January, 2017 vol.06

1

Dermatologia

Dermatologia
皮膚科臨床医のための情報紙

Feature

vol.06
January, 2017
2017年1月
企画
発行

科研製薬株式会社
株式会社協和企画

だ から皮 膚 科 は やめられ ない

探究心と行動力で、皮膚科の可能性を広げていく
皮膚科の魅力は
選択肢の多さにある
―皮膚科医を選んだきっかけをお聞かせください。
防衛医科大学校の学生時代は、泌尿器科や麻酔科など
ダイナミックな領域に興味がありました。ところが、泌

日本医真菌学会理事長として
真菌に強い皮膚科医の育成を目指す
―2012年に東京医科大学病院長に就任され、任期終了
後は、皮膚科学教室において臨床と研究、教育に取り組
んでいらっしゃると聞きます。

尿器科と同じ病棟だった皮膚科の教授に飲み会に誘わ

大学院生時代から、その時におもしろそうだなと思っ

れ、皮膚科の話を伺い、臨床を見ていくうちに、皮膚科

たことを自ら積極的に追い求めた結果、ワーカホーリッ

に興味を持つようになりました。
このことがきっかけで、

クな生活を送ってきましたが、院長時代は周囲から求め

皮膚科への入局を決めました。

られての忙しさで、自分でもよく働いたと思います。

―皮膚科のどのようなところに魅力を感じたのですか。

今は、皮膚科にカムバックしたので、もうひと頑張り

まず、皮膚科は内科系から外科系まで幅広い分野を扱

したいと思っています。皮膚科教室では、教授の大久保

う診療科であることが大きな特徴だと思います。また、

ゆかり先生による尋常性乾癬の研究、原田和俊先生や入

研究の道に進むこともできれば、アフターファイブを楽

澤亮吉先生による悪性腫瘍の基礎研究、手術療法の開発

しむこともできるなど、いろいろな選択肢のある診療科

などが行われています。私の役割は、内部人材はもとよ

だと思います。ちなみに私は、外科系から始めて内科系

り外部からも積極的に人材を投入して、今以上に皮膚科

に移り、診断に楽しさを感じていましたね。

教室のパワーアップを図ることだと考えています。

もう１つ、
皮膚科は長く続けられる科だと思いました。

私が主任教授に就任した2002年から、毎年、業績を

たとえば外科は、加齢とともに視力が落ちて手術を続け

まとめた『教室年報』を作成して、全国の大学や病院に

るのが難しくなる。その点、皮膚科は外科系か内科系の

配布しています。新入医局員の勧誘にも役立ちますし、

選択ができ、机と顕微鏡があれば細く長く死ぬまで続け

私たちも、全国の先生方に恥ずかしくない業績を上げな

られると思ったのです。その考えは今でも変わりません

ければという良いプレッシャーを受けています。

し、多くの皮膚科医の先生方もおっしゃっています。

―ご自身の臨床、研究などはいかがですか？

―ということは、大学卒業後は、臨床を中心に経験を積
まれたのでしょうか。
そうでもありません。いざ臨床を始めてみると、
「こ

現在、発毛の再生医療を3年計画で行っているところ
です。ほかにも、乾燥肌対策の啓発活動に力を入れてい
ます。

れを検査できれば、診断をつけられるのだが」という症

―2016年10月に日本医真菌学会の理事長に就任されま

例をいくつも経験しました。そうして1年後には、
「検

した。抱負をお聞かせください。

査法がないなら、自分で研究しよう」と考え、順天堂大

真菌を専門にする皮膚科医の数が減少している現状に

東京医科大学皮膚科学分野 主任教授

坪井良治
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私は、医局員に2つ以上の専門領域を持つよう指導し

