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ホーム >> 爪の水虫（白癬菌）ってどんな病気？ >> 爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です
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Like 0

爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？

爪の水虫は白癬菌が原因の病気です爪の水虫は白癬菌が原因の病気です
爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です

白癬菌とは、いわゆる水虫の原因菌。白癬菌が足にいれば足白癬（水虫）で、爪の中に侵入すると爪白癬。この爪白癬は立派な感染症
の一種で、爪の病気の中で多く見られます。

白癬菌というのはカビの一種で、私たちの皮膚を覆っている角層や爪、髪の毛などに住み着いて感染症を引き起こし
ます。
ほかのカビと同様、高温多湿な環境が大好きで、一般に20～40度、60％以上の湿度を好みます。
肉眼で見ることはできませんが、顕微鏡で100倍ぐらいにするとよく見えます。

皮膚科で顕微鏡で確認

白癬菌は皮膚の角層、爪、髪の毛などをつくっているケラチンというタンパク質を栄養にして生きており、この白癬
菌が引き起こす病気の中で一番ポピュラーなものは足の水虫（足白癬）です。

皮膚などについているケラチンを食べるのですか？ ということは、足以外の場所にも感染症を引き起こすことがあ
るのでしょうか？

足につくと水虫、爪に侵入すれば爪白癬（爪の水虫）。からだにつくと体部白癬（タムシ、ゼニタムシ）、頭につく
と頭部白癬（シラクモ）、股につくと股部白癬（インキンタムシ）となります。
住み着く場所で病気の名前が変わります。
痛みやかゆみがなくても、爪が白く濁ったり、分厚くなったりしていたら爪の中に白癬菌が潜んで活発に繁殖してい
るかもしれません。

爪の写真で症状を確認
気になる症状があったら、早めに皮膚科を受診して下さい。

爪の水虫を以前治療していた人はこちらをご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください
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爪白癬を放っておくと、着実に症状が進みます爪白癬を放っておくと、着実に症状が進みます
爪白癬は、痛みやかゆみなどの自覚症状がほとんどありません。しかし爪の中では生きた白癬菌が活発に繁殖している状態なのです。
そのため放っておくと、爪が厚くなる、色が濁る、変形するといった症状が着実に進行。やがて靴が履きづらくなったり、歩きにくく
なったり、厚くなった爪に押されて指が痛くなります。また、周りの人にうつす可能性も日増しに高くなっていくのです。

糖尿病の方は、合併症にご注意を糖尿病の方は、合併症にご注意を
糖尿病などで抵抗力が弱くなった方の場合には、患部に細菌が感染して化膿し、合併症を引き起こすこともあります。こうなる前に将
来を見据えて、一刻も早く今からしっかり治療することが必要なのです。

爪白癬は、爪の中に白癬菌がすみついているかを顕微鏡で検査して確認します。
爪がおかしいと感じたら皮膚科にご相談ください。

関連リンク関連リンク
お近くの皮膚科はこちらで検索

前前：写真で見る爪の水虫 次次：爪の水虫の治療を途中で中断してしまった方へ
.

ホーム
夏の水虫対策！その症状は・・・
爪が白く濁ったり、黄色くなったり・・・
一般用医薬品で治りますか？
爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？
爪の症状と病気を写真で確認

20/04/2020, 17:55夏の水虫対策！その症状は・・・：爪ネット／田辺三菱製薬株式会社とサンファーマ株式会社
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ホーム >> 夏の水虫対策！その症状は・・・
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夏になると活発化する水虫/小康状態になる水虫夏になると活発化する水虫/小康状態になる水虫

足にうつる水虫には、小水疱型水虫・趾間型水虫・角質増殖型水虫、そして足の爪に感染する爪水虫の4種類があります。これらはす
べて白癬菌に感染することで発症しますが、その症状や特徴はさまざま。それぞれの症状と特徴が自分の足に当てはまらないか、チェ
ックしてみましょう。また、見た目だけでは水虫かどうか判断することができません。似たような症状が自分にみられる場合には、自
己判断せず、必ず専門家である皮膚科を受診しましょう。

