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Abstract

In this review, the current problems of high prevalence of tinea（dermatophytosis）, especially in relevant

to athletes was discussed and the recent progress in molecular biological researches on pathogenesis of

Trichophyton infection was summarized. Tinea pedis（athlete's foot）is very common disease not only in

elder persons but also a type of sportsmen. Recently, tinea caused from T. tonsurans infection widely

spread in athletes playing various types of combative sports in Japan. The dermatophytes,

including Trichophyton spp. commonly gain access to the host via keratinized structures, such as the hair,

skin, or nails, cornified tissues that form solid structural barriers against their invasion. Therefore,

secreted keratinolytic proteases（ keratinases） and related enzymes have been investigated

extensively as putative virulence-related factors. Nevertheless, the mechanisms of host invasion by

dermatophytes are still poorly understood. One important reason for this is a lack of gene

manipulation techniques for dermatophytes as compared with other well-known fungal pathogens. To

overcome this limitation, we developed an efficient gene transfer system（genetic transformation

system） for a clinically important dermatophyte, T. mentagrophytes. This system has provided

powerful tools for evaluating gene functions, such as overproduction of heterologous proteins and

targeted gene disruption through homologous recombination. We believe that development of such

molecular biological techniques will make significant contributions to our understanding of tinea in the

future.
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１．はじめに

白癬は人類が最も古く認識した感染症である。白癬は、

白癬菌という真菌の感染によって引き起こされる疾患

で、我が国における推定患者数は2000万人を超え、少

なくともその半数は治療を必要とするとされている。ま

た、本症原因菌を保菌している潜在的な患者に至っては

50％に達するものと推定されている。さらに、世界的

にみても、ほぼすべての地域で人口の10％以上が常時

罹患していると推定されており（文献１）、まさに地球

規模の感染症と言っても過言ではない。本総説では、白

癬に関する臨床ならびに研究の現状について、スポーツ

関係者との関わりを含めて述べてみたい。
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２．白癬菌と角層感染

白癬の原因菌である白癬菌は、子嚢菌門、真正子嚢菌

網、ホネタケ目に帰属する３属（T r i c h o p h y t o n、

Microsporum、Epidermophyton）とその有性世代によっ

て構成されている。我が国で分離された白癬菌のうち、

最多原因菌はヒト好性白癬菌であるT. rubrumであり、T.

