
白癬菌(水虫) 

 

 

 

白癬菌(水虫)～疾患編～ 

日本人の5人に1人は白癬を持つと言われていま

す。 

しかし、白癬に対する意識は患者により大きく

異なります。 

治療せずに放置していたり自覚症状があるとき

にのみ治療したり、もしくは症状が軽く白癬で

あることに気づいていないなど様々です。 

適切な治療を行わなければ症状が悪化し、歩行

障害の原因になることもあります。 

白癬の病態を中心に 

【白癬の疫学】 

【白癬の仕組み】 

【白癬の種類と特徴】 

【白癬の診断と検査】 

【白癬の合併症と予後】 

の順にご紹介します。 

 

 

 

白癬の疫学 

 

白癬とは 

白癬とは、白癬菌(皮膚糸状菌という糸状に増殖する真菌)が皮膚の角質層に感染して起こる

病気です。 

また白癬は一般的に水虫の事を言い、足をはじめ爪・腕・頭など様々な部位に発症し、全身

に拡大する疾患です。 

 

 



症状 

白癬の主な症状としては 

かゆみ・皮膚が紙切れのようにむける(鱗屑)・炎症 

皮膚が厚くなる・ひび割れ・水疱(水ぶくれ) 

など様々な症状が現れます。 

これらの症状は白癬の種類によって異なり、白癬の分類および治療選択する上で重要にな

ってきます。 

 

統計 

白癬の推定患者数は、2000年度の『Japan Foot Week研究会』の調査によると約2500万

人いると言われています。 

つまり国内の全人口の20%にあたり、約5人に1人が白癬にかかっているということにな

ります。 

そして白癬患者は皮膚科外来を受診する患者の8～18%にあたり、非常に頻度の高い疾患

です。 

白癬の年齢別頻度を足白癬(主に足の裏

にできる種類)についてみると、最近の

データでは高齢化が進むにつれ50歳以

上の年齢層で増加傾向が見られます。 

20～30歳代に発生する原因としては、

長時間靴を履いているということが挙

げられています。 

特に、1日中靴を履き続けなければなら

ないサラリーマンに対して頻度が高く

なります。 

ただし男性と女性の比率に大きな差は見

られません。 

 

白癬の季節的な推移は、2002年度の皮膚

真菌症疫学調査を見てみると、暑くてジ

メジメしてくる5月頃から患者数が急増

し、7～8月の夏場にピークに達していま

す。  
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白癬の仕組み 

白癬の起こる仕組みについて 

●白癬の原因菌 

●皮膚の構造 

●白癬のうつる仕組み 

順に詳しくご説明します。 

 

白癬の原因菌 

白癬を引き起こす原因菌である白癬菌は皮膚糸状菌の一種です。 

皮膚糸状菌は白癬菌属以外に小胞子菌属・表皮菌属も存在しますが、白癬患者にみられる菌

の90%が白癬菌であるため、皮膚糸状菌と白癬菌がほぼ同じ意味で使われています。 

白癬菌は皮膚の表面を覆う角質層に入り込み、角質層に多く存在するケラチンというタンパ

ク質を栄養源として増殖します。 

特に白癬菌は高温多湿の環境を好み、ジメジメした蒸し暑い梅雨から夏にかけては活動が活

発になります。 

感染力はそれほど強くありませんが生命力は強く、皮膚から剥がれ落ちた垢の中でも生き続

けることができます。 



皮膚の構造 

白癬菌が生息する皮膚は外側から表皮・真皮・皮下組織の3層からなり、さらに表皮は 

角質層～基底細胞層まで4層に分かれています。 

基底細胞層の細胞はケラチノサイトと言う角化細胞などから構成されています。 

ケラチノサイトは徐々に表面に押し上げられながら変化し、やがて角質細胞となります。 

そして最終的には

垢となり、身体表

面から剥がれ落ち

ます。 

このように皮膚は

常に新しく生まれ

変わるターンオー

バーを繰り返して

います。 

通常この期間は約1

ヶ月ですが、足の

裏の皮膚は厚い為

約3ヶ月の期間を要します。 

また、角質層は死んだ細胞である角質細胞の集まりであり、角質細胞には白癬菌が好むケラ

チンが多く含まれています。 

そのため角質層は白癬菌が増殖するのに最適な場所となっています。  

 

