
　池田　まず、内臓も含めて、カンジ
ダ症というのはどんな病気でしょうか。
　渡辺　カンジダには何十種類もの菌
種があるのですが、その中で主に人に
病気を起こすのは８種類ほど知られて
います。最も病原性が高くて重要なの
がカンジダアルビカンスですが、最近
は抗真菌剤がいろいろ出てきて、カン
ジダアルビカンスには有効ですが、ほ
かのものには効かないという、耐性菌
みたいなものがちょっと増えています。
しかし、皮膚のほうはあまり問題なく
て、だいたいカンジダアルビカンスだ
と思ってください。
　池田　カンジダ症には、内臓のカン
ジダ症、粘膜のカンジダ症、そこから

皮膚と、分けて考えるということです
ね。
　渡辺　それぞれ発症要因が違ってい
まして、内臓カンジダ症というのは好
中球減少症、つまり抗がん剤とか何か
で好中球が急に減ってくると、消化管
に常在しているカンジダが消化管から
血中に流れて、目とかほかの臓器に行
く。つまり、臓器のカンジダ症という
のはだいたい好中球の減少症によって
起こります。でも、最近は顆粒球コロ
ニー刺激因子などが治療に使われます
ので、内臓カンジダ症は以前より減っ
ています。
　一方、粘膜のカンジダ症というのは、
細胞性免疫不全の人にみられ、エイズ

の人に見られるのはほとんどが粘膜の
カンジダ症です。
　池田　ということは、内臓は好中球、
粘膜は細胞性免疫ですから、好中球も
含めて、ほかの免疫細胞が関係するの
ですね。
　渡辺　そうです。
　池田　カンジダは常在菌ということ
ですけれども、腸管にいると今お話が
ありましたけれども、どのあたりにい
るのでしょうか。
　渡辺　ほとんどの粘膜にはだいたい
常在しています。ですから、口腔粘膜
を培養すると、かなりカンジダが検出
されます。肺カンジダ症の疑いがあっ
て喀痰培養すると、もともと口腔内に
はカンジダがいるので、喀痰培養でカ
ンジダが出たから「はい、肺カンジダ
症だ」と断定してはいけません。それ
から、膣カンジダ症もかなり誤診され
ていまして、膣の分泌物を培養すると、
だいたいカンジダが生えてくるのです。
生えてきたから、膣のカンジダ症とい
うことで、抗カンジダ薬をやってもち
っともよくならないというのは、ほと
んど常在しているカンジダを培養して
いることによる結果です。したがって、
カンジダ症かどうかの判定には、直接
鏡検、つまり、顕微鏡で分芽胞子集団
とか菌糸とか、そういうカンジダの存
在をみつけて、初めてカンジダ症と診
断します。培養だけでは診断してはい
けないことになっています。

　池田　それは重要なポイントですね。
培養しても出るけれども、実はちゃん
と菌糸状になっていて、増殖している
ものを顕微鏡で確認しなければいけな
いのですね。
　渡辺　はい。あと不思議なのは、カ
ンジダは常在しているというか、腐生
的に存在している場合は、けっこう分
芽胞子となっています。本当に寄生し
ていくと菌糸形がメインになってきま
す。ですから、食道カンジダ症だと菌
糸がほとんどであって、分芽胞子があ
まり見られない。皮膚の場合は、どっ
ちかというと付着していることが多い
ので、菌糸だけではなくて、分芽胞子
もけっこう見られます。その辺が内臓
カンジダ症や粘膜カンジダ症と皮膚カ
ンジダ症が少し違うところです。
　池田　付着していて皮膚カンジダ症
になるとはどういった状態なのでしょ
うか。
　渡辺　あまり皮膚にはカンジダはつ
いていないのですけれども、口腔内と
かふん便中にカンジダがいますので、
そういうところをさわった手で皮膚に
触れると、カンジダが皮膚で増殖する
ことがあります。ただ増殖しても、普
通は菌が少ないから病変を起こさない
のですけれども、たまたまそこの場所
が適当な温度と湿度があると、そこで
カンジダが増殖し、好中球を呼び寄せ
て炎症を起こして、それで皮膚病変と
して出てくるのです。