皮膚科では、白癬菌がいるかどうかを確認するために顕微鏡検査を行います

水虫の診断と治療は皮膚科で

夏場、悪化しやすい水虫夏場、悪化しやすい水虫
水虫の原因となる白癬菌は高温多湿を好むため、夏になると菌の活動が活発になり、大暴れしだすのが小水疱型水虫・趾間型水虫で
す。夏場は黄色ブドウ球菌などによる細菌感染症を合併しやすく膿を伴うこともあります。また爪水虫は季節に関係なく、爪の中に潜
んで白癬菌の倉庫になっています。

小水疱型水虫・趾間型水虫小水疱型水虫・趾間型水虫

小水疱型水虫は、足の裏を中心に、強い痒みを伴う小さな水疱ができます。
趾間型水虫は、足の指と指の間にできる水虫です。皮がむけたりただれが起きたりし、じくじくして、強いかゆみを伴う傾向にありま
す。靴の中の指と指の間は、白癬菌にとって快適な湿度と温度が保たれがち。気が付いた時には悪化していることもあります。

小水疱型水虫・趾間型水虫の治療後のイメージを確認してみましょう。

今から治療を始めましょう！【小水疱型水虫・趾間型水虫】

爪水虫（爪白癬）爪水虫（爪白癬）

爪が白く濁る・分厚くなるといった症状がみられますが、かゆみなどはみられません。単独で感染するケースはほとんどなく、小水疱
型水虫・趾間型水虫・角質増殖型水虫と併発します。
今から治療を始めれば、約1年後には、きれいな素足を手に入れることができます。爪水虫治療は、まさに足の美容なのです。

爪水虫の治療後のイメージを確認してみましょう。

今から治療を始めましょう！【爪水虫】

夏場、あまり症状がみられない水虫夏場、あまり症状がみられない水虫
角質増殖型水虫角質増殖型水虫

水虫はかゆい・じくじく・夏場に悪化する・・・という典型的なイメージとはかけ離れた特徴を持つのがこのタイプの水虫。

20/04/2020, 17:58爪の水虫の治療は皮膚科で：爪ネット／田辺三菱製薬株式会社とサンファーマ株式会社

Page 1 of 2https://www.tsumenet.com/how/

ホーム >> 治療の方法
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爪の水虫の治療は皮膚科で爪の水虫の治療は皮膚科で

市販のお薬には爪の水虫に、効能・効果の取れているものはありません市販のお薬には爪の水虫に、効能・効果の取れているものはありません
爪は硬く、白癬菌はその奥深く潜んでいるので、市販の塗り薬やスプレーだけでは、爪の中まで浸透しにくく、白癬菌まで有効成分が
届かないこともあります。そのため、爪白癬の治療には、爪の状態によって、軽～中等度の症状の場合は飲み薬か塗り薬が、重度の爪
の水虫の場合には飲み薬が処方されます。飲み薬の場合、薬の成分が血流にのって爪まで運ばれ、爪の中から白癬菌に作用して死滅さ
せる効果があります。お薬の服用期間は、飲み薬の場合、3～6ヶ月程度。新しい爪に生え替わりながら、ゆっくりと治っていきま
す。

以前、治療を一度中断してしまった人も今度こそ以前、治療を一度中断してしまった人も今度こそ
爪白癬は、かつて治りにくい病気でしたが、飲み薬で根気よく治療することで、爪全体が濁っているような重度の爪白癬でも、治すこ
ともできる病気となりました。いったん治療を始めたら途中でやめてしまわずに、皮膚科のお医者さんの指導のもと、きれいな爪を取
り戻しましょう。