白癬のうつる仕組み  

白癬患者から剥がれ落ちた角質層や垢には白癬菌が生きたまま残っています。 

通常、白癬菌が他人の皮膚に付着してもすぐに感染することはありません。 

そのため、常に皮膚を清潔にすれば付着した白癬菌は容易に皮膚から脱落して感染は成立し

ません。 

しかし、菌が付着した状態を約1～2日以上放置していると白癬菌は皮膚内に侵入して感染

が成立します。 

皮膚内に侵入した白癬菌は角質層でケラチンを栄養にし、寄生・増殖していきます。 

角質層の表面近くに増殖している段階ではかゆみなどの症状は現れません。 

ある程度時間が経過し角質層の下の層まで白癬菌が到達して増殖すると、その下の生きてい

るケラチノサイト(角化細胞)が刺激を受け炎症性細胞が増加し、かゆみなどの症状が現れて

きます。 

なお、白癬菌は角質層より下の層に入り込むことはありません。 

 



感染しやすい環境 

白癬を起こしやすい要因や環境についてみると、 

●長時間靴を履く環境にある 

●体温が高く汗っかき 

●外反母趾 

●足の指と指がくっついている 

●性ホルモンの分泌が多く、脂性であること 

など、白癬菌が住みやすい環境が作られることが挙げられます。 

また糖尿病や循環障害、免疫不全を持つ場合は免疫が低下しているため感染しやすくなっ

ています。 

さらにお風呂場やバスマット、スリッパなど大勢で共有する物、体育館やプールなど素足

で多くの人が歩き回る場所では白癬菌が皮膚につきやすく感染しやすくなります。 

 

ペットと白癬菌 

最近では犬や猫などのペットからうつる白癬が増加しています。 

白癬の原因となる白癬菌とは種類が違う菌がペットに感染していることがあります。 

この白癬菌は元々日本には無い菌でしたが、海外からの輸入ペットによって持ち込まれ、

人に感染するようになりました。 

室内での飼育や添い寝など、より親密に接する状況が昔に比べ増加しているため、ペット

の毛などを介して頭部や顔面に感染しやすいと言われています。 

ペットが感染している場合にはペットにも症状が出ることがあり、脱毛やかゆみ
・ ・ ・

などが現

れてきます。 

そのため、ペットに脱毛などの症状が見られた場合には動物病院に少しでも早く連れてい

くことが大切です。  



白癬の種類と特徴 

 

白癬の種類 

白癬は病変の存在する深さにより3つに分けられます。 

●表皮・角質層・爪に存在するものを表在性白癬 

●表皮の奥にある嚢胞内の毛根や毛髪に存在するものをいわゆる浅在性白癬 

●さらに奥の真皮内に存在するものを深在性白癬 

と言います。 

角質層に病変が起こる表在性白癬が大部分を占めますが、表在性白癬部位を爪で引っ掻くな

どしてできる外傷、または毛包経由して真皮内に菌が入り増殖することによって深在性白癬

が起こることがあります。 

 

表在性白癬 

表在性白癬には主に 

●足の裏に起こる足白癬 

(足水虫) 

●爪に起こる爪白癬 

(爪水虫) 

●手に起こる手白癬 

(手水虫) 

●股に起こる股部白癬 

(いんきんたむし) 

●体の皮膚に起こる体部白癬 

(たむし) 

●頭の毛に起こる頭部白癬 

(しらくも) 

があります。 

部位別の患者数の割合についてみると、最も多いのは足白癬であり、白癬の63.8%を占め

ています。 

次いで 

爪白癬＞体部白癬＞股部白癬＞手白癬＞頭部白癬 

の順になっています。 

足の裏の皮膚や爪には特にケラチンが多く含まれているため、足白癬と爪白癬は白癬全体

の8割以上を占めています。  

 



