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脈が出やすくなりますので、注意が必
要かと思います。
　山内　同時にまた、発症原因となっ
ているのが、先ほど少しお話がありま
した、インスリンなどの問題もあるか
もしれませんし、感染症もあるかもし
れない。
　田中　基礎疾患がベースにあって起

こっている低体温症の場合には、原因
に対する対応も必要となります。低血
糖もそうですし、甲状腺機能低下症で
あるとか、糖尿病の患者さん、あるい
は重症の感染症の患者さんなどでは、
これらの合併症や基礎疾患を治療する
というのが大前提になるかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　東先生、爪の変化は非常に身
近な話題ですが、まずスプーンネイル、
これは鉄欠乏性貧血のみの特徴でしょ
うか。
　東　スプーンネイルというのは、鉄
欠乏性貧血で見られるのは間違いない
のですけれども、それにだけ生じると
いうものではありません。まず、鉄欠
乏性貧血があるとスプーンネイルにな
るかというと、患者の25％ぐらいにし
か現れないという統計があります。
　山内　我々がよく見るのはどうして
も手の指の爪なのですが、足の爪もみ
なこうなるのでしょうか。
　東　スプーンネイルについては、普
通は手の指にしかほとんど起きており

ません。全身的な疾患、鉄欠乏性貧血
も全身性の疾患ですけれども、それ以
外の、例えば慢性の心肺疾患とか、バ
チ状指になるとか、こういう変化は全
部の指・趾の爪に起きるのです。それ
から、例えば皮膚筋炎という病気があ
りますけれども、そのときには爪郭が
赤くなるのですが、これも手と足と両
方、全部の爪に起きるのです。ところ
が、スプーンネイルはそうなっていな
いということです。
　山内　そのあたりも含めて、どうし
て爪がスプーン状に変形するかという
ところですが。
　東　スプーンネイルというのはたい
てい人指し指や中指、親指の爪に起き

爪の変化

東皮フ科医院院長
東　　禹　彦

（聞き手　山内俊一）

　爪の変化についてご教示ください。
　１．スプーンネイルは鉄欠乏性貧血のみの身体徴候でしょうか。
　２．�ヘモグロビンが十分に合成されないと、なぜ爪に特徴的な形態が起きる

のでしょうか（他の臓器の変化も含めて）。
　３．爪の肉眼的所見に関する最近の知見について。

＜島根県開業医＞
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るのですけれども、どうしてスプーン
状になるかという話になると、これは
指の構造、解剖学的な構造ですけれど
も、末節部は末節骨があるのですが、
末節骨の一番遠位端は指の途中までし
かないのです。末節部の骨の幅はとい
うと、爪より狭いのです。指にかかっ
た力はどこが支えるかというと、末節
骨が支えているのが多いのですけれど
も、それ以外の部分にかかった力とい
うのは全部爪が支えることになるので
す（図１）。ですから、結局よく使う指、
親指、人指し指、中指によく起きると
いうことになるわけです。
　山内　力学的な理由ということです
ね。
　東　そういうことですね。足の爪に
はほとんど起きないのです。昔の報告

なのですけれども、南アフリカで、今
は近代国家になっていますが、人力車
が使われた時代があるようで、そのと
きには人力車の車夫の足の指の爪がス
プーン状になっていた。それも経験年
数が長いほどスプーン状になるという
報告もありまして、スプーン状になる
のは力学的な理由だろうというふうに
考えています。
　山内　今のお話で少しイメージはつ
きました。そうしますと職業等々でス
プーンネイルになりやすい方というの
がいるわけですね。
　東　はい。ですから、指先を使う仕
事ですね。例えば、いろいろなネジを
指で締める仕事をしている人では、よ
く力のかかる指にスプーンネイルが起
きるということが報告されております。
　山内　逆にいいますと、そういった
仕事をしていないと、初めのお話のよ
うに、鉄欠乏性貧血だけれども爪の変
形がないということが出てきますね。
　東　はい。そういうことで、鉄欠乏
性貧血があっても、指を使う仕事をし
なければ、ならないということです。
そこが25％ぐらいしか起きない理由で
す。
　山内　鉄欠乏性貧血で特に起こりや
すい理由、これはいかがなのでしょう
か。
　東　これは実際にはよくわからない
のです。ただ、爪の厚さがスプーンネ
イルになるかどうかに関係すると思う

