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だ から皮 膚 科 は やめられ ない

リサーチマインドは臨床力を伸ばす
皮膚科の面白さと
先輩女性医師の存在

た治療法をいくつか行ったのですが、どれも良い結果は
得られませんでした。
やがて、大垣市民病院に勤務することとなり、その患者

―岐阜大学医学部卒業後、皮膚科に入局した動機につい

さんを診ることができなくなりました。ある学会で好中球

てお教えください。

単球吸着療法を知り、大垣市民病院で壊疽性膿皮症の患

私が医学生だった時代は、卒業後に直接医局に入って

者さんに施行したところ、複数例で著しい効果が得られま

研修を受けるのが一般的でした。私が皮膚科の医局に入

した。症状が改善していくのを見るたびに、
「あの患者さ

った理由は3つあります。

んはどうしていらっしゃるかな」と思い出していました。

1つ目は、目で見て病気がわかる領域であることに魅

2009年、岐阜大学皮膚科教授として着任した際に、

力を感じたことです。瞬時に診断できる皮膚科の先生は

その患者さんがまだ通院されていることを知りました。

神様のように思えました。病理と対応して皮疹を勉強で

しかし、両脚を切断され車イスで移動されていたのです。

きることも魅力でした。

その姿を見て「もっと早くに好中球単球吸着療法に出会

2つ目は、当時皮膚科教室では、森 俊二教授（故・名
誉教授）を筆頭にアットホームな雰囲気の中、真摯に臨
床に取り組まれている姿が印象的で、
「この医局に入り
たい」と思いました。後任の北島康雄教授（現・名誉教
授）は、研究で数多くの国際的な業績を残されており、
二人の偉大な先生のもとで皮膚科学の面白さを学ぶこと
ができたことは、私の大きな財産となっています。
3つ目は、当時、皮膚科外来医長であった常田順子先
生の存在です。毎朝、自転車で子どもさん2人を保育園

えていれば」と、悔しい思いが残りました。

岐阜県の皮膚科診療の中核を
担う役割
―現在の皮膚科教室の特徴をお教えください。
当大学は岐阜県の皮膚科診療の中核を担っており、乾
癬や重症アトピー性皮膚炎、膠原病、血管炎、皮膚悪性
腫瘍など難治性皮膚疾患の診療を行っています。
乾癬については、藤澤智美先生（臨床講師）を中心に、

岐阜大学大学院医学系研究科
皮膚病態学教授

清島真理子

【経歴】1980年岐阜大学医学部卒業・同大学皮膚科入局、
1985年県立岐阜病院皮膚科勤務、1986年岐阜大学医学部皮
膚科 助手、1988年米国ニューヨーク大学皮膚科へ留学、1990
年岐阜大学医学部皮膚科 助手、1992年同科 講師、1998年大
垣市民病院皮膚科 医長、2005年同科 部長、2009年より現職。
【学会】日本皮膚科学会評議員、日本研究皮膚科学会評議員、
日本医真菌学会評議員、日本乾癬学会評議員、日本皮膚悪性
腫瘍学会評議員、皮膚脈管膠原病研究会世話人、岐阜市皮
膚科医会会長ほか多数

に送ってから、外来業務や研究をこなしていらっしゃい

先述した好中球単球吸着療法の研究も続けています。ア

ました。同じ女性として常田先生の生き方に憧れていた

トピー性皮膚炎については、加納宏行先生（准教授）を

ことも、私が皮膚科を選んだキッカケでした。

中心に、角質層のバリア機能に関する研究を行っていま

ると新しい事実に気づくかもしれません。そうすると新

―当時から、皮膚科には女性医師が多かったのですか。

す。膠原病は、森先生が研究に力を注いでいらっしゃっ

しい見方で臨床に臨むことができます。それが臨床力ア

女子医学生は10％、女性医師は医学部全体で5％くら

たこともあって、今でも多くの患者さんが通院されてお

ップにつながり、皮膚科がさらに面白くなります。

いでした。その中で、皮膚科は他科よりも女性医師が多

り、周 円先生（講師）
、加納先生が臨床研究を行ってい

―女性医師に対するメッセージをお願いします。

かったように思います。今、当大学医学部で女性が占め

ます。悪性腫瘍については、手術とともに、最新の治療

る割合は、医学生では25 ～ 30％、医師では15％程度です。

法や新規治療の基礎研究にも取り組んでいます。

を継続できないという悩みを抱えています。当医学部で

皮膚科の面白さは一生続く。
若手はぜひ継続を！

は女性医師支援に積極的に取り組んでおり、私も教授着

―入局後は、どのようなことに興味を持たれましたか。
とにかく早く一人前の皮膚科医になりたいという気持ち
が強く、目の前の臨床に取り組みました。しばらくして周
りを見渡す余裕がでてくると、常田先生や皮膚科の先輩