帝京大学皮膚科主任教授
渡　辺　晋　一

（聞き手　池田志斈）

　皮膚や粘膜のカンジダ症の特徴についてご教示ください。
　特に肛門部、外陰部について。また発赤し、びらんを伴うことがありますが、
皮膚や粘膜が脆弱になっている感じがあります。そのメカニズムがわかってい
るのであれば、教えてください。またステロイドを使用していなくても発症す
るものなのでしょうか。

＜埼玉県勤務医＞

カンジダ症
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　池田　まず、内臓も含めて、カンジ
ダ症というのはどんな病気でしょうか。
　渡辺　カンジダには何十種類もの菌
種があるのですが、その中で主に人に
病気を起こすのは８種類ほど知られて
います。最も病原性が高くて重要なの
がカンジダアルビカンスですが、最近
は抗真菌剤がいろいろ出てきて、カン
ジダアルビカンスには有効ですが、ほ
かのものには効かないという、耐性菌
みたいなものがちょっと増えています。
しかし、皮膚のほうはあまり問題なく
て、だいたいカンジダアルビカンスだ
と思ってください。
　池田　カンジダ症には、内臓のカン
ジダ症、粘膜のカンジダ症、そこから

皮膚と、分けて考えるということです
ね。
　渡辺　それぞれ発症要因が違ってい
まして、内臓カンジダ症というのは好
中球減少症、つまり抗がん剤とか何か
で好中球が急に減ってくると、消化管
に常在しているカンジダが消化管から
血中に流れて、目とかほかの臓器に行
く。つまり、臓器のカンジダ症という
のはだいたい好中球の減少症によって
起こります。でも、最近は顆粒球コロ
ニー刺激因子などが治療に使われます
ので、内臓カンジダ症は以前より減っ
ています。
　一方、粘膜のカンジダ症というのは、
細胞性免疫不全の人にみられ、エイズ

の人に見られるのはほとんどが粘膜の
カンジダ症です。
　池田　ということは、内臓は好中球、
粘膜は細胞性免疫ですから、好中球も
含めて、ほかの免疫細胞が関係するの
ですね。
　渡辺　そうです。
　池田　カンジダは常在菌ということ
ですけれども、腸管にいると今お話が
ありましたけれども、どのあたりにい
るのでしょうか。
　渡辺　ほとんどの粘膜にはだいたい
常在しています。ですから、口腔粘膜
を培養すると、かなりカンジダが検出
されます。肺カンジダ症の疑いがあっ
て喀痰培養すると、もともと口腔内に
はカンジダがいるので、喀痰培養でカ
ンジダが出たから「はい、肺カンジダ
症だ」と断定してはいけません。それ
から、膣カンジダ症もかなり誤診され
ていまして、膣の分泌物を培養すると、
だいたいカンジダが生えてくるのです。
生えてきたから、膣のカンジダ症とい
うことで、抗カンジダ薬をやってもち
っともよくならないというのは、ほと
んど常在しているカンジダを培養して
いることによる結果です。したがって、
カンジダ症かどうかの判定には、直接
鏡検、つまり、顕微鏡で分芽胞子集団
とか菌糸とか、そういうカンジダの存
在をみつけて、初めてカンジダ症と診
断します。培養だけでは診断してはい
けないことになっています。