図１　爪甲が匙状化する理由

東禹彦：爪─基礎から臨床まで、
金原出版、2004、P60図５-11より引用
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のです。貧血の人の爪を見ると、何と
なく弱々しい感じを受けるのです。で
すから、酸素欠乏ということになると
思うのですが、そのために爪甲が丈夫
につくられない。そういうことが考え
られるのですけれども、爪の厚みを計
測してくれた人はいないので、はっき
りしたことは言えません。
　山内　２番目のご質問になります。
ヘモグロビンが十二分に合成されてい
ない。これは、今のお話と関係するわ
けですが、酸素が欠乏すると考えてよ
ろしいわけですか。
　東　はい。そう考えております。
　山内　ほかの臓器との関連というこ
とのご質問もあるのですが、鉄欠乏性
貧血で来るほかの臓器の変化と、何か
特別一致するといったものは。
　東　鉄欠乏性貧血でほかの臓器にい
ろいろ変化が起きるかということにな
ると、内科的にはいろいろあると思い
ますけれども。
　山内　貧血の程度、ヘモグロビンの
濃度がどのぐらいまで下がると起きや
すいといった目安はあるのでしょうか。
　東　先ほどの25％というのは、これ
は重度の貧血の患者さんで調べられて
いるのです。ですけれども、先ほど言
いましたように、外からの力で起きる
変化なので、重度でなくても、ヘモグ
ロビンが９ぐらいでも、起きる人には
起きるということになります。
　山内　爪といいますと、いろいろと

患者さんから「ついでに」という感じ
でご質問を受けることが多いものです
から、この際、爪の肉眼的所見に関し
て、最近わかっていることをおうかが
いします。鉄欠乏性貧血というのは爪
の厚さ、こういったものも絡むという
話ですが、このあたり、もう少し詳し
くお話しいただけますか。
　東　鉄欠乏性貧血でスプーンネイル
よりさらに多く見られる変化というと、
爪の表面が雲母のように薄くはがれる
という変化がありまして、爪甲層状分
裂というのですけれども、こういうも
のがよく見られるのです。これはあま
りそういう力仕事をしない人でも現れ
るということがわかっておりますので、
こちらのほうがもっといいサインにな
るのではないかと私は考えております
けれども、なかなか昔からいわれてい
る説を覆すのは大変なのです。今の層
状分裂というのも、やはりよく使う指
に起きやすいのは起きやすい。これは
多分爪の水分含量の低下が関係してい
ると思います。
　山内　爪がはがれやすいというのは
よく耳にいたしますが、鉄欠乏性貧血
がない状態の方ですと、どういったも
のが考えられるのでしょうか。
　東　洗剤を使って水仕事をたくさん
する人とか、マニキュアの除光液をよ
く使う人で起きやすいですね。
　山内　マニキュアではなくて、それ
を取り除くほう。
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るのですけれども、どうしてスプーン
状になるかという話になると、これは
指の構造、解剖学的な構造ですけれど
も、末節部は末節骨があるのですが、
末節骨の一番遠位端は指の途中までし
かないのです。末節部の骨の幅はとい
うと、爪より狭いのです。指にかかっ
た力はどこが支えるかというと、末節
骨が支えているのが多いのですけれど
も、それ以外の部分にかかった力とい
うのは全部爪が支えることになるので
す（図１）。ですから、結局よく使う指、
親指、人指し指、中指によく起きると
いうことになるわけです。
　山内　力学的な理由ということです
ね。
　東　そういうことですね。足の爪に
はほとんど起きないのです。昔の報告