危機感を抱いています。ですから、
「もっと真菌に興味

ています。1つは、教室として取り組んでほしい研究、

順天堂大学大学院では、当時の小川秀興教授（現・学

を持ちましょう！」というメッセージを打ち出していき

もう1つは自分がやりたい研究です。複数の研究を行っ

校法人順天堂 理事長）のもとで最初に取り組んだ研究

たい。それには、皮膚科医がきちんと真菌の診断・治療

ていくうちに、興味のある専門がみつかるでしょうし、

が白癬菌でした。その後、真菌が産生する蛋白分解酵素

ができるよう各大学、各学会と密に連携していくことが

それらを追求していくことで、当科が目指す総合皮膚科

大切だと考えています。

医の育成につながると考えています。

学大学院に進みました。

（プロテアーゼ）について研究するようになり、そのつ
ながりでfibroblast growth factor（FGF）の研究へと広

また、たとえば「白癬は直接鏡検で診断する」といっ

がっていきました。小川先生の勧めで留学した米国・ニ

た基本的な知識を、学会から発信していきたいと思って

ューヨーク大学医学部では、ヒト胎盤からのFGFの分離・

います。

精製とメラノーマの転移実験に取り組みました。
帰国後、FGFの研究を活かして、創傷治癒と発毛の
研 究 に 着 手 し ま し た。特 に 増 殖 因 子 の １ つ で あ る
hepatocyte growth factor（HGF）に着目したことで、
発毛機序の解析と脱毛症治療につながりました。

今すぐ専門を決める必要はない
皮膚科の可能性を楽しんでほしい
―若い皮膚科医にメッセージをお願いします。

田舎育ちなのでアウトドアが大好きです。学生時代は
山をやっていました。腰、膝を痛めてからは水泳にチャ
レンジ。ここ15年はダイビングです。すでに350本潜
っていますので、退任までに500本を目指しています。
ON・OFFの切り替えは早いですよ。だから、仕事も
プライベートも全力で取り組めるのだと思います。

皮膚科にはいろいろな選択肢がありますから、若い先

そのほかにも、マラセチア菌をはじめとする常在微生

生方は、今すぐ専門を決める必要はないと思います。そ

物の研究や、その延長にあるアトピー性皮膚炎や皮膚バ

の時々で興味のある分野に取り組み、さらに面白そうな

リア機構に関する研究も並行して取り組んできました。

テーマが見つかったら、それにトライする楽しみを知っ

―いろいろな研究を同時に行っていらっしゃったのですね。

てほしい。医学の中にいろんな診療科があるように、皮

そうです。周りは、私が何の研究をしているのかわか

―先生は、プライベートでも活動的でいらっしゃいますね。

膚科の中にも細分化された世界があるのです。

らなかったでしょうね。臨床も好きなので精力的に行い

私は、いろいろな分野に挑戦したおかげで、たくさん

ました。同時に複数のことを行うので、我ながらカメレ

の人と出会い刺激を受けてきました。そうして培った人

オンみたいだと思います。

脈は、
私の大切な財産となっています。若い先生方にも、
さまざまな出会いを経験してほしいと願います。

『教室年報』には医局、外来、病棟、関連病院などの紹介のほか、エッ
セイ、業績目録なども掲載されている
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皮 膚 疾 患 の 最 前 線 に フォ ー カ ス