　池田　それは重要なポイントですね。
培養しても出るけれども、実はちゃん
と菌糸状になっていて、増殖している
ものを顕微鏡で確認しなければいけな
いのですね。
　渡辺　はい。あと不思議なのは、カ
ンジダは常在しているというか、腐生
的に存在している場合は、けっこう分
芽胞子となっています。本当に寄生し
ていくと菌糸形がメインになってきま
す。ですから、食道カンジダ症だと菌
糸がほとんどであって、分芽胞子があ
まり見られない。皮膚の場合は、どっ
ちかというと付着していることが多い
ので、菌糸だけではなくて、分芽胞子
もけっこう見られます。その辺が内臓
カンジダ症や粘膜カンジダ症と皮膚カ
ンジダ症が少し違うところです。
　池田　付着していて皮膚カンジダ症
になるとはどういった状態なのでしょ
うか。
　渡辺　あまり皮膚にはカンジダはつ
いていないのですけれども、口腔内と
かふん便中にカンジダがいますので、
そういうところをさわった手で皮膚に
触れると、カンジダが皮膚で増殖する
ことがあります。ただ増殖しても、普
通は菌が少ないから病変を起こさない
のですけれども、たまたまそこの場所
が適当な温度と湿度があると、そこで
カンジダが増殖し、好中球を呼び寄せ
て炎症を起こして、それで皮膚病変と
して出てくるのです。

帝京大学皮膚科主任教授
渡　辺　晋　一

（聞き手　池田志斈）

　皮膚や粘膜のカンジダ症の特徴についてご教示ください。
　特に肛門部、外陰部について。また発赤し、びらんを伴うことがありますが、
皮膚や粘膜が脆弱になっている感じがあります。そのメカニズムがわかってい
るのであれば、教えてください。またステロイドを使用していなくても発症す
るものなのでしょうか。
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　池田　炎症を起こすというのは、カ
ンジダが付着しただけではだめなので
すね。
　渡辺　はい。
　池田　どういう機序で好中球が来る
のでしょうか。
　渡辺　付着しただけではなく、ある
程度カンジダが増殖するのです。我々
が行った実験だと、表皮細胞とカンジ
ダを混合培養して、カンジダと表皮細
胞を接触させると、カンジダが表皮の
サイトカインの産生、特にIL-８の産
生を誘導します。IL-８というのは好
中球の遊走因子ですから、好中球がい
っぱい集まってきます。好中球は強力
な殺カンジダ作用がありますので、カ
ンジダをやっつけて、それで皮膚のカ
ンジダ症は治る。おそらくほかの粘膜
のカンジダ症もIL-８が感染防御に対
しては非常に重要な働きをしていると
思います。
　池田　質問にもありますけれども、
赤いびらんを伴うことがある。これは
生体側の防御反応が起こっているのを
見ているということですね。
　渡辺　そうです。IL-８が産生され
ますから、皮膚の場合は組織を見ると、
好中球がたくさんみられます。そのた
め膿痂疹や、Kogojの海綿状膿疱と全
く同じ病変を作るので、皮膚カンジダ
症は膿痂疹とか膿疱性乾癬に組織学的
にはかなり似ています。
　池田　表皮細胞の反応、特にサイト

カイン産生とかに関係しているのです
ね。
　渡辺　はい。それで赤くなったりと
か、炎症が見られるのではないかと思
います。
　池田　もう一つの質問で、皮膚や粘
膜が弱くなっているのではないか、そ
んな感じがするということですけれど
も、今までのお話ですと、粘膜のカン
ジダ症は細胞性免疫の低下、皮膚のほ
うは単純に適度な湿度とか温度でカン
ジダが増殖することによって生ずると
いうことですね。
　渡辺　そうです。
　池田　粘膜の強弱にはあまり関係な
いのですね。
　渡辺　はい。皮膚のカンジダ症は、
健康な人であっても、寝たきりであっ
たり、入院しておむつばっかりしてい
ると、そこにカンジダが増殖してきま
す。
　池田　おむつの場合は陰部のカンジ
ダ症が起こってくるのですね。
　渡辺　そうです。ふん便中のカンジ
ダが皮膚に付着して、適当な湿度、温
度があるとカンジダが増殖しやすくな
って、皮膚カンジダ症を起こすと考え
られています。
　池田　一方では、単純な図式といい
ますか、そういうことですね。ステロ
イドを使ったり、いろいろなことで起
こると考えられているのですけれども、
ステロイドを使っていると起こるのは