mentagrophytesがそれに続いている。両菌種を合わせた

分離頻度は全体の90％以上に達すると考えられている

（文献１）。図１にT. rubrumを示す。シャーレ一面に生

える巨大コロニーは線状で、培地に若干の赤みを生じる。

菌糸の周囲に胞子（小分生子）が付着しており、菌糸ま

たは胞子のどちらからでも本菌は繁殖することができ

る。

上記のように白癬は患者数において人類最大の感染症

である。しかしながら、その疾患があまりに身近である

こと、さらには自覚症状が軽微であることから、患者自

身が疾患を認識していない場合も多い。白癬に対する最

も一般的な自覚症状は「痒み」である。図２に皮膚の構

造を示す。皮膚の最外層に位置する表皮は基底層で分裂

してできるケラチノサイトという細胞からできている。

ケラチノサイトは時間とともに表面へと徐々に押し上げ

られながら、ケラチンという硬いタンパク質を作る顆粒

層をつくる。その後、核のない無色（透明）の死んだ細

胞へと変化し、角層の形成に利用される。白癬菌は角層

を構成する死細胞に含まれるケラチンを分解し、栄養源

とするために酵素を産生（分泌）する。それらの酵素が

表皮の下層にある生きたケラチノサイトに達すると、細

胞からサイトカインという炎症誘発物質が放出され、そ

の結果「痒み」が発生すると考えられている。また、皮

下にある白血球を刺激することによってアレルギー反応

が生じ、炎症が起こる。

３．スポーツ愛好者と白癬

白癬は、その感染部位から「頭部白癬」、「体部白癬」、

「股部白癬」、「手白癬」、「足白癬」、「爪白癬」に分ける

ことができる（文献１）。スポーツを愛好する人にとっ

て、足の指の間（趾間）ならびにかかとで起こる「足白

癬」と足の爪に感染する「爪白癬」は「身近な感染症」、

すなわち「感染する危険性が高い感染症」といえる。俗

に言う「水虫」とは足白癬のことであり、英語でathlete
,
s

footと表現されることもある。

足白癬との関係が深い代表的なスポーツがゴルフであ

る。白癬菌は暖かくて湿度の高い環境を好み、条件が良

いと盛んに増殖する。ゴルファーはラウンド中、靴を履

き続け、汗をかく。また、ゴルフを楽しんだあと、しば

しば風呂に入る。風呂場に併設する脱衣所は暖かくて湿

っており、白癬菌が増殖するための条件を十分に満たし

ている。また、風呂場の出入り口にしばしば設置してあ

る足拭きマットは多量の水分を含んでいることから、白

癬菌にとって格好の増殖の場といえる。このような環境

の下、入浴を終えたゴルファーが足拭きマットを通過し、

床を歩いた後、十分に足が乾燥していない状態のまま靴

下を履き、さらには靴を履いて家路を急ぐ。その結果、

足の裏や指の間に付着した白癬菌の菌糸または胞子が増

殖を開始し、それがやがて足白癬あるいは爪白癬へと移

行する。さらに、足白癬や爪白癬を起こした患者が住居

内をあちこち移動すると、足や爪に繁殖した白癬菌が住

居内の至るところに拡散し、同居する家族への菌の感染

（家族内感染）へと拡大していく。ゴルフ場に限らず、

最近はスポーツを楽しむ環境も充実してきており、多く

の施設で競技後に汗を流すための風呂やシャワーが完備

されている。したがって、（愛好家を含め）スポーツ選

手が風呂場（またはシャワー室）ならびに脱衣所（特に

足拭きマット）で白癬菌と接触する機会が増え、それと

ともに足白癬を引き起こす可能性が増えるかもしれな

い。スポーツ施設管理においては、多くの使用者が共用

するスリッパ、足拭きマットを衛生的に保つことが重要

であろう。なお、白癬菌は通常の洗浄でほぼ洗い流すこ

とができ、60℃、10分以上の保温で殺菌できる。

以上のように、足白癬はゴルファーをはじめとするス

ポーツ愛好者が罹患しやすい白癬の代表格といえる。足

白癬のうち、足のかかとなどにできる白癬は角質増殖型

白癬といわれている。かかとは表皮の角層が厚く、白癬

菌が産生する酵素が角化細胞や神経細胞に届かないた

め、痒みをほとんど感じることはないが、足の裏がごわ

ごわしたり、白い粉のようなものが浮き出てきたりする。

このように角質増殖型白癬は自覚症状が少ないため、患

者自身が気づかないことが多い。この型の白癬は50歳

代以上の成人に多くみられる。

足白癬は、上記の角質増殖型の他に、趾間型と小水泡

型とに分けることができる。足の指と指の間にできる趾

間型白癬は、ブーツなどを長時間履き続ける生活をして

いる若い女性、一日中靴を脱げない会社員などに多い。

指が白くただれたり皮がむけたりする。第４指と小指

（第５指）の間が湿りやすく、症状が悪化しやすいとい

う特徴がある。乾いている場合とじくじくして掻き壊し

細菌感染を併発している場合もある。小水泡型は梅雨時

に増えるタイプで、土踏まずや足の外側に小さな赤い水

泡が多数でき、強い痒みを伴う。水泡は１週間程度で治

癒に向かうが、その周辺に新しい水泡ができていく。こ
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図１　白癬菌（Trichophyton rubrum）の培養性状と微細形態
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図２　角層内で白癬菌から分泌される酵素による炎症反応がおきる課程
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れらの感染をそのまま放置しておくと菌が爪に侵入して

