
―皮膚科医を選んだ理由をお教えください。

　広島大学医学部を選んだのは、科学と人とのかかわり、
世の中とのかかわりがある学問を学びたいという理由から
です。そうして医学部6年生のときに、臨床医学に進みた
いと考えるようになりました。とくに皮膚科に惹かれたと
いうより、恩師となる当時の皮膚科学教授の山本昇壯先生
との出会いが大きかったといえるでしょう。
　山本先生は、まだ学生の私の「世界最先端の研究がしたい」
という希望を笑いもせず、正面から受け止めてくれました。
そのとき「世界最先端というなら、開業医こそ最前線だ」と
おっしゃったのですが、当時の私はその意味がわかりません
でした。今であれば、山本先生の言葉の意味がよくわかります。
　しかも、漠然とではありますが、免疫・アレルギーに興
味がありましたので、臨床医学の中で免疫・アレルギーの
研究のつながりが深い皮膚科は魅力的でした。こうして、
山本先生との出会いと、免疫・アレルギーへの興味から、
皮膚科の道に進むことになったのです。
―入局後、3年近く海外で研究されていますね。

　私は皮膚科入局と同時に同大学大学院にも入り、臨床を
行いながら基礎研究も行っていました。大学院が終わるこ
ろに、ロータリー日本財団の募集に応募し、翌年から1年
半、国際親善留学で米国の国立衛生研究所（NIH）に留学
しました。NIHでは、肥満細胞の細胞内の情報伝達に関す
る研究を行いました。
　その後、縁あって英国のロンドン大学のSt Thomas's 
Hospitalに行くことになりました。私の研究テーマの1つ
である蕁麻疹の研究は、このときから始まっています。た
だ、蕁麻疹の中核的存在に肥満細胞があることを考えれば、
NIHでベースをつくり、St Thomas's Hospitalで臨床に関連
した研究をするようになったといえます。
―帰国後に赴任された厚生連尾道総合病院では、どのよう

な活動をなさっていたのですか。

　皮膚科部長として赴任し、臨床中心の日々を過ごしまし
た。海外では研究が中心でしたので不安もあったのですが、
医学部の先輩が「同じ症例を100例診ると見えてくるもの
がある」と助言してくれたのが心の支えになりました。
　その先輩がおっしゃったとおり、臨床現場で軽症から重
症まで、幅広い症例を経験したことが大きな財産となりま
した。さらに医師だけでなく、看護師や検査技師などコメ
ディカルスタッフとも深く交流ができたことも大きかった
ですね。全科の医師が当直を受け持たなければならなかっ
たため、私も他科の先生方にいろいろ教わりながら、全科
の患者さんを扱う経験を積むことができました。
　思えば、尾道総合病院での経験が、私の臨床へのターニ
ングポイントだったといえます。私が自らの意志で行ったの
はNIHのみで、あとは導かれるままにSt Thomas's Hospital、
尾道総合病院へと移り、その後広島大学へ戻りました。い
つも自分の前に道はなく、しかし振り返ってみると道がで
きていたという生き方を送ってきたといえます。
―広島大学に戻ってからの活動についてお教えください。

　しばらくは、大学病院でアレルギー疾患を中心に診療を
行っていました。その後、広島中央サイエンスパークを拠
点とした産学連携プロジェクトにかかわるようになりまし

た。私の役目は、再生医療の実現化に向けて、臨床応用の
側面から基礎研究をコーディネートするというものでし
た。教授に就任してからも、知的クラスター創成事業に参
画するなど、産学連携とのかかわりは続いています。
　実は、産学連携プロジェクトに参画するようになって、
医療以外の企業とのかかわりが増え、企業が利益を得るた
め、そしてわれわれが研究費を獲得するために、いかに特
許を取得することが大切かを知りました。これまでの間に
多くの特許を申請・取得しましたし、今後も特許を取得で
きるような研究を目指していきます。

―皮膚科学教室の方針についてお教えください。

　私たちが目指していることは、①世の中の役に立つ臨床
研究、②世の中が驚くおもしろい基礎的研究、③一人ひと
りの能力が伸びる職場環境、この3本柱です。
　①は、新しい研究で論文になっても、それが患者さんの
役に立たなければ意味がないということです。②は、基礎
研究をするなら、やはり世の中が変わるような、おもしろ
い研究をしてほしいと願っています。③については、当科
の誰もが日々の業務で忙しく、時間が足りない、人員が足
りない、費用が足りない状況です。しかし、そうした状況
を全員で乗り越えたい。それには、一人ひとりが力をつけ
られるような環境づくりが大切だと考えています。
　これらを実現するために、当科では教室員の『信条』と
して次の5つを掲げています。「至誠であること」「医師と
しての品格を備えていること」「国内外に発信する集団で
あること」「（物的にも精神的にも）豊かであること」「ユ
ーモアのセンスがあること」です。
―ユーモアのセンスというのは、どういうことですか。