よく知られています。ほかにどのよう
な状態で粘膜カンジダ症は起こるので
しょうか。
　渡辺　粘膜は細胞性免疫不全で起こ
るので、ステロイドを使っていたり、
あるいはもちろんエイズの人なども起
こります。それから、慢性皮膚粘膜カ
ンジダ症という特殊な病気があり、粘
膜がやられますけれども、皮膚とか爪
もやられる病気があります。６種類ぐ
らいに分かれていて、遺伝性があるの
が多いのですが、原因遺伝子はまだわ
かっていませんでした。しかし、最近、
Th17が欠損していると慢性皮膚粘膜
カンジダ症が起こると考えられていて、
一部の粘膜のカンジダ症にはTh17が
関与しているのではないかと考えられ
ています。
　池田　Th17の話が出たのですけれ
ども、最近、乾癬の治療薬等で抗Th17
抗体が使われています。一部の感染症
は増強させるけれども、おしなべて全
身がやられるという感じはないのです
ね。
　渡辺　そうですね。TNFα阻害剤み
たいに広範囲な免疫をやっつける薬と
違って、Th17の場合はある意味ではカ
ンジダ症にかなり特化しているサイト
カインなのです。まだデータが出てい
ないのでわかりませんけれども、Th17
で起こる感染症は、カンジダ以外はそ
んなに心配しなくてもいいのではない
かと思います。

　池田　まだ販売されて時間が経って
いませんので、結論が出ないと思うの
ですけれども、ある意味で特化されて
いるのですね。
　渡辺　はい。
　池田　慢性皮膚粘膜カンジダ症は、
あまり聞いたことのない病名ですけれ
ども、これはどのようなものなのでし
ょうか。
　渡辺　後天的にできるものは、胸腺
腫など何か免疫不全をきたす疾患を合
併しているタイプがありますが、だい
たい多いのは子どものときから、難治
性の口腔内カンジダ症や爪のカンジダ
症が起こります。
　皮膚のほうは、角化型カンジダ症と
いって、昔、カンジダ肉芽腫といった
ものですけれども、表面の皮膚の角化
がみられる皮膚病変が生じます。非常
にまれな病型です。私は何例か見たこ
とがありますが、皮膚に病変が出ると、
角化異常症などと間違えられて、なか
なか診断がつきません。慢性皮膚粘膜
カンジダ症を念頭に置きさえしていれ
ば、直接鏡検を行い診断はつくのです
が、直接鏡検を行わないと、なかなか
診断がつかないことになります。
　ただ、この病気は命にかかわること
は少なく、だいたいは年齢とともにあ
る程度自然に軽快するのです。ただ、
口の中は歳をとってからも繰り返しま
す。皮膚のほうは、夏場になってひど
くなり、冬はよくなる。そういう繰り
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　池田　炎症を起こすというのは、カ
ンジダが付着しただけではだめなので
すね。
　渡辺　はい。
　池田　どういう機序で好中球が来る
のでしょうか。
　渡辺　付着しただけではなく、ある
程度カンジダが増殖するのです。我々
が行った実験だと、表皮細胞とカンジ
ダを混合培養して、カンジダと表皮細
胞を接触させると、カンジダが表皮の
サイトカインの産生、特にIL-８の産
生を誘導します。IL-８というのは好
中球の遊走因子ですから、好中球がい
っぱい集まってきます。好中球は強力
な殺カンジダ作用がありますので、カ
ンジダをやっつけて、それで皮膚のカ
ンジダ症は治る。おそらくほかの粘膜
のカンジダ症もIL-８が感染防御に対
しては非常に重要な働きをしていると
思います。
　池田　質問にもありますけれども、
赤いびらんを伴うことがある。これは
生体側の防御反応が起こっているのを
見ているということですね。
　渡辺　そうです。IL-８が産生され
ますから、皮膚の場合は組織を見ると、
好中球がたくさんみられます。そのた
め膿痂疹や、Kogojの海綿状膿疱と全
く同じ病変を作るので、皮膚カンジダ
症は膿痂疹とか膿疱性乾癬に組織学的
にはかなり似ています。
　池田　表皮細胞の反応、特にサイト