足白癬 

足白癬は起こる部位や症状などによって次のタイプに分けられます。 

●足の指の間に起こる趾間型 

●土踏まずや足の側面に小さな赤い水ぶくれができる小水疱型 

●かかとを中心に足の裏全体の皮膚が厚く硬くなる角質増殖型 

に分類されます。 

 

趾間型 

趾間型足白癬は最もよく見られるタイプで、指と指の間(特に第4趾間である薬指と

小指の間)に発症します。 

乾燥型と湿潤型があり、乾燥型では乾いた鱗屑が見られます。 

湿潤型ではジュクジュクしたり皮が白くふやけたりします。 

また趾間型は初夏から梅雨に発症・増悪し、秋冬に軽快する傾向にあります。 

 

 

 

 

小水疱型 

小水疱型足白癬は『土踏まず・かかと・足底』に好発します。 

特徴は軽度の発赤を伴う小さな水泡が点々と、または重なりあってできます。 

多くは強いかゆみを伴い、水泡は1週間程度で乾燥し皮が剥けてきます。 

その後他の部位に新しい水泡が出来徐々に広がっていきます。 

 

 

 

 

角質増殖型 

角質増殖型足白癬は足の裏全体(特にかかとの部分)の角質が厚くなり、表面がザラ

ザラになって皮が剥けてきます。 

冬にはひびやあかぎれ
・ ・ ・ ・

などの亀裂を生じることもあり、ひどくなると痛みを伴いま

すがかゆみがほとんどありません。 

また季節により症状の変化はあまり見られません。  

 

 

 



爪白癬 

爪白癬の場合、足白癬を長時間放置しているとやがて白癬菌が爪にまで侵入して発症しま

す。 

そのため足白癬を合併している人が多くいます。 

爪白癬では先端部分より爪が混濁し、黄色や白色になり透明感がなくなってきます。 

表面がザラザラしたり脆くなったり、また肥厚することもあります。 

破損した爪の欠片も感染源となります。 

 

侵入経路別の症状 

爪白癬の臨床型は白癬菌の侵入経路により異なっていて、次の図の様になります。 

 

手白癬 

手白癬は足白癬に比べて頻度は少なく、足白癬の約1割程度とされています。 

足白癬と同じような症状を示し角質増殖型と小水疱型がありますが、手白癬の中では角質増

殖型が多く見られています。 

親指と人差し指の間から生じることが多く、その後手のひら全体に角質が増殖し硬くなり鱗

屑や細かい亀裂を伴います。 

 

 



体部白癬 

体部白癬は特に『たむし』と呼ばれるもので、顔面や首をはじめ体の至る所に感染し、紅斑

が環状に広がります。 

紅斑の中心部は正常な皮膚の様子を示し、辺縁の症状が強く小水疱や鱗屑が見られ強いかゆ

みを伴うことが多くあります。 

また小水疱性のものは『ぜにたむし』と呼ばれています。 

 

股部白癬 

股部白癬は『いんきんたむし』と呼ばれるもので太ももの付け根や内股にできます。 

ただし、陰嚢の湿疹やかゆみを伴う場合には性感染症などの他の疾患が考えられます。 

10代後半～20代の男性に多く、体部白癬と同様に環状の紅斑で中心は正常な皮膚の要素を

示し、鱗屑が見られます。 

痒みがあることが多く、時に激烈な痒みを伴います。  

 

頭部白癬 

頭部白癬は『しらくも』と呼ばれ、頭の毛の毛包内深くに白癬菌が寄生した白癬です。 

頭部白癬は10歳以下の小児、特に男児に多くなっています。 

臨床症状としては、髪が抜けやすくなりフケが出るようになります。 

悪化すると頭皮が化膿したり、かゆみを伴うこともある乾燥性の鱗屑や斑状の脱毛が見られ

たりします。 

また炎症が少ないのが特徴です。 

最近ではペットからの感染が増加していると報告されています。 

 

