
れも紙やすりがついていて、紙やすり
で爪床がむき出しになるくらい爪を削
れば、治療効果が期待できるというも
のです。
　池田　一方、エフィナコナゾールは
市場に出てもう３年弱、それと治験も
含めて、どのくらいの効果があるので
しょうか。
　渡辺　今まで爪白癬に対して多くの
外用抗真菌薬の臨床試験が行われまし
たが、ことごとく失敗していたため、
エフィナコナゾールは混濁面積が50％
以下のものを対象としています。治療
成績は、エフィナコナゾールを48週毎
日外用して、その後52週で判定すると
治癒率は17％でした。その結果を受け
て日本、アメリカ、カナダで認可され
ました。しかし最近、日本で爪の混濁
比が50％以上の爪白癬に使用しても治
癒率が17％だったことから、長期に外
用を続ければ、爪の混濁比が高い爪白
癬にも有効であることが示されました。
　あと一つ、日本の医師が誤解してい
るのは、薬の有効率を改善率に置き換
えていることです。つまり今までは半
年ほど治療して、どれほど改善したか
を著効、有効、やや有効などと判定し、
有効以上の割合を有効率として判定し
ていました。しかし世界では、感染症
は治ったかどうかを見る治癒率で評価
するのが抗感染症薬の正しい評価法で
す。症状が改善しても、治らなかった
ら抗感染症薬として失格です。つまり、

薬によってそれぞれ有効率の判定方法
が変わります。例えば抗がん剤の場合
はがんを治癒するのではなく、どれだ
け生命的予後を延ばしたかどうか。そ
れから高血圧の薬は、その薬をのむこ
とによって生命的予後、つまり脳卒中
とか心筋梗塞のリスクがどれだけ下が
ったかということで有効率を判定しま
す。
　そうすると、エフィナコナゾールの
治癒率は17％と、低いように見えます
が、イトラコナゾールを３パルス投与
しても治癒率はたかだか30％です。テ
ルビナフィン塩酸塩だと日本では125
㎎/日と海外（中国、韓国を含む）の
半分の投与量しか認可されていないの
で、６カ月内服しても治癒率は50％程
度と考えられます。ですから、エフィ
ナコナゾールの治癒率が低いようです
が、長期間外用すれば経口薬と遜色が
ないかもしれません。実際にアメリカ
の爪真菌症の専門家はイトラコナゾー
ルに勝つのではないかということを言
っています。さらに外用薬は、内服薬
と比べれば副作用は圧倒的に少なくて、
薬物相互作用がない点は、経口薬に勝
ると思います。
　それから、爪白癬では縦の線状の混
濁（longitudinal spike）が見られること
があり、これを日本では楔状の混濁と
称していることがあります。問題は経
口抗真菌薬では、この楔状の混濁とか、
爪の表面が白くなるsuperficial white 

帝京大学名誉教授／帝京大学医真菌研究センター名誉教授
渡　辺　晋　一

（聞き手　池田志斈）

　爪白癬の最近の治療法について、ご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

爪白癬、最近の治療法

　池田　爪白癬に、何か新しい治療法
ができたという話で、数年前から外用
薬が出たとうかがいました。
　渡辺　爪白癬専用の外用剤が２剤出
て、最近ホスラブコナゾール L-リシン
エタノール付加物という経口剤が発売
されました。エフィナコナゾールは数
年前に発売された外用抗真菌薬で、世
界で最初の爪白癬に有効な外用剤と言
っても過言ではありません。そしてエ
フィナコナゾールは日本とカナダとア
メリカで認可されています。しかしヨ
ーロッパではまだ発売されていません。
ヨーロッパでは昔からネイルラッカー
タイプの外用薬がありますが、爪白癬
に効果が乏しいためにイギリスのガイ
ドラインでは外用抗真菌剤はごく初期
の爪白癬の治療に限られると記載され
ています。そのガイドラインを根拠に
して、今でも外用抗真菌剤は爪白癬に