カイン産生とかに関係しているのです
ね。
　渡辺　はい。それで赤くなったりと
か、炎症が見られるのではないかと思
います。
　池田　もう一つの質問で、皮膚や粘
膜が弱くなっているのではないか、そ
んな感じがするということですけれど
も、今までのお話ですと、粘膜のカン
ジダ症は細胞性免疫の低下、皮膚のほ
うは単純に適度な湿度とか温度でカン
ジダが増殖することによって生ずると
いうことですね。
　渡辺　そうです。
　池田　粘膜の強弱にはあまり関係な
いのですね。
　渡辺　はい。皮膚のカンジダ症は、
健康な人であっても、寝たきりであっ
たり、入院しておむつばっかりしてい
ると、そこにカンジダが増殖してきま
す。
　池田　おむつの場合は陰部のカンジ
ダ症が起こってくるのですね。
　渡辺　そうです。ふん便中のカンジ
ダが皮膚に付着して、適当な湿度、温
度があるとカンジダが増殖しやすくな
って、皮膚カンジダ症を起こすと考え
られています。
　池田　一方では、単純な図式といい
ますか、そういうことですね。ステロ
イドを使ったり、いろいろなことで起
こると考えられているのですけれども、
ステロイドを使っていると起こるのは

よく知られています。ほかにどのよう
な状態で粘膜カンジダ症は起こるので
しょうか。
　渡辺　粘膜は細胞性免疫不全で起こ
るので、ステロイドを使っていたり、
あるいはもちろんエイズの人なども起
こります。それから、慢性皮膚粘膜カ
ンジダ症という特殊な病気があり、粘
膜がやられますけれども、皮膚とか爪
もやられる病気があります。６種類ぐ
らいに分かれていて、遺伝性があるの
が多いのですが、原因遺伝子はまだわ
かっていませんでした。しかし、最近、
Th17が欠損していると慢性皮膚粘膜
カンジダ症が起こると考えられていて、
一部の粘膜のカンジダ症にはTh17が
関与しているのではないかと考えられ
ています。
　池田　Th17の話が出たのですけれ
ども、最近、乾癬の治療薬等で抗Th17
抗体が使われています。一部の感染症
は増強させるけれども、おしなべて全
身がやられるという感じはないのです
ね。
　渡辺　そうですね。TNFα阻害剤み
たいに広範囲な免疫をやっつける薬と
違って、Th17の場合はある意味ではカ
ンジダ症にかなり特化しているサイト
カインなのです。まだデータが出てい
ないのでわかりませんけれども、Th17
で起こる感染症は、カンジダ以外はそ
んなに心配しなくてもいいのではない
かと思います。