爪白癬を引き起こす。菌が爪のケラチンを溶かすと空気

層が形成されるため爪が白濁する。その間も爪の下層で

は菌が増殖を続けているため、爪が厚く変形していく。

角質増殖型白癬や爪白癬は患部が厚い角層で覆われてい

るため、菌がいるところまで薬剤が届きにくい。したが

って、一度罹るとなかなか治らない。したがって、スポ

ーツ指導者としては、これら足白癬などの予防と早期治

療の重要性をスポーツ愛好者に広く知らせる努力が必要

といえる。

４．格闘技関係者に蔓延するTrichophyton
tonsurans感染症

近年、柔道やレスリングなど格闘技の競技者の間で、

ヒト好性白癬菌であるTrichophyton tonsuransによる頭部

白癬ならびに体部白癬が流行している。本菌の感染によ

る頭部白癬の場合、その特徴的な臨床症状としては黒点

（black dot ringworm; BDR）の形成がある（文献１）。

本菌に侵された病毛は毛嚢口の直下部（通常、皮面から

数mm下のところ）で断裂するため、残毛は病巣内の毛

嚢にニキビ状の黒点としてみえる。黒点は前頭部、耳介

後部、項部などに好発し、円形または不整形の鱗屑のほ

とんどない脱毛斑の中に認められる。自覚症状はわずか

な痒みがある程度で軽微である。また、まれではあるが、

頭部硬毛の毛嚢内に白癬菌が侵入することによって引き

起こされる強い炎症反応（毛嚢炎）を伴う脱毛（ケルス

ス禿瘡）もステロイド剤の誤用などでみられることがあ

る。本菌の感染によるケルスス禿瘡の場合、痛みを伴う

浮腫性紅斑が生じ、その中に毛包一致性の膿疱が形成さ

れる。また、黒点が残存することがある。永続性の脱毛

が広範囲にわたって残ることがあるため、早期治療が必

要である。

本菌の感染による体部白癬で認められる皮疹は小指頭

大から鶏卵大までの鱗屑をつける環状の紅斑で、中心治

癒傾向を示すものや小水疱斑状型の他、貨幣状湿疹、乾

癬様など多彩で、痒みの程度も様々である。顔面、耳、

側頚部、肩、腕に好発する（この位置は相手の体や柔道

着などの着衣、床が強く擦れる部分と概ね一致してい

る）。また、しばしば頭部白癬を合併する。さらに、本

菌の感染の場合、上記のような臨床症状を示す患者に加

え、頭部では臨床症状の全くない無症候性保菌者も存在

し、感染源として重要なキャリアとなることがある。

T. tonsurans感染症の流行は1992年のアメリカ合衆国

のレスリングクラブにおける格闘家白癬（tinea corporis

gladiatorum）の報告例をはじめ、ヨーロッパ各地（スウ

ェーデン、ドイツなど）、そしてアジアでは韓国から報告

されていた（文献２～７）。培養に裏付けられたT.