効果がないと、スポンサードセミナー
等で繰り返し述べている日本の医師が
います。しかしカナダのガイドライン
では、中等度以下であれば爪真菌症治
療に外用剤を使用するとなっています。
　池田　イギリスは昔からネイルラッ
カーに抗真菌薬が入ったようなものが
あったのですね。
　渡辺　ネイルラッカータイプの抗真
菌薬は世界で使用されていますが、い
ずれも二重盲検比較試験でその有効性
が確かめられたものはありません。実
際に日本や米国でネイルラッカータイ
プの外用抗真菌薬の二重盲検比較試験
が行われましたが、プラセボとの有意
差が認められませんでした。ヨーロッ
パでは抗真菌剤が入っているから効く
のではないかと、臨床試験なしで認可
されている薬剤です。これらのネイル
ラッカータイプの外用抗真菌薬はいず
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れも紙やすりがついていて、紙やすり
で爪床がむき出しになるくらい爪を削
れば、治療効果が期待できるというも
のです。
　池田　一方、エフィナコナゾールは
市場に出てもう３年弱、それと治験も
含めて、どのくらいの効果があるので
しょうか。
　渡辺　今まで爪白癬に対して多くの
外用抗真菌薬の臨床試験が行われまし
たが、ことごとく失敗していたため、
エフィナコナゾールは混濁面積が50％
以下のものを対象としています。治療
成績は、エフィナコナゾールを48週毎
日外用して、その後52週で判定すると
治癒率は17％でした。その結果を受け
て日本、アメリカ、カナダで認可され
ました。しかし最近、日本で爪の混濁
比が50％以上の爪白癬に使用しても治
癒率が17％だったことから、長期に外
用を続ければ、爪の混濁比が高い爪白
癬にも有効であることが示されました。
　あと一つ、日本の医師が誤解してい
るのは、薬の有効率を改善率に置き換
えていることです。つまり今までは半
年ほど治療して、どれほど改善したか
を著効、有効、やや有効などと判定し、
有効以上の割合を有効率として判定し
ていました。しかし世界では、感染症
は治ったかどうかを見る治癒率で評価
するのが抗感染症薬の正しい評価法で
す。症状が改善しても、治らなかった
ら抗感染症薬として失格です。つまり、

薬によってそれぞれ有効率の判定方法
が変わります。例えば抗がん剤の場合
はがんを治癒するのではなく、どれだ
け生命的予後を延ばしたかどうか。そ
れから高血圧の薬は、その薬をのむこ
とによって生命的予後、つまり脳卒中
とか心筋梗塞のリスクがどれだけ下が
ったかということで有効率を判定しま
す。
　そうすると、エフィナコナゾールの
治癒率は17％と、低いように見えます
が、イトラコナゾールを３パルス投与
しても治癒率はたかだか30％です。テ
ルビナフィン塩酸塩だと日本では125
㎎/日と海外（中国、韓国を含む）の
半分の投与量しか認可されていないの
で、６カ月内服しても治癒率は50％程
度と考えられます。ですから、エフィ
ナコナゾールの治癒率が低いようです
が、長期間外用すれば経口薬と遜色が
ないかもしれません。実際にアメリカ
の爪真菌症の専門家はイトラコナゾー
ルに勝つのではないかということを言
っています。さらに外用薬は、内服薬
と比べれば副作用は圧倒的に少なくて、
薬物相互作用がない点は、経口薬に勝
ると思います。
　それから、爪白癬では縦の線状の混
濁（longitudinal spike）が見られること
があり、これを日本では楔状の混濁と
称していることがあります。問題は経
口抗真菌薬では、この楔状の混濁とか、
爪の表面が白くなるsuperficial white 

