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白 黄 黒

●爪白癬 ●肥厚爪
●マニキュア

●爪甲下血腫
●爪甲色素線条
  （良性）
●悪性黒色腫
●壊疽

色

疑
わ
れ
る

　疾
患
・
原
因

爪の基礎知識 爪のアセスメントポイント

爪は約0.1mm/日の速さで伸びるといわれています。
つまり、手の爪は約6ヵ月、足の爪は約12～18ヵ月で
生え変わることになります。

ただし、暑い時期、若年者、男性の方が
爪は速く伸びるとされています。

爪の構造と役割 色によるアセスメント

形によるアセスメント

肥厚した爪 薄い爪 弯曲した爪

●爪乾癬
●爪甲鉤彎症
●爪白癬

●匙状爪
●爪扁平苔癬

●巻き爪
●陥入爪

形

疑
わ
れ
る

　疾
患
・
原
因

爪先

甘皮、爪上皮

歩く時・立つ時に足を安定させる。

Imai A, et al.: Int J Dermatol, 50（2） : 215-220, 2011

爪に異常があると下肢機能が低下し、
歩行障害や転倒の原因になる。

爪床

爪甲

爪半月

爪溝

爪母

甘皮、爪上皮

爪甲

爪下皮

爪の構造

趾爪の役割

ワンポイントアドバイス
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指先に合わせる
または1mm以内

ネイルケアの基本

爪切りの基本 適切な爪の形状

＜撮影協力＞
「爪切り屋」メディカルフットケアJF協会　本林麻紀子 先生

足先を包み込むようにして、
タオル等で押さえるように
水気を拭きとる。

爪の掃除（角質除去）
爪の形や皮膚との境界を明
らかにするため、爪周囲を
掃除する。爪先の皮膚は、
引っ張らずに余裕を持たせた
柔らかい状態にすると良い。
ゾンデを使えない場合は歯
ブラシなどを用いて爪周囲
を掃除する。

爪を切る順序
亀裂が生じたり角が残る
のを防ぐため、爪先の端
から爪の形に沿って少し
ずつ切る（図左）。ニッパー
の刃の向きも爪の弯曲
に合わせるとよい（図右）。

爪の洗浄と拭き取り
足浴（38～40℃、3～5分程度）
で、爪を柔らかくし爪周囲の
汚れを取りやすくする。

スクエアオフ
爪を切る際は、まっすぐ横にスクエアに切ってから両端
の角を軽く丸めた「スクエアオフ」が適している。

よくない爪の形状
バイアス切りは、斜めにカットされた先端から巻き爪に
なるおそれがある。また、深爪は陥入爪や細菌感染症を
起こすおそれがある。
バイアス切り

爪甲の両端を
斜めに深く切った形状

深爪

指先より
爪を短く切りすぎた形状

角は少し
丸くカット

まっすぐ横に切る

爪は少しずつ切ることが大切で、特に
角を斜めに深く切ると深爪になるため
注意が必要です。

ワンポイントアドバイス
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ネイルケアの基本

使用する道具

爪用ゾンデ
爪の掃除に用いる。爪
溝や爪下皮にあてがい、
やさしく練るようにして
爪周囲を掃除する。
掻き出すようにしては
いけない。爪の内部にたまった角質を除去するため、
先端がスプーン状のものもある。

爪やすり
爪やすりにはガラス製
と金属製がある。
ガラス製は当たりが柔ら
かいため、皮膚に傷を
つけにくい。金属製は、
ガラス製のものより薄いため、細かい部分に使用できるが、
皮膚を傷つけないよう注意したい。

爪切りニッパー
直線的な刃先のタイプが
真っ直ぐにカットしやす
いが、爪の形に合わせ、
刃の根元が突出している
タイプ（イラスト左下）も
適宜使用する。肥厚の強い爪には刃が大きなサイズを用いる。

爪の左右両端から中央に
向けてかける。往復させない。

爪上皮から先端（上から下）
へ向けてかける。爪を持ち
上げる方向にはかけない。

爪やすりをかけた後は、
滑らかかどうかを指先で
確認する。

爪切りニッパーの使い方

爪やすりのかけ方

患者の対面から爪を切る場合、刃先の平らな方を患者
に向け、ニッパーを持つ。第1指を固定し、握るように動
かして切る。まっすぐ
にカットできるよう、
爪全体を上から見下
ろすような体勢をとり、
ニッパーの刃先1/3
くらいを用いて小刻
みにカットするのが
ポイント。
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爪白癬のケア

爪白癬の基本と診断 爪白癬の治療

爪白癬のネイルケアのポイント多くは足白癬の不十分な治療による。原因

初期は爪の先端のみが混濁し、そう痒感や痛みが
無いことも多いため放置されやすい。
重症化（肥厚・変形など）すると、爪が靴に当たる
などして痛みを生じ、糖尿病などの基礎疾患がある
場合、皮膚の傷から二次感染のリスクも高まる。