　これは、私のこだわりなんです。英国に留学したときに、
イギリス人のユーモアのセンスに感銘したことが心に残っ
ているのだと思います。
　それとは別の意図もあります。学生が専門領域を選ぶと
きに、「皮膚科は仕事が楽だから」と選ぶ人がいます。そ
うした考えの人に対しては、私はかなり厳しいと思います。
というのも、当院は広島県に1つしかない大学病院におい
て皮膚科診療の全責任を担っているからです。また、広島
県の医療を担う以上、放射線災害をはじめとする災害への
対応は我々の使命だと思っています。ですから、当科では
常に重症熱傷患者さんを抱えており、もちろん、夜間に救
急で呼ばれることもしばしばあります。
　このように、当科は決して楽なところではありません。
だからこそ、臨床や研究がおもしろくなければならないし、
笑いのない教室であってはならないと思うのです。「ユー
モアのセンス」には、そうした私の願いを込めています。

―今後の目標についてお教えください。

　今年の当科の目標は「夢を広げる」です。願いがないと
ころには実現はない。小さくまとまらないで、もっともっ
と広い視野を持って取り組もうという呼びかけです。
　私自身の今の目標は、世界一の皮膚科学教室にすること
です。このことは、何年か前から言っています。広島大学

という規模の中で、研究、臨床、スタッフの質など、トー
タルで一番いい教室になりたいというのが私の願いです。
　私は日本皮膚科学会のキャリア支援委員会委員長でもあ
るのですが、皮膚科医一人ひとりのレベルアップとともに、
レベルアップした人が後輩を育てていく環境づくりの必要
性を感じています。とくに皮膚科は女性医師が多く、出産
などでキャリアを中断せざるを得ない事情などもあるた
め、どうやって後輩にバトンを渡していくかを考えていか
なければなりません。
―若い皮膚科医にメッセージをお願いします。

　皮膚科の魅力はいろいろありますが、私は、皮膚科は誰
にでも見えているものを見て、その奥にあるメカニズムを
知り、さまざまな手段を使って治療できることに魅力を感
じています。
　皮膚科学は勉強すべきことはたくさんありますが、それ
だけに終わるのではなく、教科書に書かれるような新しい
研究を切り開いてほしいと願います。そのために必要なこ
とは、緻密な観察と気づき、思考力です。そうした力を臨
床現場で養い、おもしろい研究へと発展させてください。

皮膚科の魅力は、見ることをとおして問題解決すること
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巡り合わせに感謝。
振り返ると道ができていた

Feature

ひと言

　患者さんの1人が、『偶然を必然化する力』と
書いた手作りのマウスパッドを作ってくださったこ
とがありました。診察中に私が好きな言葉として
話したようで、それを覚えてくださっていたのです。
とてもうれしくて、今でもそのマウスパッドを使っ
ています。

役立つ臨床、おもしろい基礎研究
を生み出す環境づくり

小さくまとまらず、
大きな夢を持ってほしい



　爪白癬では爪甲の混濁や肥厚が認められ、臨床的に 

① 遠 位 側 縁 爪 甲 下 爪 真 菌 症（Distal and Lateral 

Subungual Onychomycosis：DLSO）、②表在性白色爪

真 菌 症（Superficial White Onychomycosis：SWO）、

③ 近 位 爪 甲 下 爪 真 菌 症（Proximal Subungual 

Onychomycosis：PSO）、④全異栄養性爪真菌症（Total 

Dystrophic Onychomycosis：TDO）の4病型に分類さ

れる。④以外の病型は皮膚糸状菌の侵入経路を反映して

いる。同一人に異なる病型が混合することもあり、最も

見られる組み合わせはPSO＋SWOとDLSO＋SWOであ

る1）。TDOは、他の3病型が進行し病変が全爪に及んだ

最 重 症 型 で あ る。ま た、爪 白 癬 で は 治 療 抵 抗 性 の 

”dermatophytoma”と呼ばれる特殊な症状を示すこと

も広く知られている2）。

　本稿では、爪白癬での皮膚糸状菌の寄生形態と寄生部

位について解説する。

　皮膚糸状菌は表皮角層、毛、および爪の中では菌糸あ
るいは分節胞子の寄生形態をとる3）。宮治ら4）は、
Trichophyton rubrumによる白癬患者の病変から採取し
た試料を直接鏡検し、寄生形態をType A「菌糸中に隔壁
が観察されないか隔壁の間隔が5μm以上のもの」、Type 
B「菌糸中の隔壁の間隔が5μm以内で菌糸の幅が5μm
以内のもの」、Type C「個々の分節胞子が互いに分離し、
膨化して直径5μm以上の球状の胞子を示すもの」の3つ
に分類した。爪白癬ではType Aが50％、Type Cが40％、
Type Bが10％を占めることを明らかにし、他の白癬に
比べて分節胞子が形成されやすいことを示した。
　また、hard keratinで構成される毛や爪で見られる
“eroding fronds（葉状体）”と呼ばれる特殊な菌の形態
がSWOでは観察されることがある5, 6）。
　写真1にT. rubrumが培養同定された爪白癬の病理組
織像（PAS染色）を示す。連鎖した分節胞子と分離した
分節胞子が見られる。写真2にGrocott染色像を示す。隔
壁をもつ菌糸や、数珠状に連なった分節胞子、膨化した
球状の胞子が認められる。