帝京大学名誉教授／帝京大学医真菌研究センター名誉教授
渡　辺　晋　一

（聞き手　池田志斈）

　爪白癬の最近の治療法について、ご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

爪白癬、最近の治療法

　池田　爪白癬に、何か新しい治療法
ができたという話で、数年前から外用
薬が出たとうかがいました。
　渡辺　爪白癬専用の外用剤が２剤出
て、最近ホスラブコナゾール L-リシン
エタノール付加物という経口剤が発売
されました。エフィナコナゾールは数
年前に発売された外用抗真菌薬で、世
界で最初の爪白癬に有効な外用剤と言
っても過言ではありません。そしてエ
フィナコナゾールは日本とカナダとア
メリカで認可されています。しかしヨ
ーロッパではまだ発売されていません。
ヨーロッパでは昔からネイルラッカー
タイプの外用薬がありますが、爪白癬
に効果が乏しいためにイギリスのガイ
ドラインでは外用抗真菌剤はごく初期
の爪白癬の治療に限られると記載され
ています。そのガイドラインを根拠に
して、今でも外用抗真菌剤は爪白癬に

効果がないと、スポンサードセミナー
等で繰り返し述べている日本の医師が
います。しかしカナダのガイドライン
では、中等度以下であれば爪真菌症治
療に外用剤を使用するとなっています。
　池田　イギリスは昔からネイルラッ
カーに抗真菌薬が入ったようなものが
あったのですね。
　渡辺　ネイルラッカータイプの抗真
菌薬は世界で使用されていますが、い
ずれも二重盲検比較試験でその有効性
が確かめられたものはありません。実
際に日本や米国でネイルラッカータイ
プの外用抗真菌薬の二重盲検比較試験
が行われましたが、プラセボとの有意
差が認められませんでした。ヨーロッ
パでは抗真菌剤が入っているから効く
のではないかと、臨床試験なしで認可
されている薬剤です。これらのネイル
ラッカータイプの外用抗真菌薬はいず
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60％程度です。そのため治癒率を上げ
るためには３カ月以上の投与が必要と
思われますが、添付文書には１日１回
ラブコナゾールとして100㎎を12週間
経口投与すると記載されています。そ
のため、内服終了後はエフィナコナゾ
ールやルリコナゾール５％含有の爪白
癬専用外用薬は必須となりますが、保
険の審査員はこれを認めないと言って
います。
　ホスラブコナゾール L-リシンエタノ
ール付加物は発売されて１年になりま
すが、他の経口薬との比較が行われて
いないので、優劣はわかりませんが、
イトラコナゾールより薬剤相互作用は
少なく、テルビナフィン塩酸塩より副
作用が少ないようです。しかしまだ発
売されて１年もたっていませんが、重
症薬疹であるStevens-Johnson症候群
（SJS）の報告が何例かありましたので、
気をつけたほうがいいかもしれません。
しかし一番問題なのは、初期のDLSO
を楔状の混濁と判定して、ホスラブコ
ナゾール L-リシンエタノール付加物は
楔状の爪白癬にも有効という講演が行
われていたことです。
　池田　外用は２種類あるとうかがっ
たのですが、それぞれどういう特徴が
あるのでしょうか。
　渡辺　エフィナコナゾールとルリコ
ナゾール５％含有の爪白癬専用外用薬
がありますが、ルリコナゾール５％含
有の爪白癬専用外用薬は今のところ日

本でしか認可されていません。エフィ
ナコナゾールはアメリカとカナダと日
本の国際共同治験で認可された薬剤で
す。現在、韓国でも発売されており、
今後他のアジア諸国でも発売されるか
もしれません。両者の比較試験がない
ので、どっちが良いかわかりませんが、
ルリコナゾール５％含有の爪白癬専用
外用薬の薬価はエフィナコナゾールの
2/3ぐらいですので、それがルリコナ
ゾール５％含有の爪白癬専用外用薬の
特徴かもしれません。
　池田　この２つの外用剤を投与する
前に注意すべき点は何なのでしょうか。
　渡辺　爪白癬の診断を確定せずに治
療が開始されていることです。そのた
め、エフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬、ホ
スラブコナゾール L-リシンエタノール
付加物などの場合は直接鏡検等で爪白
癬であることを確認してから投与しな
さいと、わざわざ添付文書に書いてあ
るのです。最初それを見たときは非常
にびっくりしました。なぜならば、ド
クターに糖尿病であることを確認して
から糖尿病薬を出してくださいと言っ
ているようなものですからね。糖尿病
の診断は皆きちんとやっているとは思
うのですが、爪白癬は診断が正確に行
われずに、抗真菌剤が投与されている
症例が非常に多いことの裏返しだと思
われます。
　私が大学病院にいたときには、爪白