治療を中断してしまったのは、こんなワケだったのです・・・治療を中断してしまったのは、こんなワケだったのです・・・

治療を途中でやめてしまって再発を繰り返す人がたくさんいますが、主な理由としては次の三つがあげられます。
「治った」と自己判断してしまう
長く病院に通うのが面倒になってしまう
治療費が負担になって、通院をやめてしまう

自分が治療をやめてしまった原因がわかれば、その対策を立てることができます。遠慮なくお医者さんに相談して、爪白癬をしっかり
治してください。

「完治」を目指して、まずは専門家である皮膚科を受診下さい「完治」を目指して、まずは専門家である皮膚科を受診下さい

20/04/2020, 18:17大濠本店の新しいサービス「フットケア」
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ごあいさつ
足の痛みの原因は様々ありますが、多くの皆様が皮膚のトラブルを抱えておられます。 

ご自身の足に胼胝（タコ）・魚の目はありませんか？ また、爪が巻いて、足指を圧し、痛みを起こし
ていないでしょうか？
 

①フットケアでまず足を快適にします。
②足にあった靴で歩行を快適にします。
③足・靴似合ったインソールでさらに快適な歩行を導き、フィッティングの精度を高めます。
 

 まずはその①、トラブルの原因を取り除く事により、靴の浜心地にさらに改善されるのです。
長年様々な足のトラブルを見てきた靴屋だからこそ最善のフットケアをご提案できると考えていま
す。
 

足の小さなトラブルを見逃さず、生涯歩行を目指す為にも、どうぞと当店へご相談ください。

シューズクラトミ大濠本店　専務

SYMPTOMEN: 
Een nagelschimmel die verdikte, broze, brokkelige of 
onregelmatige nagels veroorzaakt. Nagelschimmel kan 
ervoor zorgen dat de nagel dik of onregelmatig wordt 
en er geel, groen, bruin of zwart uitziet. Een 
geïnfecteerde nagel kan loskomen van het nagelbed. 
Nagelschimmel is een veel voorkomende aandoening 
die begint als een witte of gele vlek onder de punt van je 
vingernagel of teennagel. 

Behandeling: 
De behandeling bestaat uit antischimmelmiddelen die 
toegediend worden als orale antischimmelmiddelen, 
medicinale nagellak en crème of nagelverwijdering. 

Voorkomen: 
Het is aanbevolen om regelmatig naar de 
gespecialiseerde voetverzorger te gaan voor het 
reinigen en verzorgen van de nagels. 
Was je voeten elke dag goed. Verander elke dag van 
schoenen (twee paren, elke dag om de beurt 
aangedaan), vooral sokken om te voorkomen dat 
bedompt wordt. 

Testen: 
Om na te gaan als de nagelaandoening een 
onychomycose is, consulteer een arts of een 
gespecialiseerde voetverzorger (sommige 
gespecialiseerde voetverzorgers hebben een testkit) 

Een geïnfecteerde nagel kan ook andere 
nagels infecteren. 
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ホーム >> 爪の水虫（白癬菌）ってどんな病気？ >> 爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です
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爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？

爪の水虫は白癬菌が原因の病気です爪の水虫は白癬菌が原因の病気です
爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です

白癬菌とは、いわゆる水虫の原因菌。白癬菌が足にいれば足白癬（水虫）で、爪の中に侵入すると爪白癬。この爪白癬は立派な感染症
の一種で、爪の病気の中で多く見られます。

白癬菌というのはカビの一種で、私たちの皮膚を覆っている角層や爪、髪の毛などに住み着いて感染症を引き起こし
ます。
ほかのカビと同様、高温多湿な環境が大好きで、一般に20～40度、60％以上の湿度を好みます。
肉眼で見ることはできませんが、顕微鏡で100倍ぐらいにするとよく見えます。

皮膚科で顕微鏡で確認

白癬菌は皮膚の角層、爪、髪の毛などをつくっているケラチンというタンパク質を栄養にして生きており、この白癬
菌が引き起こす病気の中で一番ポピュラーなものは足の水虫（足白癬）です。