深在性白癬 

深在性白癬では毛包内の毛根に白癬菌が侵入し、皮膚の炎症が強くなった状態となるため炎

症性白癬とも言われます。 

例として頭髪部分に起こるケルスス禿
とく

瘡
そう

や、ひげ部分に起こる白癬性毛瘡などがあります。 

ケルスス禿瘡は小児、特に男児に多く見られます。 

症状は頭部に複数の嚢胞ができ、脱毛が見られます。 

またケルスス禿瘡は頭部白癬が湿疹などに誤診され、ステロイド薬が使用されたため悪化し

て起こることが最も多いと言われています。 

白癬性毛瘡は成人男性に多くみられ、ひげの毛包に寄生し皮膚が赤く腫れ触れると軽い痛み

があります。 

深在性白癬は、白癬菌が真皮内に持ち込まれそこで発育・増殖を続け周囲組織内に肉芽種性

炎症が起こるものを言います。 

白癬性肉芽種は顔や毛の周囲などに現れ、成人男性に多いと言われています。 



白癬の診断と検査 

 

検査方法 

白癬は臨床症状である程度診断することはできますが、確定診断をすることができません。 

白癬と思われる臨床症状が見られたら、その病変の中に白癬菌がいることを検査で確認する

必要があります。 

白癬菌の存在を確認するためには直接鏡検が行われます。 

その中でも最も広く用いられているのはKOH直接鏡検法です。 

 

KOH直接鏡検査 

まず病変部から白癬菌が寄生していると思われる皮膚の角質層の一部をピンセットなどで

取ります。 

採取した皮膚・爪・毛の一部を検査材料としてスライドガラスにのせ、KOHを主成分とす

る強いアルカリ性溶液で溶かし、顕微鏡下で白癬菌を見つけ出します。 

約5～10分で簡単に白癬菌の有無が分かり、KOH溶液処理後の検像では図のように細い糸

状のものが観察されます。 

菌が観察されにくい場合には2～3回引き続き行い、それでも見つからない場合は白癬以外

の疾患を考慮します。 

 



部位別の検体採取方法 

●足白癬では小水疱が存在する場合、水疱蓋をハサミで切り取るとほぼ100%菌を確認

することができます。 

小水疱が発見できない場合は鱗屑を取ります。 

しかし皮膚から完全に遊離している鱗屑では菌が見つからないことが多いので、皮膚

に付着している鱗屑をメスで採取し検査材料とします。 

●爪白癬では爪の先端部や表面には菌がいないことが多いので、爪切りで爪の先端部を

除去しできるだけ爪の基部に近いところの深い部分を検査材料とします。 

●頭部白癬など白癬菌が寄生している場合は、病巣内に残っている毛をピンセットで抜

き、皮膚内に埋没している部分を検査材料とします。 

●股部白癬や体部白癬などは小水疱蓋や紅斑の表面の角質層を検査材料とします。 

 

培養法 

さらに菌を培養してその形態の特徴から菌種を確定することもあります。 

細菌などによる感染症では病原から病原微生物を見つける手段としてしばしば培養法が用

いられ、白癬菌の判定に重要となります。 

しかし白癬菌などの真菌・カビの場合は発育速度が遅く、診断できるまでに2～3週間かか

ることもあって外来の患者さんの診察には向いていません。 

ただし、KOH鏡検法によって病巣内に菌が発見され治療を行っても改善されない場合な

ど、病原菌の同定やその菌の薬に対する効き目の目安を判断する必要がある時には培養検

査は不可欠となります。 

 

識別診断 

白癬(水虫)だと思って医師の診察を受けた人の3～4割は、実際には白癬ではなくまったく

別の病気(非白癬)だったという報告があります。 

また、その非白癬患者の大部分が湿疹やかぶれ
・ ・ ・

でした。 

このように白癬には症状のよく似た皮膚疾患として接触皮膚炎や汗疱性湿疹など多く挙げら

れます。 

これらの疾患では白癬の治療薬を用いても効果は現れません。 

逆に、皮膚炎の治療のためステロイド剤を使用することによって症状が悪化することもあり

ます。 

そのため直接鏡検や培養検査などによって白癬菌の有無を確認し、正確な診断を受けること

が大切となります。 

 

 



識別疾患の例 

 