onychomycosis（SWO）には、効果が
ないことです。さらに爪白癬治療のた
めに経口抗真菌薬で治療をしていると、
一部が縦に線状の混濁として残ること
があり、このような楔状の混濁もその
後、経口薬を継続しても治りません。
そのため今までは、このような爪病変
に対し、爪切りなどでこの楔形の混濁
を物理的に除去するなどの処置をしな
いかぎり治癒しなかったのですが、エ
フィナコナゾール、ルリコナゾール５
％含有の爪白癬専用外用薬は楔状の混
濁には治療効果が高いことがわかって
きました。そういう意味では内服と外
用をうまく組み合わせる、あるいは併
用すれば、爪白癬の治癒率をほぼ100
％に持っていくことが可能だと思われ
ます。しかし保険審査員は内服と外用
の併用はもちろん、経口薬の内服終了
後にエフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬を保
険では認めないということです。その
一方でテルビナフィン塩酸塩やイトラ
コナゾールを内服している患者さんに
足白癬の外用薬の併用を認めています。
しかし、これらの経口抗真菌薬は足白
癬にも有効ですので、抗真菌薬の外用
は全く無駄な治療ということになりま
す。
　あと一つ内服薬と外用薬の違いは、
内服薬の場合は、内服することで爪床
から、つまり爪の下面から薬剤が広範
囲に浸透するので、患者さんは治療効

果を早く実感できます。ところが外用
剤の場合は、爪白癬で一番頻度が高く、
爪の先端もしくは側縁から始まるDLSO
という病型は、爪の先端から外用剤を
垂らし込むようにして使用しないと良
くなりません。しかし爪の先から垂ら
しこむように外用しても、なかなか爪
の根本まで薬剤が浸透しないので時間
がかかり、治癒するまで１年とか１年
半は外用剤を使い続けなければならな
いと思われます。その代わり、外用薬
は楔状の混濁とかSWOに効く。内服
薬は早く改善が認められるが、楔状と
かSWOに効かないということです。
　それから、日本でもテルビナフィン
塩酸塩が認可されています。日本の場
合は125㎎/日の投与量なので、若い人
は半年ぐらいで治癒することがありま
すが、高齢者の方は（爪白癬は高齢者
に圧倒的に多い）、１年あるいは１年
以上内服しないと治癒しません。そう
いう点からすると、治療期間は外用剤
とそれほど変わらないかもしれません。
そのため、最初は治療効果がわかりや
すい内服薬を投与して、その後、外用
剤を処方するとか、あるいは最初から
外用薬を併用したほうが良いかもしれ
ません。
　最近ホスラブコナゾール L-リシンエ
タノール付加物というアゾール系の経
口抗真菌薬が認可されました。この薬
剤は３カ月連続投与すると、爪白癬は
改善しますが、48週後の治癒率は40～
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60％程度です。そのため治癒率を上げ
るためには３カ月以上の投与が必要と
思われますが、添付文書には１日１回
ラブコナゾールとして100㎎を12週間
経口投与すると記載されています。そ
のため、内服終了後はエフィナコナゾ
ールやルリコナゾール５％含有の爪白
癬専用外用薬は必須となりますが、保
険の審査員はこれを認めないと言って
います。
　ホスラブコナゾール L-リシンエタノ
ール付加物は発売されて１年になりま
すが、他の経口薬との比較が行われて
いないので、優劣はわかりませんが、
イトラコナゾールより薬剤相互作用は
少なく、テルビナフィン塩酸塩より副
作用が少ないようです。しかしまだ発
売されて１年もたっていませんが、重
症薬疹であるStevens-Johnson症候群
（SJS）の報告が何例かありましたので、
気をつけたほうがいいかもしれません。
しかし一番問題なのは、初期のDLSO
を楔状の混濁と判定して、ホスラブコ
ナゾール L-リシンエタノール付加物は
楔状の爪白癬にも有効という講演が行
われていたことです。
　池田　外用は２種類あるとうかがっ
たのですが、それぞれどういう特徴が
あるのでしょうか。
　渡辺　エフィナコナゾールとルリコ
ナゾール５％含有の爪白癬専用外用薬
がありますが、ルリコナゾール５％含
有の爪白癬専用外用薬は今のところ日