なのですけれども、南アフリカで、今
は近代国家になっていますが、人力車
が使われた時代があるようで、そのと
きには人力車の車夫の足の指の爪がス
プーン状になっていた。それも経験年
数が長いほどスプーン状になるという
報告もありまして、スプーン状になる
のは力学的な理由だろうというふうに
考えています。
　山内　今のお話で少しイメージはつ
きました。そうしますと職業等々でス
プーンネイルになりやすい方というの
がいるわけですね。
　東　はい。ですから、指先を使う仕
事ですね。例えば、いろいろなネジを
指で締める仕事をしている人では、よ
く力のかかる指にスプーンネイルが起
きるということが報告されております。
　山内　逆にいいますと、そういった
仕事をしていないと、初めのお話のよ
うに、鉄欠乏性貧血だけれども爪の変
形がないということが出てきますね。
　東　はい。そういうことで、鉄欠乏
性貧血があっても、指を使う仕事をし
なければ、ならないということです。
そこが25％ぐらいしか起きない理由で
す。
　山内　鉄欠乏性貧血で特に起こりや
すい理由、これはいかがなのでしょう
か。
　東　これは実際にはよくわからない
のです。ただ、爪の厚さがスプーンネ
イルになるかどうかに関係すると思う

図１　爪甲が匙状化する理由

東禹彦：爪─基礎から臨床まで、
金原出版、2004、P60図５-11より引用
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のです。貧血の人の爪を見ると、何と
なく弱々しい感じを受けるのです。で
すから、酸素欠乏ということになると
思うのですが、そのために爪甲が丈夫
につくられない。そういうことが考え
られるのですけれども、爪の厚みを計
測してくれた人はいないので、はっき
りしたことは言えません。
　山内　２番目のご質問になります。
ヘモグロビンが十二分に合成されてい
ない。これは、今のお話と関係するわ
けですが、酸素が欠乏すると考えてよ
ろしいわけですか。
　東　はい。そう考えております。
　山内　ほかの臓器との関連というこ
とのご質問もあるのですが、鉄欠乏性
貧血で来るほかの臓器の変化と、何か
特別一致するといったものは。
　東　鉄欠乏性貧血でほかの臓器にい
ろいろ変化が起きるかということにな
ると、内科的にはいろいろあると思い
ますけれども。
　山内　貧血の程度、ヘモグロビンの
濃度がどのぐらいまで下がると起きや
すいといった目安はあるのでしょうか。
　東　先ほどの25％というのは、これ
は重度の貧血の患者さんで調べられて
いるのです。ですけれども、先ほど言
いましたように、外からの力で起きる
変化なので、重度でなくても、ヘモグ
ロビンが９ぐらいでも、起きる人には
起きるということになります。
　山内　爪といいますと、いろいろと

患者さんから「ついでに」という感じ
でご質問を受けることが多いものです
から、この際、爪の肉眼的所見に関し
て、最近わかっていることをおうかが
いします。鉄欠乏性貧血というのは爪
の厚さ、こういったものも絡むという
話ですが、このあたり、もう少し詳し
くお話しいただけますか。
　東　鉄欠乏性貧血でスプーンネイル
よりさらに多く見られる変化というと、
爪の表面が雲母のように薄くはがれる
という変化がありまして、爪甲層状分
裂というのですけれども、こういうも
のがよく見られるのです。これはあま
りそういう力仕事をしない人でも現れ
るということがわかっておりますので、
こちらのほうがもっといいサインにな
るのではないかと私は考えております
けれども、なかなか昔からいわれてい
る説を覆すのは大変なのです。今の層
状分裂というのも、やはりよく使う指
に起きやすいのは起きやすい。これは
多分爪の水分含量の低下が関係してい
ると思います。
　山内　爪がはがれやすいというのは
よく耳にいたしますが、鉄欠乏性貧血
がない状態の方ですと、どういったも
のが考えられるのでしょうか。
　東　洗剤を使って水仕事をたくさん
する人とか、マニキュアの除光液をよ
く使う人で起きやすいですね。
　山内　マニキュアではなくて、それ
を取り除くほう。
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　東　取り除くほうにアセトンなどが
入っていますので、水分を取ってしま
うのです。
　山内　マニキュア自体はどうなので
しょうか。
　東　マニキュア自体は、爪の上に膜
をつくりますので、厚く塗れば爪を丈
夫にするという効果もあります。
　山内　むしろ保護するかもしれない
ということですね。
　東　そういうことですね。
　山内　逆に、爪が分厚くなる病気と
いうのは。
　東　いろいろな病気があるのですけ
れども、全部の爪が分厚くなる病気と
して、少し黄色っぽくなって起きてく
る病気があります。黄色爪症候群とい
われているのですけれども、これはほ
かにリンパ浮腫があったりとか、胸水
がたまるとか、そういうような症状が
あるのです。なかなか診断がつかなく
て困る先生が多いような病気です。
　山内　よく私ども、爪といいますと、
服用中の薬で変化が来るということも
耳にしますが、これはいかがなのでし
ょうか。
　東　今の黄色爪症候群もそれと同じ
ような黄色っぽい爪になる人がありま
して、リマチルという、ブシラミンと
いう薬で起きるというのがあります。