tonsurans感染症の我が国における集団発生例については、

2001年以降、北陸・近畿地方、そして東北地方の高等学

校レスリング部、柔道部で報告されている（文献８～

11）。2004年の調査の結果（文献12～15）、全国各地で発

生例が認められること、運動種目では柔道、次いでレス

リングで発生頻度が多いものの、相撲やラグビー競技者

などでも発生が確認されている。また、当初、本症は一

部の高等学校や大学の強豪チームで限定的に集団発生し

ていると考えられていたが、社会人から中学生、中堅チ

ームにまで本菌の感染が拡大していることも判明した。

さらには競技者の友人、家族にも感染事例が報告されて

いる。欧米では格闘技関係者以外からT. tonsuransが分

離されることはまれなことではなく、頭部白癬の主要原

因菌とされている（文献16、17）のに対し、我が国では

格闘技関係者以外からT. tonsuransが分離されることは

比較的まれである。したがって、T. tonsurans感染症に

関する近年の大流行は、格闘技系のスポーツ交流を通じ

て国外から菌が持ち込まれたのち、国内試合での接触を

介して菌が急速に拡大していったものと推定することが

できる。スポーツ指導者としては、体部白癬と黒点に留

意し、感染を早期に知り、適切な医療的対策を促す必要

があろう。

５．白癬の診断・原因菌同定の現状

白癬の診断ならびに原因菌の同定を行う場合、最も簡

便で広く用いられている手法はカセイカリ（KOH）を

用いた直接鏡検である。KOH直接鏡検は臨床像の観察

のみによる誤診率を低下させる上で有効な手技である。

KOH直接鏡検に次いで行われる手法は培養である。頭

部白癬の診断にとって培養は重要な手技で、KOH直接

鏡検で菌の存在が認められない場合に、培養所見での診

断が可能となる。T. tonsuransによる頭部ならびに体部

白癬が格闘技関係者の間で蔓延していった大きな理由の

一つは、培養による確認が行われないままに対策に遅れ

が生じたことである。現在では、T. tonsurans感染症の

診断に、ヘアブラシ法による培養系（ブラシ検査）（文

献18）が取り入れられるようになってきた。ブラシ検

査は明確な臨床症状を示す患者はもちろんのこと、菌の

リザーバーとなる無症候性保菌者、とりわけ体部にしか

皮疹のみられない患者が頭部の無症候性保菌者であるか

どうかを判定する唯一の手段となっている。ただし、ブ

ラシ検査はその精度にやや問題があるため、決められた

タイミングで、きちんとした指導の下、経時的にくり返
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し行う必要がある。