本でしか認可されていません。エフィ
ナコナゾールはアメリカとカナダと日
本の国際共同治験で認可された薬剤で
す。現在、韓国でも発売されており、
今後他のアジア諸国でも発売されるか
もしれません。両者の比較試験がない
ので、どっちが良いかわかりませんが、
ルリコナゾール５％含有の爪白癬専用
外用薬の薬価はエフィナコナゾールの
2/3ぐらいですので、それがルリコナ
ゾール５％含有の爪白癬専用外用薬の
特徴かもしれません。
　池田　この２つの外用剤を投与する
前に注意すべき点は何なのでしょうか。
　渡辺　爪白癬の診断を確定せずに治
療が開始されていることです。そのた
め、エフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬、ホ
スラブコナゾール L-リシンエタノール
付加物などの場合は直接鏡検等で爪白
癬であることを確認してから投与しな
さいと、わざわざ添付文書に書いてあ
るのです。最初それを見たときは非常
にびっくりしました。なぜならば、ド
クターに糖尿病であることを確認して
から糖尿病薬を出してくださいと言っ
ているようなものですからね。糖尿病
の診断は皆きちんとやっているとは思
うのですが、爪白癬は診断が正確に行
われずに、抗真菌剤が投与されている
症例が非常に多いことの裏返しだと思
われます。
　私が大学病院にいたときには、爪白

onychomycosis（SWO）には、効果が
ないことです。さらに爪白癬治療のた
めに経口抗真菌薬で治療をしていると、
一部が縦に線状の混濁として残ること
があり、このような楔状の混濁もその
後、経口薬を継続しても治りません。
そのため今までは、このような爪病変
に対し、爪切りなどでこの楔形の混濁
を物理的に除去するなどの処置をしな
いかぎり治癒しなかったのですが、エ
フィナコナゾール、ルリコナゾール５
％含有の爪白癬専用外用薬は楔状の混
濁には治療効果が高いことがわかって
きました。そういう意味では内服と外
用をうまく組み合わせる、あるいは併
用すれば、爪白癬の治癒率をほぼ100
％に持っていくことが可能だと思われ
ます。しかし保険審査員は内服と外用
の併用はもちろん、経口薬の内服終了
後にエフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬を保
険では認めないということです。その
一方でテルビナフィン塩酸塩やイトラ
コナゾールを内服している患者さんに
足白癬の外用薬の併用を認めています。
しかし、これらの経口抗真菌薬は足白
癬にも有効ですので、抗真菌薬の外用
は全く無駄な治療ということになりま
す。
　あと一つ内服薬と外用薬の違いは、
内服薬の場合は、内服することで爪床
から、つまり爪の下面から薬剤が広範
囲に浸透するので、患者さんは治療効