それから、近年、いわゆる抗癌剤の影
響で爪に変化がよく起きますけれども、
出血とか、色がつくとかございます。
　山内　それ以外に、例えば癌とか、
あるいは感染症、こういったあたりは
いかがなのでしょうか。
　東　癌の場合は、今言った抗癌剤の
使用でそういうものが起こりますし、
先ほどリマチルの話をしましたけれど
も、これは薬をやめると、わりあいす
ぐ治るのです。
　山内　最後に感染症はいかがですか。
　東　最近話題になったのは手足口病
です。手足口病になると、爪に横線が
入ったり、爪が脱落したりする人がた
くさん出たのです。２～３年前から、
地区によって違うのですけれども、大
阪などは2011年にたくさん出ておりま
して、それはコクサッキーA６型で起
きた手足口病の場合です。昔から別の
原因で、エンテロウイルス71型とかコ
クサッキーA16型とかでは、そういう
変化はほとんどなかったのです。2011
年のA６型ではそういう変化が多かっ
た。
　山内　原因は多彩だということです
ね。
　東　はい。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　向井先生、乾癬の最新治療と
いうことですが、まず、乾癬の基本的
なところから教えてください。
　向井　乾癬とは、いわゆる炎症性角
化症の代表的な皮膚疾患と定義できま
す。組織像では皮膚の真皮上層の炎症
所見と、その上の表皮の部分が肥厚し
て、皮表の角質細胞は角化異常を伴い、
不全角化を呈しています。一般的に、
発症しますと、慢性的に繰り返して難
治性になります。男女比は約２対１と、
男性に多く見られます。好発する年齢
は青年期から壮年期に発症します。遺
伝的な素因が推察されていますが、日
本の家族内の発生頻度というのは５％
程度と、さほど多くありません。親子
で発症する場合は、父親に乾癬がある
場合が90％と圧倒的に多いようです。
　池脇　表皮が厚くなるというのは、

皮膚のターンオーバーという意味では
亢進するということでしょうか。
　向井　表皮細胞は異常なまでに亢進
します。普通、基底細胞が角化により
角質細胞として脱落するまでの時間は
28日ぐらい、１カ月ぐらいかかるので
すけれども、それが１週間程度の短い
期間で、どんどん角化が亢進されてい
きます。
　池脇　だから、ぼろぼろと取れてく
るということですね。
　向井　そういうことです。
　池脇　これは日本も含めてどのくら
いの患者さんがいらっしゃるのでしょ
うか。
　向井　古くは明治36年に発売された
土肥慶蔵先生の教科書にこの乾癬とい
うのが記載されております。特に戦後、
食生活の欧米化に伴って、脂肪の多い

乾癬の最新治療

東邦大学医療センター大橋病院皮膚科教授
向　井　秀　樹

（聞き手　池脇克則）

　乾癬の最新治療についてご教示ください。
　（東邦大学医療センター大橋病院皮膚科　向井秀樹先生に）

＜埼玉県勤務医＞

1206本文.indd   440-441 12.5.17   11:15:42 AM


	02-0018-2
	02-0019-1
	02-0019-2
	02-0020-1