　池田　まだ販売されて時間が経って
いませんので、結論が出ないと思うの
ですけれども、ある意味で特化されて
いるのですね。
　渡辺　はい。
　池田　慢性皮膚粘膜カンジダ症は、
あまり聞いたことのない病名ですけれ
ども、これはどのようなものなのでし
ょうか。
　渡辺　後天的にできるものは、胸腺
腫など何か免疫不全をきたす疾患を合
併しているタイプがありますが、だい
たい多いのは子どものときから、難治
性の口腔内カンジダ症や爪のカンジダ
症が起こります。
　皮膚のほうは、角化型カンジダ症と
いって、昔、カンジダ肉芽腫といった
ものですけれども、表面の皮膚の角化
がみられる皮膚病変が生じます。非常
にまれな病型です。私は何例か見たこ
とがありますが、皮膚に病変が出ると、
角化異常症などと間違えられて、なか
なか診断がつきません。慢性皮膚粘膜
カンジダ症を念頭に置きさえしていれ
ば、直接鏡検を行い診断はつくのです
が、直接鏡検を行わないと、なかなか
診断がつかないことになります。
　ただ、この病気は命にかかわること
は少なく、だいたいは年齢とともにあ
る程度自然に軽快するのです。ただ、
口の中は歳をとってからも繰り返しま
す。皮膚のほうは、夏場になってひど
くなり、冬はよくなる。そういう繰り
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返しで、だいたい20歳以降になると皮
膚病変はかなりよくなります。基本的
に赤ちゃんだと診断がつきやすいです
けれども、遺伝性があるものと後天的
にできるものと、いろいろあります。
　池田　生命予後はそんなに悪くない
のですね。
　渡辺　生命予後は悪くなくて、胸腺
腫とか何かを伴っている人で予後が悪
い人はいますが、だいたいは生命予後
がよくて、適切な抗真菌薬をやれば軽
快しますし、皮膚病変とか爪病変など
は年齢とともによくなる人が多いです。
　池田　最後に治療法についてうかが
いたいのですが、粘膜と皮膚と、それ
ぞれ違う病型になりますけれども、ど
のような治療が行われるのでしょうか。
　渡辺　抗真菌薬があるので、それを
使用するということになりますが、内

臓カンジダ症の場合は、耐性菌が問題
になります。しかし、粘膜カンジダ症
の場合は、例えばエイズの場合はエイ
ズをよくすれば自然によくなってしま
います。ステロイドとか何かの薬剤に
よるものは、薬剤の投与を中止できれ
ばよくなりますが、できない場合は抗
真菌薬の内服ということになります。
　皮膚の場合は、もちろん外用抗真菌
薬でもよくなりますが、原因は適当な
温度と湿りけですから、乾燥させると、
それだけでもよくなります。おむつを
している人がおむつを外すようになれ
ば自然によくなります。おむつをずっ
と続けなければならないような人はな
かなかよくならないので、外用薬をず
っと継続して使わなければならないこ
とになります。
　池田　ありがとうございました。

　池田　馬場先生、小児のじんましん
についてまず、アレルゲン検査の意義
と方法、結果の解釈方法ですけれども、
小さなお子さんですと、なかなかスク
ラッチテストとかできませんよね。そ
の場合は採血をするのでしょうか。
　馬場　まず、じんましんに対してル
ーチンに実施すべきという検査はない
と思います。しばしば、じんましんの検
査として１型アレルギー検索のための
プリックテストですとか、CAP-RAST
法などによる特異的IgE抗体の測定、
一般的な生化学検査などが行われるこ
とはありますけれども、一律にこれら
を行うことに対する十分なエビデンス
はなく、推奨されていないと思います。
まずは個々の症例について臨床的に病

型を絞り込んだうえで、推定される病
型に合った検査を行うのが基本的な考
えだと思います。
　池田　よくお母さんなどにお話をう
かがって、じんましんの中でどれなの
かということですけれども、逆にいい
ますと、どのようなじんましんのかた
ちがあるのでしょうか。
　馬場　日本皮膚科学会のじんましん
診療ガイドラインでは、じんましんを
大きく３つのグループに分類していま
す。第１に、明らかな誘因がないが毎
日のように繰り返し症状が現れる特発
性のじんましん、第２に刺激が加わっ
た場合にのみ症状が現れる誘発性のじ
んましん、第３に特殊なじんましんや、
じんましん類縁疾患というものがあり

神奈川県立こども医療センター皮膚科部長
馬　場　直　子

（聞き手　池田志斈）

　小児のじんましんについてご教示ください。
　１．アレルゲン検査の意義と方法、結果の解釈方法。
　２．治療。特に抗ヒスタミン薬の長期連用の可否。
　３．小児にも非アレルギー性のじんましんがあるかどうか。

＜埼玉県開業医＞

小児のじんましん
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