Focus

高齢者と爪疾患

木村有太子

順天堂大学浦安病院 皮膚科 准教授

高齢者では爪の混濁、肥厚、変形が見られることが多

近位部の正常部との境目に近いところから病変部の爪を

製剤が適応になったことで爪病変も改善する症例も多く

い。爪疾患で最も多いのは、爪白癬であるが、他の爪疾

削って採取する。SWO（写真2）では、混濁した表面の

なった。しかし、いずれも高齢者には適応しにくい。

患であることも多く、
確実に診断することが大切である。

爪を削り取ればよい。

爪甲鉤弯症

特に高齢者において爪白癬に類似する爪疾患としては爪

爪白癬の治療には、一般的に経口抗真菌薬が用いられ

乾癬、爪甲鉤弯症などがあげられる。鏡検もせずに外用

るが、高齢者の場合、肝機能障害の問題や、併用薬との

抗真菌薬を使用したり、菌が見つからないときに試しに

相互作用の点から、経口抗真菌薬が選択できないケース

抗真菌薬を使用するということはしてはならない。外用

が多い。内服ができない場合や軽症から中等症の爪白癬

一般に分厚くなった爪は爪甲剥離の状態にあり、爪甲下

抗真菌薬を試しに使用したが改善しなかった場合、一旦

の患者には、高い抗真菌作用をもち、ケラチン親和性が

には角質増殖を認める。第1趾爪甲に生じることが多い。

使用してしまった後で鏡検をしても陰性のことが多く、

低く、菌が多く存在する爪甲下層まで透過する新しい外

爪甲が厚いために靴を履くと疼痛を生じて歩行困難とな

①もともと真菌症ではなかった、②真菌症だったが、抗

用抗真菌薬が開発されたため、外用薬で治療されている

り、
日常生活に支障をきたす。原因は、
2つに分けられる。

真菌薬を使用したために真菌を検出できなくなった、の

症例も増えている。この場合、病爪が正常に伸びている

①趾遠位端の隆起のために爪甲の成長が妨げられ、鉤弯

2つの可能性が残り、診断できなくなってしまう 。し

か、よく問診することが大切である。高齢者は特に高度

爪となる。抜爪や深爪を繰り返していると趾遠位端の隆

たがって、
鏡検で菌要素を検出して確定診断するまでは、

の爪病変や昔の爪外傷のために爪が伸びない場合があ

起が起きる。また、外傷による爪甲下出血の結果、爪甲

抗真菌薬は開始しないことが大切である。

3）

り、
どれだけ抗真菌薬で治療をしても爪病変は治らない 。

が脱落し鉤弯爪になることもある。②爪甲下角質増殖が

高齢者の場合、病爪のケア、爪の切り方、肥厚した爪が

生じると、爪甲の発育方向が上を向くことになり、必然

当たらない靴の選び方などの日常生活の指導をすること

的に爪甲は分厚く、鉤弯爪となる。原因としては爪白癬

が大切である。

が多い。

1）

爪白癬
爪真菌症の90％が爪白癬である。爪白癬は、爪甲内

治療は、趾遠位端の隆起による鉤弯爪では、外科的手

爪乾癬

への白癬菌の感染症であり、わが国には足白癬患者は
2,100万人、爪白癬患者は1,200万人存在すると言われ

爪甲が分厚く、硬くなり、鉤型に彎曲する（写真4、5）
。

術により隆起部を平坦化する。保存療法としては、爪甲
を爪切りや爪やすりで薄く削る。爪甲下角質増殖の原因

ている。足白癬が先行し、爪の周囲の皮膚より、連続的

乾癬患者の10 ～ 50％に爪の変化を認める。爪の変化

に爪甲下角質へ菌が侵入し、爪甲下角質増殖が生じ

としては点状の凹み、爪甲剥離、爪質の変化（ジストロ

る。

フィー）
、爪甲下角質増殖、変色などがある。

が爪白癬であれば、爪白癬の治療を行う5）。
このように、高齢者でみられる爪の疾患は多く、爪の

爪 白 癬 の 病 型 は、Distal and Lateral Subungual

爪の乾癬の診断は、乾癬病変が爪郭部に認められたり

Onychomycosis（DLSO）
：遠位側縁爪甲下爪真菌症が

（写真3）
、乾癬の皮疹が他の部位にあると診断しやすい

爪の変形や肥厚、陥入などで歩行時の痛みや、それによ

最も多く、
Proximal Subungual Onychomycosis
（PSO）
：

が、乾癬が爪に初発することもまれではなく、爪にのみ

る歩行障害のためにADLを低下させてしまうことがある

近 位 部 爪 甲 下 爪 真 菌 症、Superficial White Onycho

変化を認める場合には爪の乾癬の診断は難しい。爪から

ので、早めの診断と治療が大切である。

mycosis（SWO）
：表在性白色爪真菌症、いずれの型で

角質を採取して顕微鏡で不全角化細胞の有無を調べると

罹患しても治療せずに長年放置すると爪全体に変化が及

診断が可能であると報告されている4）。

ぶTotal Dystrophic Onychomycosis（TDO）
：全異栄養
性爪真菌症（写真1）がある 。

治療はきわめて困難である。基本的には乾癬の治療と

2）

同様であるが、その中でもエトレチナート、シクロスポ

診断は直接鏡検で菌要素を確認検出する。できるだけ

リンの内服が有効とされている。近年、乾癬に生物学的

W254.75×H94
写真１ TDO型爪白癬（第1, 2趾爪）

写真２

SWO型爪白癬

写真３

爪の乾癬

悩みで外来受診される高齢者も増えている。
高齢者では、
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写真４

爪甲鉤弯症

写真5

爪甲鉤弯症
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