―先生ご自身の取り組みについてお教えください。

多くの女性医師が、家事や育児などのためにキャリア

任直後から、男女共同参画推進室に関わっています。そ
うした活動の中で、医学教育において、女性医師に限ら
ず、すべての医師が診療・研究を継続できる環境づくり

医師である古田博子先生（長良皮膚科、岐阜市）など多

皮膚疾患については、不明な点が数多くあります。リ

くの女性の先生方が学位を取得されているのに気づいた

サーチマインドを持って、疑問点を掘り下げる努力を続

のです。その姿を見て、
「私も研究をして学位を取りたい」

けたいと思っています。また、若い医師が皮膚科の面白

意識改革はすぐに結果に結びつくものではありません

と思うようになり研究を始めました。そうした中、1988

さを知って、一生勉強を続けられるようサポートしたい

が、少しずつ変わっていくと信じています。かつて、常

年に夫（同大学医学部長 清島 満氏）の留学が決まり、

と思います。皮膚科の勉強は2つのステージに分かれる

田先生の後ろ姿を追って医師を続けてきた私が、今度は

一緒に渡米しました。ニューヨーク大学皮膚科Bertolino

と思います。第1は、基礎となる知識や技術を学ぶ時期

若い女性医師のモデルケースになることができたら、こ

先生の研究室に入りました。ただ、子どもたちがまだ小さ

で、その到達点が専門医です。第2は、さらに高度の技術、

んなに嬉しいことはありません。

く、研究中心の生活といかなかったのは残念ですが、米

知識を得たり、興味のあるテーマを深く追求する時期で

国人研究者の研究に対する姿勢や皮膚科学に対する考え

す。これがまさに皮膚科の醍醐味です。

方などを学べたことは貴重な経験だったと思います。

壊疽性膿皮症の治療に苦慮
した症例
―これまでに印象に残った症例をお教えください。

かつて、携帯電話の金属部分に長時間接触することで
起こる耳前部の皮疹をCellular phone dermatitisとして
発表したことがあります。ステロイド外用剤で治る程度
の症例ですから、当時は大して相手にしてもらえません
でした。それでも、欧文誌に報告しました。すると最近、

帰国後、岐阜大学で下肢の皮膚潰瘍を形成した壊疽性

国内外で同様のケースが報告され、私の論文が少しは役

膿皮症の患者さんを担当しました。ステロイド内服をは

に立ったのかなと嬉しく思いました。貴重な症例を論文

じめさまざまな治療法を行ったのですが、どんどん悪化

として報告することは臨床医の努めであり、また喜びで

しました。そこで文献を読み、カンファレンスで提案し

もあります。さらに、リサーチマインドをもって探索す

の重要性を感じています。一方で、プロ意識を持った医
師の育成が重要だと思います。

ひと言

私が理事を務める日本女性科学者の会では、
2014年12月21日に、内閣府、男女共同参画推
進会議と共同で、
『あなたが創る未来に向けて―
理系の資格と仕事―』と題した講演会を開催し
ました。嘉田由紀子氏（前・滋賀県知事）や寺
島ひとみ氏（岐阜薬科大学教授）などに交じっ
て私も理系の資格と仕事についてお話させていた
だきました。さまざまな現場でキャリアを継続して
いる女性がたくさんいることを、多くの方に知って
もらう良い機会になりました。今後もこうした活動
を続けていくつもりです。
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「禁忌を含む使用上の注意」等は、4ページをご参照ください。