足白癬 

例えば足白癬の場合、最も頻度が高いのは湿疹・皮膚炎であり、靴による接触皮膚炎が多

くなっています。 

足白癬は小児には少なく、年齢とともに足白癬の頻度が増加するため、小児に生じた足病

因では足白癬以外の疾患の可能性が高いと考えられます。 

また、 

●足の裏や手のひらに水泡ができる汗疱(異汗性湿疹) 

●膿を持った水泡ができる掌蹠膿疱症 

などが足白癬と間違われることがあります。 

汗疱や掌蹠膿疱症は足だけではなく手にも皮疹が生じますが、一般的に左右対称に見られ

ます。 

疥癬でも足白癬と同様な症状を示します。 

 

疥癬 

疥癬とはヒゼンダニが体に寄生することによる感染症であり強いかゆみを伴います。 

疥癬では他の部位にも皮疹があり、夜間に非常な痒みを訴えることが多いため鑑別は可

能です。 

また直接鏡検でヒゼンダニの成虫や卵を確認することにより診断が確定します。 

 

 

手白癬 

手白癬は頻度が低く、手と足が同時に左右対称性に白癬が生じることが少ないため、ある

程度を鑑別は可能となります。 

 

爪白癬 

爪白癬の場合には、爪の栄養障害や爪カンジダ症との鑑別が必要となります。 

爪の栄養障害では爪の発育不全によって爪の変形が見られます。 

カンジダ症は白癬と同様に、真菌による皮膚の感染症のひとつです。 

カンジダは口腔や消化管術などに常在しており普通は人体に害は及ぼしませんが、高温多

湿な気候や衛生状態が悪いなどの条件下では粘膜や皮膚の湿った部分に感染症を引き起こ

すことがあります。 

カンジダは皮膚以外に爪に感染することもあり、爪が白や黄色に変色したり爪の周りが赤

くなって腫れたり痛みを伴います。 



白癬とカンジダの識別 

白癬もカンジダも治療薬として抗真菌薬を用いますが、同じ抗真菌薬でも互いに適用がある

ものや無いものがあるため鑑別の必要があります。 

直接鏡検法による白癬菌とカンジダの特徴については、次の図の様なものがあります。 

真菌は形態によって菌糸型と酵母型に大別され、白癬菌は菌糸型・カンジダは酵母型です。 

白癬菌とカンジダの鑑別は鏡検と培養によって行われます。 

 

 

白癬菌 

 

カンジダ 
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白癬の合併症と予後 

 

白癬と糖尿病 

糖尿病の合併症の1つに足の細胞組織が死んでしまう糖尿病性壊疽があり、その多くは足の

ちょっとした外傷・やけど・水虫(白癬)などに続いて起こると言われています。 

血糖値の高い状態が続くと、神経障害の他に動脈硬化などによる血流障害が起こりやすくな

ります。 

また細菌や真菌などの感染に対する抵抗力も低下してしまいます。 

そのため、 

●痛みを感じにくい 

●足先に血液が流れにくく、細胞が必要とする栄養や酸素が十分に供給できない 

●抵抗力が弱いために傷口が化膿しやす、治りが遅くなる 

などの症状が出ます。 

足の手入れを怠り放置することで足の傷は潰瘍へと悪化し、さらに壊疽にまで進行する結果

となります。 

壊疽の治療は非常に困難であり場合によっては切断しなくてはなりません。 

また、足白癬のみでなく爪白癬にも注意が必要です。 

固く変形した爪白癬は患者自身の皮膚に傷を作ってしまいます。 

糖尿病患者はしっかり足の手入れや早期の治療を行うことが大切です。 

 

 

あとがき 

白癬の患者数は5人に1人と私たちにとってとても身近なものですが、周りに患っている人

がいないと中々意識が向かない疾患でもあります。 

また、足に出来るイメージが強いですが実際は体のいろいろな部分で発症するので、受診の

機会を逃している場合もあります。 

現在の白癬治療薬はとても有効なものが多く、医師や薬剤師の指示を守りきちんと治療すれ

ば治すことが出来ます。 

まずは、白癬に感染しないために知識を深めて生活習慣の見直しを徹底してみましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご

意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 