皮膚などについているケラチンを食べるのですか？ ということは、足以外の場所にも感染症を引き起こすことがあ
るのでしょうか？

足につくと水虫、爪に侵入すれば爪白癬（爪の水虫）。からだにつくと体部白癬（タムシ、ゼニタムシ）、頭につく
と頭部白癬（シラクモ）、股につくと股部白癬（インキンタムシ）となります。
住み着く場所で病気の名前が変わります。
痛みやかゆみがなくても、爪が白く濁ったり、分厚くなったりしていたら爪の中に白癬菌が潜んで活発に繁殖してい
るかもしれません。

爪の写真で症状を確認
気になる症状があったら、早めに皮膚科を受診して下さい。

爪の水虫を以前治療していた人はこちらをご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください

20/04/2020, 18:12水虫と爪水虫の関係は？：爪ネット／田辺三菱製薬株式会社とサンファーマ株式会社
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爪白癬を放っておくと、着実に症状が進みます爪白癬を放っておくと、着実に症状が進みます
爪白癬は、痛みやかゆみなどの自覚症状がほとんどありません。しかし爪の中では生きた白癬菌が活発に繁殖している状態なのです。
そのため放っておくと、爪が厚くなる、色が濁る、変形するといった症状が着実に進行。やがて靴が履きづらくなったり、歩きにくく
なったり、厚くなった爪に押されて指が痛くなります。また、周りの人にうつす可能性も日増しに高くなっていくのです。

糖尿病の方は、合併症にご注意を糖尿病の方は、合併症にご注意を
糖尿病などで抵抗力が弱くなった方の場合には、患部に細菌が感染して化膿し、合併症を引き起こすこともあります。こうなる前に将
来を見据えて、一刻も早く今からしっかり治療することが必要なのです。

爪白癬は、爪の中に白癬菌がすみついているかを顕微鏡で検査して確認します。
爪がおかしいと感じたら皮膚科にご相談ください。

関連リンク関連リンク
お近くの皮膚科はこちらで検索

前前：写真で見る爪の水虫 次次：爪の水虫の治療を途中で中断してしまった方へ
.

ホーム
夏の水虫対策！その症状は・・・
爪が白く濁ったり、黄色くなったり・・・
一般用医薬品で治りますか？
爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？
爪の症状と病気を写真で確認
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ホーム >> 夏の水虫対策！その症状は・・・
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夏になると活発化する水虫/小康状態になる水虫夏になると活発化する水虫/小康状態になる水虫

足にうつる水虫には、小水疱型水虫・趾間型水虫・角質増殖型水虫、そして足の爪に感染する爪水虫の4種類があります。これらはす
べて白癬菌に感染することで発症しますが、その症状や特徴はさまざま。それぞれの症状と特徴が自分の足に当てはまらないか、チェ
ックしてみましょう。また、見た目だけでは水虫かどうか判断することができません。似たような症状が自分にみられる場合には、自
己判断せず、必ず専門家である皮膚科を受診しましょう。

皮膚科では、白癬菌がいるかどうかを確認するために顕微鏡検査を行います

水虫の診断と治療は皮膚科で

夏場、悪化しやすい水虫夏場、悪化しやすい水虫
水虫の原因となる白癬菌は高温多湿を好むため、夏になると菌の活動が活発になり、大暴れしだすのが小水疱型水虫・趾間型水虫で
す。夏場は黄色ブドウ球菌などによる細菌感染症を合併しやすく膿を伴うこともあります。また爪水虫は季節に関係なく、爪の中に潜
んで白癬菌の倉庫になっています。

小水疱型水虫・趾間型水虫小水疱型水虫・趾間型水虫

小水疱型水虫は、足の裏を中心に、強い痒みを伴う小さな水疱ができます。
趾間型水虫は、足の指と指の間にできる水虫です。皮がむけたりただれが起きたりし、じくじくして、強いかゆみを伴う傾向にありま
す。靴の中の指と指の間は、白癬菌にとって快適な湿度と温度が保たれがち。気が付いた時には悪化していることもあります。

