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　爪真菌症の起因菌は白癬菌、カンジダ属、非白癬菌性
糸状菌に大別される。2006 年の日本医真菌学会疫学調
査によると、起因菌の 90％以上を Trichophyton rubrum
と Trichophyton mentagrophytes で占めている 1）。ただ
し、当時の調査では、培養総数は約 1,800 例であったが、
培養陽性率は 37％と低く、KOH 直接鏡検法で真菌要素
を見つけても培養で分離同定できないという問題も存在
した。
　そこでわれわれは、分子生物学的手法を用いて起因菌
の同定を試みた。2011 〜 2012 年、全国の 9 施設より
KOH 直接鏡検法を用いて診断された爪真菌症患者の病
変爪甲から真菌 DNA を抽出し、そのうち T. rubrum、
T. mentagrophytes、Candida albicans に関してリアルタ
イム PCR 法＊を施行した。解析結果は、総検体数 496 例、
起因菌の同定率が 96％であり、そのうち 90％以上が T. 
rubrum と T. mentagrophytes で占められていた。
　近年、KOH 直接鏡検ならびに真菌培養を行わない医
療施設が増えている。しかし、適切な部位から検体を採

取し、KOH 直接鏡検法あるいは真菌培養法で真菌要素
を確認することが、爪真菌症のみならず皮膚真菌症の診
断の基本姿勢である。さらに、分子生物学的手法などの
診断を行うことで適切な治療につながるのである。本研
究で良好な結果を得られたのも、適切な検体採取と
KOH 直接鏡検法による確実な診断によるところが大き
い。
　なお、検体採取のポイントは、病変爪甲の特に菌体成
分の多い部位から採取することである。KOH 直接鏡検
法については、経験豊富な指導者のもとでトレーニング
を積むことが診断の向上につながると考える。
　われわれは、本研究を通して、今回の日本医真菌学会
総会・学術集会のテーマである「基本を見直す」こと、
すなわちサンプリングや KOH 直接鏡検法といった古典
的な診断方法の重要性を再確認できたわけである。

＊ リアルタイム PCR 法：ポリメラーゼ連鎖反応による増幅を経時的に測
定することで DNA を定量する方法

【文献】1）Med Mycol J. 53, 185-192, 2012
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記載されている薬剤の使用にあたっては、D.I. ページをご参照ください。
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爪白癬治療の現状と課題

杏林大学医学部皮膚科講師　福田知雄 先生

● KOH 直接鏡検、真菌培養の重要性

　爪白癬は、日常診療でよく遭遇する皮膚科疾患の 1 つ
である。日本における罹患者は 1,200 万人と推定され、
罹患率は年齢とともに増加し、60 歳以上では男性の 3 〜
4 人に 1 人が、女性の 4 〜 5 人に 1 人が罹患している 1）。
　爪白癬は爪の変形をきたすが、それだけで診断するの
は危険である。なぜなら、爪真菌症の起因菌であるカン
ジダや non-dermatophyte molds（非皮膚糸状菌）でも爪
の変形がみられ、しかも non-dermatophyte molds は、
爪真菌症全体の起因菌の 1.45 〜 17.6％を占めている 2）。
そのほかにも、乾癬や扁平苔癬などの爪真菌症以外の疾
患でも爪変形が起こり得る。したがって、爪白癬の診断
には、KOH 直接鏡検と真菌培養が重要になる。ところが、
これらの検査を行わない、あるいはできない皮膚科医が
増加している。爪白癬の治療には、正しい診断が不可欠
である。皮膚科医は、少なくとも KOH 直接鏡検手技は
習得すべきである。

●経口薬治療はわずか 40％弱にすぎない

　爪白癬の治療は、イトラコナゾール、テルビナフィン
の経口抗真菌薬が第一選択とされている。しかし、なか
には経口薬が効きにくい難治例がある（写真）。病巣部
が楔形を呈する楔（状）型では、病巣が爪甲の中で独立
したコンパートメントになっているため、病巣部分の薬
剤濃度が上がらず、経口薬が無効な場合が多い。この場
合は病巣を削り、外用剤を用いて奏功することがある。
また、爪甲の表面のみに病巣がある表層型は、爪中の薬
剤濃度が上昇しても経口薬では効果が得られず、外用剤
が有効である。爪甲剥離型は、爪甲が爪床から浮いてい

るために病巣部分の薬剤濃度が上がらず、経口薬では効
果がない。全層型では、爪甲が厚く、かつ爪母部分まで
病変が及んでいるため、治癒するまでに時間を要する。
こうした難治例には、経口薬以外の治療法を用いること
になる。
　では、実際の臨床現場では、どのような治療法が選択
されているのであろうか。実は、経口薬による治療は
37％にすぎないという報告（図）3）があり、当院の調査
でも 35％と同様の結果が得られている。経口薬を選択
しない、あるいはできない理由は、高齢、多剤内服、併
用禁忌薬剤の使用、肝機能低下、定期的な採血の負担、
費用が高いなどが推測される。そのほかにも、経口薬の
服用を嫌がる患者も存在する。
　こうした患者には外用剤を用いることになるが、従来
の外用剤（適応外）の単純塗布では効果が低いため、観
血的爪甲除去、歯科用ドリルの利用、40％尿素軟膏に
よる抜爪術などの工夫がなされている。