KOH直接鏡検ならびに培養による白癬の診断・菌の

同定は表現形質に基づく形態学が土台となっている。し

たがって、原因菌の同定を行うにはある程度の経験（熟

練）が必要となる。しかしながら、臨床分離菌株の中に

は必ずしも典型的な表現形を示さないものもある。また、

培養による診断・菌の同定を行う場合、陽性か陰性かを

決定するまでにある程度の時間を要する。そこで、最近

では原因菌の同定に遺伝子を対象とした分子生物学的手

法が取り入れられるようになってきている。遺伝子の塩

基配列決定法が進歩したこと、そしてpolymerase chain

reaction（PCR）法による遺伝子の増幅が容易になった

ことから、塩基配列の直接比較による菌の同定が可能と

なった。また、例えばT. tonsuransを同定するために、

PCR法を用いて分離菌の ribosomal RNA遺伝子

（internal transcribed spacer; ITS領域がしばしば利用さ

れる）を増幅し、制限酵素によって消化したのち、その

アガロースゲル電気泳動パターンを比較するPCR-RFLP

（restriction fragment length polymorphism）法が開発

されている（文献19）。本方法を用いれば、一日のうち

に菌種の同定が可能となる。遺伝子の多型に基づく解析

法であるPCR-RFLP法は、T. tonsurans分離菌の疫学的検

討にも取り入れられている（文献12）。このように、白

癬の診断ならびに原因菌の同定は、分子生物学の導入に

よって、その迅速性ならびに確実性が飛躍的に増したと

いえる。

６．白癬菌はどのようにして宿主に感染する
のか？

遺伝子を対象とした分子生物学的手法の導入は白癬の

診断ならびに原因菌同定の迅速性や確実性を飛躍的に向

上させ、治療法の選択、日常生活の注意、感染の流行対

策、治癒判定の方法など、治療の見通しを考慮する上で

役立つ（文献20）。ところが、T. rubrumやT. tonsuransが

どのような方法でヒトに感染し病態を形成していくの

か？という根本的な疑問については、現時点では不明な

点が多い。白癬菌の主な感染の場は表皮角層であるから、

ケラチンがほぼ唯一の栄養源となっている。したがって、

ケラチンでできた硬いバリアを破壊し、利用可能な低分

子にまで分解することが本菌の生育・組織への侵入にと

って不可欠と考えられる。その影響からか、白癬菌の感

染メカニズムに関わる分子（いわゆる病原因子）につい

ての研究は、長い間、ケラチン分解活性を有するタンパ

ク質分解酵素（プロテアーゼ）の生化学的解析が中心で

あった。そして、遺伝子を対象とした分子生物学的解析

法が積極的に取り入れられることはなく、他の糸状菌な

らびに酵母の研究で日常的に行われている遺伝子操作の

システムが構築されなかったため、感染メカニズムに関

する遺伝子レベルの研究は他の真菌症に比べて著しく遅

れている。著者らのグループは白癬菌の感染メカニズム

に関する研究の現状を打破するために分子生物学的解析

手段を積極的に取り入れ、遺伝子レベルの研究を進めて

きた。様々な白癬菌から感染メカニズムに関連すること

が予想される遺伝子を単離するとともに（文献21，22）、

T. rubrumに次いで分離頻度の高いT. mentagrophytesを用

いて遺伝子操作を行うためのシステムを開発している。

現在のところ、効率良く細胞へ外来遺伝子を導入し発現

させるための手法（形質転換系）の構築（文献23）、染色

体上の特定の遺伝子の機能を失わせた遺伝子破壊株を効

率良く作出することを目的に、相同組み換えの頻度を高

めた変異株（Tmku80Δ49株）を作出すること（特許出願番

号: 2008-111432）に成功している。また、著者らの所属研究

機関では、モルモットの背部皮膚にT. mentagrophytesの

感染病巣を構築し、感染プロセスの経過に伴う病巣の形

態的変化を直接観察することができる動物実験モデル

（モルモット体部白癬モデル）を所有している（文献24）。本

動物モデルと遺伝子破壊株の組み合わせは感染メカニズ

ムに関わる分子を特定する上で役立つものと考えられる。

７．白癬菌の感染メカニズム研究の展望

細胞への外来遺伝子の導入ならびに遺伝子破壊株の効

率的な作出が可能になった今、白癬菌の感染メカニズム

に関わる病原因子の解析を推進していくためには、細胞

における個々の遺伝子の発現を自由に制御できるシステ

ムの構築が今後必要になるものと予想される。このよう

なシステムが構築されれば、欠損（変異）によって細胞

が致死になってしまう遺伝子（必須遺伝子）、もしくは

欠損によって発育レベルが著しく低下する遺伝子の解析

を行うことが可能となる。これらの遺伝子は菌の生育を

左右することから、感染の成立ならびに感染プロセスを

維持する上で欠くことのできない存在であると同時に、

現在不足している抗真菌薬の新たな開発ターゲットにな

る可能性を含んでいる。現在、筆者らのグループでは抗

生物質の一つであるテトラサイクリンの誘導体（ドキシ

サイクリン）を利用して遺伝子の発現を人為的に制御す

るTetシステムの構築を進めている。本システムは重篤

な深在性真菌症を引き起こすCandida属酵母やAspergillus

fumigatusの病原因子の解析にすでに利用されており（文

献25～28）、新規抗真菌薬の開発に役立つ分子の探索が

行われている。A. fumigatusはribosomal RNA遺伝子の塩
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基配列に基づく分類上、Trichophyton属と近縁な位置関

係にある。したがって、A. fumigatusに導入されたTetシ

ステムは白癬菌において機能しうると考えられる。Tet

システムの導入は白癬菌の感染メカニズムの根幹に関わ

る遺伝子群の特定に貢献するものと期待される。

８．おわりに

白癬がスポーツ愛好者にとって身近な問題であり、ス

ポーツ医学として考えなければならない疾患であること

を論じた。また、その白癬の病理については、分子生物

学的レベルで解明すべく努力がなされていることを概説

した。将来、これらの基礎研究が発展し、国民病である

白癬が克服できるものと信じている。
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