小水疱型水虫・趾間型水虫の治療後のイメージを確認してみましょう。

今から治療を始めましょう！【小水疱型水虫・趾間型水虫】

爪水虫（爪白癬）爪水虫（爪白癬）

爪が白く濁る・分厚くなるといった症状がみられますが、かゆみなどはみられません。単独で感染するケースはほとんどなく、小水疱
型水虫・趾間型水虫・角質増殖型水虫と併発します。
今から治療を始めれば、約1年後には、きれいな素足を手に入れることができます。爪水虫治療は、まさに足の美容なのです。

爪水虫の治療後のイメージを確認してみましょう。

今から治療を始めましょう！【爪水虫】

夏場、あまり症状がみられない水虫夏場、あまり症状がみられない水虫
角質増殖型水虫角質増殖型水虫

水虫はかゆい・じくじく・夏場に悪化する・・・という典型的なイメージとはかけ離れた特徴を持つのがこのタイプの水虫。
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ホーム >> 治療の方法

0
 

Like 0

爪の水虫の治療は皮膚科で爪の水虫の治療は皮膚科で

市販のお薬には爪の水虫に、効能・効果の取れているものはありません市販のお薬には爪の水虫に、効能・効果の取れているものはありません
爪は硬く、白癬菌はその奥深く潜んでいるので、市販の塗り薬やスプレーだけでは、爪の中まで浸透しにくく、白癬菌まで有効成分が
届かないこともあります。そのため、爪白癬の治療には、爪の状態によって、軽～中等度の症状の場合は飲み薬か塗り薬が、重度の爪
の水虫の場合には飲み薬が処方されます。飲み薬の場合、薬の成分が血流にのって爪まで運ばれ、爪の中から白癬菌に作用して死滅さ
せる効果があります。お薬の服用期間は、飲み薬の場合、3～6ヶ月程度。新しい爪に生え替わりながら、ゆっくりと治っていきま
す。

以前、治療を一度中断してしまった人も今度こそ以前、治療を一度中断してしまった人も今度こそ
爪白癬は、かつて治りにくい病気でしたが、飲み薬で根気よく治療することで、爪全体が濁っているような重度の爪白癬でも、治すこ
ともできる病気となりました。いったん治療を始めたら途中でやめてしまわずに、皮膚科のお医者さんの指導のもと、きれいな爪を取
り戻しましょう。

治療を中断してしまったのは、こんなワケだったのです・・・治療を中断してしまったのは、こんなワケだったのです・・・

治療を途中でやめてしまって再発を繰り返す人がたくさんいますが、主な理由としては次の三つがあげられます。
「治った」と自己判断してしまう
長く病院に通うのが面倒になってしまう
治療費が負担になって、通院をやめてしまう

自分が治療をやめてしまった原因がわかれば、その対策を立てることができます。遠慮なくお医者さんに相談して、爪白癬をしっかり
治してください。

「完治」を目指して、まずは専門家である皮膚科を受診下さい「完治」を目指して、まずは専門家である皮膚科を受診下さい

20/04/2020, 18:17大濠本店の新しいサービス「フットケア」
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ごあいさつ
足の痛みの原因は様々ありますが、多くの皆様が皮膚のトラブルを抱えておられます。 

ご自身の足に胼胝（タコ）・魚の目はありませんか？ また、爪が巻いて、足指を圧し、痛みを起こし
ていないでしょうか？
 

①フットケアでまず足を快適にします。
②足にあった靴で歩行を快適にします。
③足・靴似合ったインソールでさらに快適な歩行を導き、フィッティングの精度を高めます。
 

 まずはその①、トラブルの原因を取り除く事により、靴の浜心地にさらに改善されるのです。
長年様々な足のトラブルを見てきた靴屋だからこそ最善のフットケアをご提案できると考えていま
す。
 

足の小さなトラブルを見逃さず、生涯歩行を目指す為にも、どうぞと当店へご相談ください。

シューズクラトミ大濠本店　専務

Nail fungus, an onychomycosis, causes thickened, 
brittle, crumbly or ragged nails. Besides, nail fungus 
or onychomycosis can cause the nail to appear yellow, 
green, brown or black. An infected nail may separate 
from the nail bed. Nail fungus is a common condition 
that begins as a white or yellow spot under the tip of 
your fingernail or toenail.  
 