果を早く実感できます。ところが外用
剤の場合は、爪白癬で一番頻度が高く、
爪の先端もしくは側縁から始まるDLSO
という病型は、爪の先端から外用剤を
垂らし込むようにして使用しないと良
くなりません。しかし爪の先から垂ら
しこむように外用しても、なかなか爪
の根本まで薬剤が浸透しないので時間
がかかり、治癒するまで１年とか１年
半は外用剤を使い続けなければならな
いと思われます。その代わり、外用薬
は楔状の混濁とかSWOに効く。内服
薬は早く改善が認められるが、楔状と
かSWOに効かないということです。
　それから、日本でもテルビナフィン
塩酸塩が認可されています。日本の場
合は125㎎/日の投与量なので、若い人
は半年ぐらいで治癒することがありま
すが、高齢者の方は（爪白癬は高齢者
に圧倒的に多い）、１年あるいは１年
以上内服しないと治癒しません。そう
いう点からすると、治療期間は外用剤
とそれほど変わらないかもしれません。
そのため、最初は治療効果がわかりや
すい内服薬を投与して、その後、外用
剤を処方するとか、あるいは最初から
外用薬を併用したほうが良いかもしれ
ません。
　最近ホスラブコナゾール L-リシンエ
タノール付加物というアゾール系の経
口抗真菌薬が認可されました。この薬
剤は３カ月連続投与すると、爪白癬は
改善しますが、48週後の治癒率は40～
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す。さらに、治療効果があって改善し
ているのであれば、完治するまで、治
療を継続するべきです。しかし皮膚科
の保険審査員はテルビナフィン塩酸塩
は一律６カ月を超える投与を保険で認
めていないということです。そうする
と、50％は治りきらず、再燃します。
治癒させないとまた治療を開始しなけ
ればならないため、さらなる医療費が
かかりますし、耐性菌を増やす可能性
があります。さらにエフィナコナゾー
ルやルリコナゾール５％含有の爪白癬

専用外用薬以前の水虫の外用薬は爪白
癬には保険の適用がなく、また爪白癬
に有効とのデータもありません。しか
し保険審査員は、これらの外用薬の爪
白癬に対する保険適用外使用を古くか
ら認めており、年間何十億円の医療費
の無駄遣いになっています。保険審査
員が適切な審査をやらないと、わが国
の医療費のさらなる高騰を招くことに
なりますし、耐性菌を増やす要因にな
るのではないかと思われます。
　池田　ありがとうございました。
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癬の治療を受けているが、良くならな
いという患者さんが多く来院しました。
そしてその患者さんを診察すると、ほ
ぼ全例診断が間違えているのです。お
そらく爪白癬を診断するための直接鏡
検が正確になされていないためと思わ
れます。真菌がいる部位から検体を採
取しないと真菌は見つからないのです
が、直接鏡検のサンプリングをする部
位を知らない先生が大学病院でも大勢
いるのではないかと思われます。
　具体的には、爪白癬病型の一つであ
るSWOは、それほど頻度は高くない
のですが、白くなった爪の表面を削れ
ば簡単に真菌は見つかります。しかし
最も頻度が高いDLSOは、爪甲剝離し
ている爪を切り取って、正常爪と混濁
した爪の境界に近いところの病変部の
爪床、つまり爪の奧の皮膚側のところ
を採取しないと真菌は見つかりません
（図）。しかし学会では、直接鏡検で真
菌が見つかる爪白癬は50％と言ってい
る医師がいますので、このような医師
は真菌の採取部位をよく知らないのか
もしれません。
　爪から検体を採取しても真菌が見つ
からない場合は、爪白癬でないか、あ
るいは検体採取する部位を間違えてい
るかです。だから、真菌が見つからな
いかぎりは治療を開始すべきではあり
ません。これはイギリスのガイドライ
ンでも昔から強調されています。
　池田　診断をうやむやにしないで、

確定診断してこの外用薬を使ってくだ
さいということですね。
　渡辺　もし治療をして、何カ月やっ
ても全く効果がなかったら、診断の見
直しを行ったほうがいいということで