●本邦初の外用爪白癬治療剤エフィナコナゾール

　経口薬を使えない患者が多く存在するにもかかわら
ず、これまで爪白癬に保険適応のある外用抗真菌剤がな
かった。そのため、当院でも外用抗真菌剤と尿素軟膏の
ODT 療法や歯科用ドリルを用いた治療などを取り入れ
ていた。しかし、今年、本邦初の外用爪白癬治療剤のエ
フィナコナゾールを有効成分とする「クレナフィン ® 爪
外用液 10％」が登場した。クレナフィンの登場により、
今後、爪白癬治療の幅が広がることが期待される。

【文献】
1）仲 弥ほか . 日臨皮会誌 . 26, 27-36, 2009
2）Tosti A, et al. J Am Acad Dermatol. 42, 217-224, 2000
3）外山 望 . 新薬と臨牀 . 58, 411-420, 2009
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写真　経口薬が効きにくい爪白癬の臨床型 図　爪白癬治療法の選択 3）
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爪白癬の治療で、経口薬を選択する割合は40％弱に過ぎない
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内服治療率

146名
（37％）

249名
（63％）

対象：爪白癬以外の疾患を主訴とした患者 2,390 例
方法：2007 年 1月から2008 年 1月に皮膚科を受診した患者に対し、

白癬調査票を用いたフットチェックを行い、潜在爪白癬罹患率お
よび爪白癬患者の内服治療率を調査した

 爪白癬（＋）　  爪白癬（−）  内服（＋）　  内服（−）



3

爪白癬の新しい外用治療

医療法人松田ひふ科医院院長　松田哲男 先生

●爪白癬の治療法と課題

　爪白癬の治療法には、①経口抗真菌薬、②外用療法と
して Nail lacquer（海外のみ認可）、外用抗真菌剤塗布（単
純塗布、尿素軟膏と混合ないし重層）、病変爪甲部の開
孔後外用抗真菌剤塗布、③局所療法・抜爪として外科的
抜爪、化学的抜爪・デブリードマンなどがある 1）。しかし、
経口抗真菌薬は、合併症やさまざまな薬物相互作用のた
め、使用が制限される。また、従来の外用剤でのこうし
た治療法の工夫は、いかにして薬剤を厚い爪の下まで到
達させるかという課題に対応したものである。さらに、
局所療法では、たとえば Nd：YAG レーザーを用いた治
療は、局所の熱感があることや、1 回の治療に時間を要
するといった問題がある。
　理想的な爪白癬の治療とは、①臨床的、真菌学的な効
果が高く、効果の発現が早い、②安全性が高く、多くの
患者に使用できる、③コンプライアンスが良好である（患
者および治療者の手技、受診頻度など）、④経済的である、
⑤再発が少ない、が挙げられる。これらを網羅した爪白
癬の治療法の登場が望まれている。

●エフィナコナゾールの有効性と安全性

　2014 年 7 月、エフィナコナゾールを有効成分とする
外用爪白癬治療剤「クレナフィン ® 爪外用液 10％」が承
認され、9 月に発売された。エフィナコナゾールは、爪真
菌症の主要起因菌である T. rubrum、T. mentagrophytes
の臨床分離株に対して高い抗真菌活性を示す 2）。また、
ケラチンとの親和性が低く、爪甲での透過性に優れる（図
1）3）という特徴を有することから、爪床までエフィナ
コナゾールの抗真菌効果が到達していると考えられる。

　日本、アメリカ、カナダの国際共同第Ⅲ相試験では、
第 1 趾爪（対象爪）の感染面積が 20 〜 50％である軽度
〜中等度の DLSO 患者 870 例に対し、エフィナコナゾ
ール群と基剤群に 3：1 で無作為に割り付け、1 日 1 回
就寝時に 48 週間塗布して、その後 4 週間追跡調査を行
い、有効性と安全性を評価している 4）。52 週までの完
全治癒率（感染面積 0％かつ真菌学的治癒の割合）をみ
たところ、36 週目以降ではエフィナコナゾール群は基
剤群に比べて有意に高いことが示された（p ＜ 0.001、
Cochran-Mantel-Haenszel 検定、図 2）5）。また、安全性
については、副作用のほとんどが塗布部位の皮膚炎であ
った。クレナフィンは容器が工夫されており、先端部に
ついたハケで爪に塗りやすく、まわりにはみ出しにくく
なっている。
　当院でも早速、消化器症状があり内服療法ができない
患者や、内服療法を嫌がる患者にクレナフィンを使用し
ている。理想的な爪白癬の治療をめざし、今後もクレナ
フィンをはじめとする新しい治療法に注目していきたい。

【文献】
1）原田敬之：Med Mycol J. 52, 77-95, 2011
2）Jo Siu WJ, et al. ：Antimicrob Agents Chemother, 57, 1610-1616, 2013
3）Sugiura K, et al. ：Antimicrob Agents Chemother, 58, 3837-3842, 2014
4）Elewski BE, et al. ：J Am Acad Dermatol, 68, 600-608, 2013
5）承認時評価資料
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図 1　エフィナコナゾールの爪への浸透性

図 2　52 週までの完全治癒率の推移 5）

＊p ＝ 0.041、＊＊p ＜ 0.001vs. 基剤群（解析センターを層とするCochran-Mantel-Haenszel 検定）
完全治癒率：感染面積 0％かつ真菌学的治癒の割合

試験方法：多施設共同、無作為化、二重盲検、基剤対照、並行群間比較試験。第 1
趾爪（対象爪）の感染面積が 20 〜 50％である軽度〜中等度のDLSO（遠
位・側縁部爪甲下爪真菌症）患者 870 例をクレナフィン群または基剤群に 3：
1で無作為に割り付け、1日1回就寝時に 48 週間塗布した