 

Treatment include oral anti-fungal drugs, medicated 
nail polish or cream, and nail removal (the nail will 
grow again). 
 
 

To confirm whether the nail has an onychomycosis or 
not, consult a doctor (GP) or a specialized pedicure 
(some specialized pedicures have test kits) 
 
 

An infected nail can also infect other nails. 
 
 

 

It is recommended to go to the specialized 
pedicure regularly for cleaning the nails. 
Wash your feet well every day. Change shoes 
every day, especially socks to avoid getting 
humid feet – an environment suitable for 
fungi. 
 
  



 

 

 
 

Champignon des ongles (onychomycose) 
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ホーム >> 爪の水虫（白癬菌）ってどんな病気？ >> 爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です

0
 

Like 0

爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？

爪の水虫は白癬菌が原因の病気です爪の水虫は白癬菌が原因の病気です
爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です爪白癬は、白癬菌という生きた水虫菌が爪の中で活発に繁殖している状態です

白癬菌とは、いわゆる水虫の原因菌。白癬菌が足にいれば足白癬（水虫）で、爪の中に侵入すると爪白癬。この爪白癬は立派な感染症
の一種で、爪の病気の中で多く見られます。

白癬菌というのはカビの一種で、私たちの皮膚を覆っている角層や爪、髪の毛などに住み着いて感染症を引き起こし
ます。
ほかのカビと同様、高温多湿な環境が大好きで、一般に20～40度、60％以上の湿度を好みます。
肉眼で見ることはできませんが、顕微鏡で100倍ぐらいにするとよく見えます。

皮膚科で顕微鏡で確認

白癬菌は皮膚の角層、爪、髪の毛などをつくっているケラチンというタンパク質を栄養にして生きており、この白癬
菌が引き起こす病気の中で一番ポピュラーなものは足の水虫（足白癬）です。

皮膚などについているケラチンを食べるのですか？ ということは、足以外の場所にも感染症を引き起こすことがあ
るのでしょうか？

足につくと水虫、爪に侵入すれば爪白癬（爪の水虫）。からだにつくと体部白癬（タムシ、ゼニタムシ）、頭につく
と頭部白癬（シラクモ）、股につくと股部白癬（インキンタムシ）となります。
住み着く場所で病気の名前が変わります。
痛みやかゆみがなくても、爪が白く濁ったり、分厚くなったりしていたら爪の中に白癬菌が潜んで活発に繁殖してい
るかもしれません。

爪の写真で症状を確認
気になる症状があったら、早めに皮膚科を受診して下さい。

爪の水虫を以前治療していた人はこちらをご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください
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爪白癬を放っておくと、着実に症状が進みます爪白癬を放っておくと、着実に症状が進みます
爪白癬は、痛みやかゆみなどの自覚症状がほとんどありません。しかし爪の中では生きた白癬菌が活発に繁殖している状態なのです。
そのため放っておくと、爪が厚くなる、色が濁る、変形するといった症状が着実に進行。やがて靴が履きづらくなったり、歩きにくく
なったり、厚くなった爪に押されて指が痛くなります。また、周りの人にうつす可能性も日増しに高くなっていくのです。

糖尿病の方は、合併症にご注意を糖尿病の方は、合併症にご注意を
糖尿病などで抵抗力が弱くなった方の場合には、患部に細菌が感染して化膿し、合併症を引き起こすこともあります。こうなる前に将
来を見据えて、一刻も早く今からしっかり治療することが必要なのです。

爪白癬は、爪の中に白癬菌がすみついているかを顕微鏡で検査して確認します。
爪がおかしいと感じたら皮膚科にご相談ください。

関連リンク関連リンク
お近くの皮膚科はこちらで検索

前前：写真で見る爪の水虫 次次：爪の水虫の治療を途中で中断してしまった方へ
.