図　DLSOの発症機序と検体採取部位

DLSOでは白癬菌は足白癬病巣の角層
から爪床に侵入して、爪の基部に向か
って増殖する。その結果、爪は混濁・
肥厚し、爪甲下は脆くなる。爪甲下角
質増殖部が崩壊すると爪甲剝離の状態
となる。一方爪床に寄生した白癬菌は、
爪の伸長とともに爪甲の下層から上層
あるいは爪の先端部に押し上げられる
ように移動するが、それらの真菌は水
分含有量が少ない爪甲に存在するため、
変性していることが多く、培養しても
陰性のことが多い。そのため爪切りで
爪甲剝離部位を除去し、できるだけ爪
の基部に近いところ、深部（爪床に近
い部位）を検査材料としないと、生き
の良い真菌は見つからない。
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す。さらに、治療効果があって改善し
ているのであれば、完治するまで、治
療を継続するべきです。しかし皮膚科
の保険審査員はテルビナフィン塩酸塩
は一律６カ月を超える投与を保険で認
めていないということです。そうする
と、50％は治りきらず、再燃します。
治癒させないとまた治療を開始しなけ
ればならないため、さらなる医療費が
かかりますし、耐性菌を増やす可能性
があります。さらにエフィナコナゾー
ルやルリコナゾール５％含有の爪白癬

専用外用薬以前の水虫の外用薬は爪白
癬には保険の適用がなく、また爪白癬
に有効とのデータもありません。しか
し保険審査員は、これらの外用薬の爪
白癬に対する保険適用外使用を古くか
ら認めており、年間何十億円の医療費
の無駄遣いになっています。保険審査
員が適切な審査をやらないと、わが国
の医療費のさらなる高騰を招くことに
なりますし、耐性菌を増やす要因にな
るのではないかと思われます。
　池田　ありがとうございました。
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癬の治療を受けているが、良くならな
いという患者さんが多く来院しました。
そしてその患者さんを診察すると、ほ
ぼ全例診断が間違えているのです。お
そらく爪白癬を診断するための直接鏡
検が正確になされていないためと思わ
れます。真菌がいる部位から検体を採
取しないと真菌は見つからないのです
が、直接鏡検のサンプリングをする部
位を知らない先生が大学病院でも大勢
いるのではないかと思われます。
　具体的には、爪白癬病型の一つであ
るSWOは、それほど頻度は高くない
のですが、白くなった爪の表面を削れ
ば簡単に真菌は見つかります。しかし
最も頻度が高いDLSOは、爪甲剝離し
ている爪を切り取って、正常爪と混濁
した爪の境界に近いところの病変部の
爪床、つまり爪の奧の皮膚側のところ
を採取しないと真菌は見つかりません
（図）。しかし学会では、直接鏡検で真
菌が見つかる爪白癬は50％と言ってい
る医師がいますので、このような医師
は真菌の採取部位をよく知らないのか
もしれません。
　爪から検体を採取しても真菌が見つ
からない場合は、爪白癬でないか、あ
るいは検体採取する部位を間違えてい
るかです。だから、真菌が見つからな
いかぎりは治療を開始すべきではあり
ません。これはイギリスのガイドライ
ンでも昔から強調されています。
　池田　診断をうやむやにしないで、

確定診断してこの外用薬を使ってくだ
さいということですね。
　渡辺　もし治療をして、何カ月やっ
ても全く効果がなかったら、診断の見
直しを行ったほうがいいということで

図　DLSOの発症機序と検体採取部位

DLSOでは白癬菌は足白癬病巣の角層
から爪床に侵入して、爪の基部に向か
って増殖する。その結果、爪は混濁・
肥厚し、爪甲下は脆くなる。爪甲下角
質増殖部が崩壊すると爪甲剝離の状態
となる。一方爪床に寄生した白癬菌は、
爪の伸長とともに爪甲の下層から上層
あるいは爪の先端部に押し上げられる
ように移動するが、それらの真菌は水
分含有量が少ない爪甲に存在するため、
変性していることが多く、培養しても
陰性のことが多い。そのため爪切りで
爪甲剝離部位を除去し、できるだけ爪
の基部に近いところ、深部（爪床に近
い部位）を検査材料としないと、生き
の良い真菌は見つからない。
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