皮 膚 疾 患 の 最 前 線 に フォ ー カ ス

Focus

外用爪白癬治療剤 クレナフィン

金沢医科大学医学部皮膚科学講座教授 望月 隆

2014年9月、日本初の外用爪白癬治療剤「クレナフィン」

ア属真菌にも抗真菌活性がある1）。エフィナコナゾール

時的に爪甲下で定量したところ、エフィナコナゾールは

が発売された。金沢医科大学医学部皮膚科学講座教授・

は ト リ ア ゾ ー ル 系 の 薬 剤 で あ る が、Trichophyton

透過が速やかで、累積透過量も14日間で0.1％に達する

望月 隆先生に、同剤の特徴を解説していただいた。

mentagrophytes とCandida albicans に対して濃度依存

ことが明らかになった。ついでエフィナコナゾールを単

的にエルゴステロール生産を減少させ、MIC以下の濃度

回適用した爪の下にT. rubrum を含んだ培地を接触させ

で4,4-ジメチルステロールと4-メチルステロールが貯留

培養したところ、明瞭な阻止帯が形成された（図1）
。

していくことが確認され、イミダゾール系薬剤と同様、

さらにT. mentagrophytes を用いたモルモットの爪白癬

エルゴステロールの合成を阻害して効果を発揮すると考

モデルへの使用で爪内の生菌数が減少した（図2）
。こ

外用抗真菌薬開発小史
日本は、外用抗真菌薬の開発の分野では世界を牽引し

2）

てきたと言っても過言ではない。中でも科研製薬が開発

えられる 。本剤のT. rubrum とT. mentagrophytes に

のようにエフィナコナゾールは爪の透過性が良く、角質

に果たしてきた役割は大きく、カプロン酸誘導体のトリ

対 す るMIC90は 各 々 0.008μg/mL、0.015μg/mLで、

存在下でも抗真菌活性が高いため、爪の表面への外用で

3）

クロロフェノールカプロアート（アスレタン）や汗の中

テルビナフィンやアモロルフィンと同等である 。また、

に含まれ抗真菌作用を持つウンデシレン酸から誘導され

抗真菌スペクトルは広く、皮膚糸状菌、カンジダ属のほ

たフェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート（デルマシ

か、アクレモニウム属、フザリウム属、アスペルギルス

ド）は同社の創製したもので、外用抗真菌薬の先駆けと

属真菌など爪真菌症を起こす多種の真菌に対する抗真菌

して1950年代から盛んに使われてきた。1975年に広

活性が確かめられている3）。

い抗真菌スペクトルを持つクロトリマゾールが国外から
が主流となったが、科研製薬は系列の異なるベンジルア

適応は厳密に
クレナフィンの処方に先立って、
必ず真菌検査を行い、
菌の存在を確認しておく必要がある。爪の肥厚や爪甲剝

エフィナコナゾールは
爪をよく透過する

導入され、それ以降本邦ではイミダゾール系薬剤の開発

治療効果が得られると期待される。

離など変形の強い爪では難治が予想され、さらに爪が伸
長しない、あるいは既存の爪疾患に真菌が二次的に寄生

ミン系のブテナフィン塩酸塩を創製、発売した（メンタ

外用剤の角質親和性は治療効果に影響する。角質親和

した場合には、菌が検出されても治癒は望めない。菌を

ックス、1992年）
。国内ではその後、他社よりイミダゾ

性が高いと薬剤は爪甲に沈着し、病巣まで十分に到達し

駆逐することで治癒が期待できる例を見極めて処方した

ール系のラノコナゾール、ルリコナゾールなどが相次い

ない可能性がある。また、角質に結合した薬剤は、抗真

い薬剤である。治療期間が長く、しかも外用するという

で創製されたが、
今回発売されたエフィナコナゾール
（ク

菌活性が低下する可能性がある。よって角質親和性の低

一手間がかかるため、患者の治療意欲の維持は臨床医に

レナフィン、2014年）は科研製薬が創製したもので、

い薬剤は、爪真菌症の治療に有利と考えられている。エ

とって大きな責務であるし、本剤を上手に使えるか否か

外用薬としては初めてのトリアゾール系の薬剤である。

フィナコナゾールの角質親和性や角質存在下での抗真菌

に皮膚科医の力量があらわれると言える。

4）

本剤は、これまで国外で使用されてきた爪用の外用薬よ

効果を検討した研究 を紹介したい。まず爪の主成分で

り爪を透過する効率が良く、またハケのついた容器の工

あるケラチンに対する吸着実験では、エフィナコナゾー

夫とあいまってユニークな薬剤であり、今後国際的な展

ルの吸着する割合は少なかった。ヒトの爪標品を用いた

開も期待される。

薬物透過性の実験では、爪表面に単回適用した製剤を経

現在、おもに使用されている外用抗真菌薬の作用機序

方法
ヒト爪甲上に5％エフィナ
コナゾー ルを単 回 適 用
し、透過した薬剤の効果
で爪甲下の培地に接種し
たT. rubrum の発育阻止
作用をみた。
結果
5％エフィナコナゾールでは
真菌の発育が阻止された。

5％エフィナコナゾール

は、いずれも真菌の細胞膜の構成脂質であるエルゴステ
1）

ロールの合成酵素の阻害である 。薬剤の系列により作

感染対照（薬剤非添加）

用点は若干異なり、それに伴い抗真菌スペクトルも異な

薬剤
5％エフィナコナゾール
感染対照（薬剤非添加）

るが、イミダゾール系薬剤はステロール-14-デメチラー
ゼ（C-14-ラノステロールデメチラーゼ）に作用し、皮
膚糸状菌（白癬菌）のほか、カンジダ属真菌、マラセチ

6
5

 ％エフィナコナゾールによるヒト爪甲下Trichophyton rubrum の
5
発育阻止作用(in vitro )