　足白癬や体部白癬の鱗屑や爪白癬の病爪をアルカリ処
理すると周囲の角層細胞が取り除かれ、角層内の菌糸の

形態を走査電顕で観察することが可能になる7）。写真3

に、このような方法で観察したT. rubrumによる爪白癬
病爪での皮膚糸状菌の走査電顕像を示す。比較的まっす
ぐ伸びた太さの均一な菌糸が見られるが、部分的に隔壁
の間が短くなった菌糸も確認できる。

　爪白癬の中で最も多い病型であるDLSOでは、爪下皮
および側爪郭の角層から菌が侵入する。このため爪甲の
先端や側縁から混濁が出現し、近位側に向かって混濁部
位が拡大する。菌の侵入により爪下皮や爪床の表皮角層
は厚くなり、病理組織学的に爪甲下角質増殖が認められ
る7）。これが顕著になると爪は肥厚する。DLSOの原因
菌はT.rubrumが多い。
　一方、爪甲の表面に境界明瞭な白濁領域を認める
SWOでは、菌は爪の表面から侵入し、病理組織学的に
は爪表面の小さな裂け目や爪の上層に連鎖する小胞子と
短い菌糸が確認される8）。菌が爪の表層から上層に限局
して分布することは、近位爪郭下方から白濁が始まり、
爪甲の下層で菌が増殖するPSO（後述）と対照的である8）。
菌が爪の表層、上層に限局しているため、SWOでは白
濁部分を削って外用抗真菌薬の塗布を行うことで治癒が
期待できる。症状が進行すると菌は爪の中層にも認めら
れるようになるが、Baranら9）は、爪上皮腹側への菌の
感染により、爪の上層と下層に同時に菌糸や分節胞子を
認めるSWO症例があることも報告している。SWOの原
因菌はT. mentagrophytes var. interdigitaleが90%以上
を占めるが、小児やHIV患者ではT.rubrumが多い9）。
PSOでは、近位爪郭の腹側の角層から侵入した菌が爪母
の近位端に移動し、爪母から爪甲下層に広がる8）。原因
菌はT.rubrumが多い8）。PSOでは上記のような菌の分布
様式のため外用薬は効きにくく、経口抗真菌薬による治
療が必要である。
　楠10）は、T. rubrumによる爪白癬の20病爪について
病理組織学的に爪甲内および爪甲下角質層での菌の分布

を調べている。菌を認める部位を爪甲下層のみ（Ⅰ型）、
爪甲上層のみ（II型）、爪甲中層のみ（Ⅲ型）、爪甲全層（Ⅳ
型）、爪甲下角質層のみ（V型）に分類し、さらに型別
の頻度を組み合わせも加味して検討した。それによると
Ⅰ＋V型の割合が55％で最も多く、ついでⅡ型15.0％、
Ⅱ＋V型10％であった。この結果からは、治療の際には
爪甲下角質層と爪甲下層に薬剤を確実に透過させる方法
が必要なことがわかる。

　“dermatophytoma”と呼ばれる病型は、臨床的には爪
甲内の密な白色〜黄色の線状から円形の病変を呈する。
この病変では爪甲内に空洞があり、内部に厚い壁をもつ
皮膚糸状菌の菌糸の集塊が認められるのが特徴である。
これらの菌糸の集塊が肺アスペルギルス症で見られる
aspergillomaを連想させるため、1998年にRobertsらが
“subungual dermatophytoma”という名称を提唱した。
このような病変では薬剤が空洞内の菌塊に十分浸透しな
い可能性を考慮し、治療戦略をたてることが必要である。
　爪白癬での菌の寄生部位や寄生形態を知ることは、日
常診療の際に直接鏡検や培養に適した検体採取場所を探
すのに役立ち、また、効果的な治療を選択する上で有用
である。
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皮膚疾患の最前線にフォーカス

爪白癬での
皮膚糸状菌の寄生形態

爪白癬での皮膚糸状菌の
寄生形態：走査電顕像

爪白癬における
皮膚糸状菌の寄生部位

subungual dermatophytoma 2）

での菌の寄生形態

写真１　典型的な帯状疱疹

写真1　�爪白癬の病理組織像－PAS染色�
分節胞子が濃い赤紫色に染色されている

写真2　�爪白癬の病理組織像－Grocott染色�
分節胞子や菌糸は黒色に染色されている

写真3　爪白癬の走査電子顕微鏡像