ホーム
夏の水虫対策！その症状は・・・
爪が白く濁ったり、黄色くなったり・・・
一般用医薬品で治りますか？
爪の水虫（爪白癬）ってどんな病気？
爪の症状と病気を写真で確認

20/04/2020, 17:55夏の水虫対策！その症状は・・・：爪ネット／田辺三菱製薬株式会社とサンファーマ株式会社
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ホーム >> 夏の水虫対策！その症状は・・・
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夏になると活発化する水虫/小康状態になる水虫夏になると活発化する水虫/小康状態になる水虫

足にうつる水虫には、小水疱型水虫・趾間型水虫・角質増殖型水虫、そして足の爪に感染する爪水虫の4種類があります。これらはす
べて白癬菌に感染することで発症しますが、その症状や特徴はさまざま。それぞれの症状と特徴が自分の足に当てはまらないか、チェ
ックしてみましょう。また、見た目だけでは水虫かどうか判断することができません。似たような症状が自分にみられる場合には、自
己判断せず、必ず専門家である皮膚科を受診しましょう。

皮膚科では、白癬菌がいるかどうかを確認するために顕微鏡検査を行います

水虫の診断と治療は皮膚科で

夏場、悪化しやすい水虫夏場、悪化しやすい水虫
水虫の原因となる白癬菌は高温多湿を好むため、夏になると菌の活動が活発になり、大暴れしだすのが小水疱型水虫・趾間型水虫で
す。夏場は黄色ブドウ球菌などによる細菌感染症を合併しやすく膿を伴うこともあります。また爪水虫は季節に関係なく、爪の中に潜
んで白癬菌の倉庫になっています。

小水疱型水虫・趾間型水虫小水疱型水虫・趾間型水虫

小水疱型水虫は、足の裏を中心に、強い痒みを伴う小さな水疱ができます。
趾間型水虫は、足の指と指の間にできる水虫です。皮がむけたりただれが起きたりし、じくじくして、強いかゆみを伴う傾向にありま
す。靴の中の指と指の間は、白癬菌にとって快適な湿度と温度が保たれがち。気が付いた時には悪化していることもあります。

小水疱型水虫・趾間型水虫の治療後のイメージを確認してみましょう。

今から治療を始めましょう！【小水疱型水虫・趾間型水虫】

爪水虫（爪白癬）爪水虫（爪白癬）

爪が白く濁る・分厚くなるといった症状がみられますが、かゆみなどはみられません。単独で感染するケースはほとんどなく、小水疱
型水虫・趾間型水虫・角質増殖型水虫と併発します。
今から治療を始めれば、約1年後には、きれいな素足を手に入れることができます。爪水虫治療は、まさに足の美容なのです。

爪水虫の治療後のイメージを確認してみましょう。

今から治療を始めましょう！【爪水虫】

夏場、あまり症状がみられない水虫夏場、あまり症状がみられない水虫
角質増殖型水虫角質増殖型水虫

水虫はかゆい・じくじく・夏場に悪化する・・・という典型的なイメージとはかけ離れた特徴を持つのがこのタイプの水虫。
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ホーム >> 治療の方法
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爪の水虫の治療は皮膚科で爪の水虫の治療は皮膚科で

