてきました。

歩行時・運動時に足の痛みがある時は是

非ご相談ください。
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中空　繁登医師
◆出身大学／三重大学医学部
◆専門分野／膝関節・足の外科、
　スポーツ整形
◆資格認定
・日本整形外科学会専門医
・日本整形外科学会リハビリテーション医
・日本整形外科学会スポーツ医
・日本体育協会公認スポーツドクター
・三重大学医学部臨床准教授
・補装具適合判定医

今号でパート⑥となる整形外科シリーズ。
今回は足の外科についてお送りします。

⑥