***

4
3
2
1

承認時評価資料

Column 爪の病気 アラカルト＜前編＞
●爪白癬の診断と治療

（Log CFU/ 足）

増殖阻止域（cm、平均値±S.D.）
2.5220±0.4172
0.0000

［承認された規格・含量］クレナフィン爪外用液10%

図1

1）望月 隆, 皮膚科の臨床 55：1586-1591, 2013
2）Y Tatsumi, et al., Antimicrob Agents Chemother 57：2405-2409, 2013
3）WJ Jo Siu, et al., Antimicrob Agents Chemother 57：1610-1616, 2013
4）K Sugiura, et al., Antimicrob Agents Chemother 58：3837-3842, 2014

爪内生菌数

増殖阻止域

エフィナコナゾールは
エルゴステロール合成を阻害する

【文献】

感染対照

10％エフィナコナゾール

方法
T. mentagrophytes に よる
モルモット爪白癬モデルにエ
フィナコナゾールを４週間に
わたり使用後、爪を採取し、
爪内生菌数を測定した。1群
6匹（12足）を使用。
結果
10％エフィナコナゾール塗布群
は、感染対照群に比べて有意
な爪内生菌数の減少を示した。
：平均値 （各 n=12）
***：p＜0.001（vs. 感染対照）
Tukey 法

K Sugiura, et al. Antimicrob Agents Chemother 58：3837-3842, 2014より一部抜粋

図2 モ
 ルモット爪白癬モデルでの10％エフィナコナゾール塗布後の爪
内生菌数減少効果

東皮フ科医院（大阪府）

院長

検査を行うのは必須である。順調に爪甲が正常化すれば、

東 禹彦

最近発売されたクレナフィン爪外用液10％は、本邦

爪の疾患で最も多いのは爪白癬である。爪白癬の臨床

6 ヵ月で治療を打ち切る。爪甲遠位部に混濁部が残存し

初の爪白癬の適応を持つ外用液剤である。感染面積20

的な特徴は、爪甲の混濁と肥厚である。また、基本的に

ていても、通常はいずれ治癒するが、3 ヵ月後も混濁部

～ 50％のDLSO（遠位・側縁部爪甲下爪真菌症）で１年

患部の爪甲表面は光沢があり、平滑である（写真1）
。も

がそのままであれば、テルビナフィンを再投与する。

間の治験が行われ、真菌学的治癒は55％、完全治癒率（感
染面積0％かつ真菌学的治癒の割合）は18％であった1）。

ちろん人為的な操作が加わると、爪甲の表面が削られて

治療開始後1、2 ヵ月しても爪甲基部が正常化しない

光沢もなくなり、凹凸不平となる。例外はSWO（表在性

場合には、再度爪甲角質の直接鏡検を行う。真菌要素を

外用のため血液検査は不要で、ほとんどの副作用は投与

白色爪真菌症）で、後爪郭部皮膚から爪甲基部表面に白

認めれば、培養を行って起因菌を確認する。カンジダを

部位に限局され、今後の臨床の場での評価に期待したい。

癬菌が侵入するために、患部では爪甲基部表面の光沢や

検出すればイトラコナゾール100mg ／日の連日投与に

●爪カンジダ症との鑑別

平滑さは失われる（写真2）
。診断は爪甲混濁部から角質

切り替える。

爪白癬は指爪にも生じるが、指爪の場合には爪カンジ

を採取し、直接鏡検を行い、真菌要素を確認すればよい。

初診時に爪甲の肥厚が軽度で、長期通院が困難な患者

ダ症（写真3）との鑑別が必要になる。いずれも爪甲の

治療はテルビナフィン125mg ／日の連日投与を行う。

ではイトラコナゾールのパルス療法も有効である。9週間

混濁、肥厚を生じるが、趾爪白癬と比較すると肥厚は軽

投与前、投与後も定期的に肝機能や血液所見などの臨床

で治療は終了するが、その後も定期的に患部を観察する。

度である。臨床的に両者を鑑別するのは極めて困難であ

写真１
趾爪白癬
爪甲は混濁、肥
厚している。爪
甲表面は平滑
で、光沢がある。

写真２
趾爪白癬SWO型
爪甲基部表面
から白 癬 菌 が
侵 入し た も の
で、 爪 甲 基 部
表面は白濁し、
患部では光沢
や 平 滑さが 失
われている。

写真３
指爪カンジダ症
爪甲に混濁を
認める。爪白癬
と区別は困難で
ある。

る。角質の直接鏡検でも区別することは困難で、培養す
るしかない。ただし、指爪カンジダ症では、ときに爪郭
炎を伴っていたり、爪甲表面に横溝を生じていたり、爪
甲が褐色調を帯びたりすることがある。爪カンジダ症の
治療はイトラコナゾール100mg ／日の連日投与を行う。
治癒に１年以上を要することもある。
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