市販のお薬には爪の水虫に、効能・効果の取れているものはありません市販のお薬には爪の水虫に、効能・効果の取れているものはありません
爪は硬く、白癬菌はその奥深く潜んでいるので、市販の塗り薬やスプレーだけでは、爪の中まで浸透しにくく、白癬菌まで有効成分が
届かないこともあります。そのため、爪白癬の治療には、爪の状態によって、軽～中等度の症状の場合は飲み薬か塗り薬が、重度の爪
の水虫の場合には飲み薬が処方されます。飲み薬の場合、薬の成分が血流にのって爪まで運ばれ、爪の中から白癬菌に作用して死滅さ
せる効果があります。お薬の服用期間は、飲み薬の場合、3～6ヶ月程度。新しい爪に生え替わりながら、ゆっくりと治っていきま
す。

以前、治療を一度中断してしまった人も今度こそ以前、治療を一度中断してしまった人も今度こそ
爪白癬は、かつて治りにくい病気でしたが、飲み薬で根気よく治療することで、爪全体が濁っているような重度の爪白癬でも、治すこ
ともできる病気となりました。いったん治療を始めたら途中でやめてしまわずに、皮膚科のお医者さんの指導のもと、きれいな爪を取
り戻しましょう。

治療を中断してしまったのは、こんなワケだったのです・・・治療を中断してしまったのは、こんなワケだったのです・・・

治療を途中でやめてしまって再発を繰り返す人がたくさんいますが、主な理由としては次の三つがあげられます。
「治った」と自己判断してしまう
長く病院に通うのが面倒になってしまう
治療費が負担になって、通院をやめてしまう

自分が治療をやめてしまった原因がわかれば、その対策を立てることができます。遠慮なくお医者さんに相談して、爪白癬をしっかり
治してください。

「完治」を目指して、まずは専門家である皮膚科を受診下さい「完治」を目指して、まずは専門家である皮膚科を受診下さい

20/04/2020, 18:17大濠本店の新しいサービス「フットケア」
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ごあいさつ
足の痛みの原因は様々ありますが、多くの皆様が皮膚のトラブルを抱えておられます。 

ご自身の足に胼胝（タコ）・魚の目はありませんか？ また、爪が巻いて、足指を圧し、痛みを起こし
ていないでしょうか？
 

①フットケアでまず足を快適にします。
②足にあった靴で歩行を快適にします。
③足・靴似合ったインソールでさらに快適な歩行を導き、フィッティングの精度を高めます。
 

 まずはその①、トラブルの原因を取り除く事により、靴の浜心地にさらに改善されるのです。
長年様々な足のトラブルを見てきた靴屋だからこそ最善のフットケアをご提案できると考えていま
す。
 

足の小さなトラブルを見逃さず、生涯歩行を目指す為にも、どうぞと当店へご相談ください。

シューズクラトミ大濠本店　専務

Symptôme : 
Une mycose (champignon) des ongles, appelée 
onychomycose, rend les ongles épais, cassants, 
friables ou déchiquetés. En plus, la mycose des 
ongles ou onychomycose peut rendre l’ongle jaune, 
vert, brun ou noir. Un ongle infecté peut se séparer 
du lit de l'ongle. La mycose des ongles est une 
affection courante qui commence par une tache 
blanche ou jaune sous le bout d’un l'ongle des orteils 
ou des doigts. 

Traitement : 
Le traitement inclue des médicaments 
antifongiques oraux, du vernis ou crème à 
ongles médicamenté, ou l’enlèvement de l’ongle 
(il repoussera). 
 

Pour confirmer si l’ongle a une onychomycose, 
consultez un médecin ou un(e) Pédicure Spécialisé(e) 
(Certain(e)s Pédicures Spécialisé(e)s ont un kit de 
test) 

Un ongle infecté peut aussi infecter les 
autres ongles. 

 

Prévention : 
Il est recommandé de consulter régulièrement 
un(e) Pédicure Spécialisé(e)pour nettoyer les 
ongles.  
Lavez-vous bien les pieds tous les jours. 
Changez de chaussures tous les jours, en 
particulier les chaussettes pour éviter d’avoir 
des pieds humides – un environment propice 
aux mycoses.  

 