重症化しないよう、早期から
の治療が重要。
主に外用薬と経口薬が用いら
れる。ネイルケアを行うこと
でより効果的な治療が期待
できる。

症状

真菌学的検査（KOH液で処理した爪の直接鏡検、
爪から培養した真菌の鏡検など）による確定診断
が必要。

診断

白癬菌

肥厚・硬化した爪の処置
電動やすり（グラインダー、
フットケアマシン）でカット
する。粉塵の吸引機能が
付いたタイプの電動やすり
もある。鱗屑がボロボロと
出てくるので、カット前に
濡れたガーゼなどで拭き
取る。

肥厚の程度が低い爪の処置
爪切りニッパーを用いて前述（P4～7）のとおりにカット
する。

肥厚症例 白濁症例
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巻き爪・陥入爪のケア

巻き爪・陥入爪の原因と症状 巻き爪・陥入爪の基本的な治療アルゴリズム

窮屈な靴や圧迫力の強いストッキングによる外力、
寝たきりや麻痺による母趾への非荷重、外反母趾
など。

原因

爪甲の側縁が過度に弯曲して内側に巻き込み、
トランペット型やホチキス型を呈した状態。炎症や
痛みを生じ、しばしば側爪に肉芽形成を伴う。

症状

不適切な爪の切り方
（深爪）や外的な強い
刺激など。

原因

爪甲の側縁が周囲
軟部組織に食い込
んで炎症を生じる。
爪棘が形成されてい
る場合が多い（写真
右下）。

症状

巻き爪 巻き爪治療のアルゴリズム

陥入爪

●テーピング法
●ガター法
●コットンパッキング法
●アイロン法
●ワイヤー法・クリップ法

※ 足変形（開張足・外反母趾など）がみられる場合は、フットウエア（靴・靴下・インソール）
　 の指導や処方、歩行指導が必要である。

●テーピング法
●ワイヤー法・クリップ法

疼痛の有無

あり なし

陥入爪治療のアルゴリズム

●コットンパッキング法
●テーピング法
●ガター法
●手術

※ 足変形（開張足・外反母趾など）がみられる場合は、フットウエア（靴・靴下・インソール）
　 の指導や処方、歩行指導が必要である。

●コットンパッキング法
●テーピング法
●人工爪作製
●ワイヤー法

肉芽の有無

あり なし

フェノール法
楔状切除術
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巻き爪・陥入爪のケア

テーピング法

爪甲周囲の軟部組織をテー
ピングで引っ張り、炎症を起こ
した皮膚もしくは肉芽などを
爪溝から離すことで、疼痛や
炎症を軽減する。簡便で、患者
自身でも処置を行える。

ワイヤー法・クリップ法

ワイヤー（写真左）やクリップ
（写真右）の弾力を利用して、
爪甲の形状を平坦に矯正する。
簡便で、患者自身でも装着可能。

炎症を起こした皮膚を爪溝から離す

コットンパッキング法

爪の側縁が皮膚に当たって
いる部分にコットンや不織布
をパッキングし、皮膚が傷つく
のを防ぐ（写真左）。他法と組み
合わせることも多い（写真右）。

ガター法

爪溝にプラスチックの
チューブを切って挿入し、
医療用瞬間接着剤等で
固定することで、爪による
物理的刺激を防ぐ。

爪の両端を
上に持ち上げる
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生活指導

足は毎日丁寧に洗い、よく乾かす。

軽石や硬いタオルで強くこすると傷が
つくので、優しく汚れを落とす。特に
爪の周りは汚れがたまりやすいため、
石けんと歯ブラシできれいに洗う。

爪を保湿して保護する。

入浴や、入浴後のオイル・クリームを用いた爪への保湿に
より、爪が切りやすくなるだけでなく、爪の割れや二枚爪
などのトラブルを予防できる。

足の白癬菌が爪へ広がらないよう、
足白癬もしっかり治療する。

爪白癬の原因である白癬菌は、足から爪へと広がる。
足白癬と爪白癬が併存する場合は、いずれも治療する必要
がある。

自分の足に適した靴を選ぶ。

靴を選ぶ際には、足長だけでなく足幅、
足囲を測り、両足とも試し履きをする。
履いて体重をかけたときに土踏まずと
かかとがしっかり支えられているもの
を選ぶ。

　　　白癬等により爪甲が肥厚すると、転倒リスク

　　　が高まります。また、糖尿病や血流の悪い

患者などでは爪床潰瘍、ひいては骨髄炎を発症する

ことも少なくありません。そのため、適切なネイルケア

が重要ですが、正しく器具を使いこなす必要があり

ます。ぜひとも本冊子で正しいケアの方法を確認・

把握していただきたいと思います。

　一方でネイルケアの基本はあくまで「洗って保湿

する」ことです。これだけで皮膚の状態が好転する

ことや、治療効果・予後に影響を及ぼすことも少なく

ありません。改めて「洗って保湿する」ことの重要性も

認識いただきたいと思います。

　フットケアには医療から美容まで幅広い側面が

ありますが、下肢機能を守り健康年齢を延長する

ことにもつながるため極めて重要といえます。このこと

は爪白癬のネイルケアでも同様で、単に白癬菌の

感染拡大予防にとどまらない

意味があります。本冊子が

爪白癬患者さんの下肢機能

の維持と健康年齢の延長の

一助になれば幸いです。

爪

埼玉県済生会川口総合病院  皮膚科  主任部長　 
高山 かおる 先生

監修者からのメッセージ


