
①水虫の原因は？～

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

９

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。

②

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

繁殖しやすい環境にあった場合です。
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（有）静岡健康企画

ひまわり薬局

 

③

①水虫の原因は？～

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

９割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。

②どうやって感染するの

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

繁殖しやすい環境にあった場合です。
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薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信

有）静岡健康企画

ひまわり薬局 TEL

③足の水虫の種類

①水虫の原因は？～

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。

どうやって感染するの

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

繁殖しやすい環境にあった場合です。

 

は あ も に ぃ
薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信

有）静岡健康企画 ことぶき薬局

TEL053(463)4312 

足の水虫の種類 

①水虫の原因は？～白癬菌白癬菌白癬菌白癬菌（はくせんきん）というカビの一種

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。

どうやって感染するの？ 

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

繁殖しやすい環境にあった場合です。

  

は あ も に ぃ
薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信    

ことぶき薬局 TEL055(977)6024

053(463)4312   

 

（はくせんきん）というカビの一種

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。

 

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

繁殖しやすい環境にあった場合です。 

は あ も に ぃ

お薬のことなら

TEL055(977)6024

 みかん薬局 

（はくせんきん）というカビの一種

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

は あ も に ぃ

お薬のことなら

TEL055(977)6024  た

 TEL053(584)2230

（はくせんきん）というカビの一種

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、

割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、

菌にとって過ごしやすい高温多湿な環境を作るからです。 

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる

ケラチンというタンパク質を好んで栄養源とします。 

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ

は あ も に ぃ

お薬のことなら http://shizuken.com/

たまち薬局 TEL054(251)1678

053(584)2230 

（はくせんきん）というカビの一種

水虫は、カビの一種である白癬菌が、皮膚の角質層に寄生することに 

よって起こる皮膚の病気です。白癬菌は手やからだにも感染しますが、 

割近くは足です。足に繁殖しやすいのは、靴を履くために足がむれ、 

白癬菌は、ヒトの髪や爪、角質、動物の毛や鱗などに含まれる 

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した

だけで、すぐに水虫になるわけではありません。感染が成立するのは、 

洗い流されずに残った菌が、傷ついた角質から入り込み、なおかつ 

は あ も に ぃ 
 

http://shizuken.com/

TEL054(251)1678

 いちご薬局

（はくせんきん）というカビの一種 

 

 

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

足で踏んだりして菌が付着することにより感染します。しかし、菌が付着した 

 

２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年

ＮｏＮｏＮｏＮｏ.236.236.236.236

9999 月号月号月号月号

http://shizuken.com/

TEL054(251)1678 
いちご薬局 TEL055(946)6430

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素
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.236.236.236.236    

月号月号月号月号    

http://shizuken.com/ 

 
TEL055(946)6430

白癬菌は、水虫にかかった人の皮膚からはがれ落ちる角質の中にも生きているので、それを素

TEL055(946)6430 



 ＊爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

⑤

参考文献：くすりと健康の情報局

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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

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、飲み薬が処方され

とがあり

て死滅させる効果があります。

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

般には

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

④水虫の治療

 ＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、

〈お薬の塗り方のポイント〉

・症状のあるところだけでなく、そのまわりから

  ・外側から症状の中心に向けて塗る

 ・入浴後に水気をよく拭いてから塗る

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ていることが

示に従って少なくとも

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

⑤水虫を予防しよう

‣家に帰ったら足を洗う習慣をつける

足の指の間まで石鹸でよく洗いましょう

‣足をよく乾燥させる

高温多湿が白癬

‣バスマットやスリッパを別々にする

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

参考文献：くすりと健康の情報局

    爪ネット

 

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

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、飲み薬が処方され

とがあります。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。

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

般には 3～6 ヶ月間治療すれば

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

家族内で

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

水虫の治療

＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、

お薬の塗り方のポイント〉

・症状のあるところだけでなく、そのまわりから

・外側から症状の中心に向けて塗る

・入浴後に水気をよく拭いてから塗る

皮膚がふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよいです

        

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ていることが

示に従って少なくとも

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

水虫を予防しよう

家に帰ったら足を洗う習慣をつける

足の指の間まで石鹸でよく洗いましょう

足をよく乾燥させる

高温多湿が白癬

‣通気性の良い靴を選び、何足かを交互に履く

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

‣靴下を毎日取り替える

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。

バスマットやスリッパを別々にする

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

参考文献：くすりと健康の情報局

爪ネット/ノバルティスファーマ株式会社、スギ薬局グループ

 

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

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、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。

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

ヶ月間治療すれば

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

家族内で水虫がうつるのを防ぐには、

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！

水虫の治療 

＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、

お薬の塗り方のポイント〉

・症状のあるところだけでなく、そのまわりから

・外側から症状の中心に向けて塗る

・入浴後に水気をよく拭いてから塗る

皮膚がふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよいです

      ※

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ていることがありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

示に従って少なくとも 1

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

水虫を予防しよう！ 

家に帰ったら足を洗う習慣をつける

足の指の間まで石鹸でよく洗いましょう

足をよく乾燥させる 

高温多湿が白癬菌の大好きな環境です。日頃から乾燥を心がけましょう。

通気性の良い靴を選び、何足かを交互に履く

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

靴下を毎日取り替える

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。

バスマットやスリッパを別々にする

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

参考文献：くすりと健康の情報局/第一三共ヘルスケア

ノバルティスファーマ株式会社、スギ薬局グループ

  

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

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、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。お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

ヶ月間治療すれば 1年後には

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

水虫がうつるのを防ぐには、

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！

＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、

お薬の塗り方のポイント〉 

・症状のあるところだけでなく、そのまわりから

・外側から症状の中心に向けて塗る

・入浴後に水気をよく拭いてから塗る

皮膚がふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよいです

※お薬によっては塗り方が異なることがあります

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

1、2 ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

家に帰ったら足を洗う習慣をつける 

足の指の間まで石鹸でよく洗いましょう

菌の大好きな環境です。日頃から乾燥を心がけましょう。

通気性の良い靴を選び、何足かを交互に履く

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

靴下を毎日取り替える 

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。

バスマットやスリッパを別々にする 

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

第一三共ヘルスケア

ノバルティスファーマ株式会社、スギ薬局グループ

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

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、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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

年後には 8

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

水虫がうつるのを防ぐには、

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！

＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、

・症状のあるところだけでなく、そのまわりから

・外側から症状の中心に向けて塗る 

・入浴後に水気をよく拭いてから塗る 

皮膚がふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよいです

お薬によっては塗り方が異なることがあります

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

足の指の間まで石鹸でよく洗いましょう。 

菌の大好きな環境です。日頃から乾燥を心がけましょう。

通気性の良い靴を選び、何足かを交互に履く

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

第一三共ヘルスケア、タケダ健康サイト

ノバルティスファーマ株式会社、スギ薬局グループ

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

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、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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

8 割前後の方が治ると言われています。

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

水虫がうつるのを防ぐには、きちんと治療することが

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！

＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、

・症状のあるところだけでなく、そのまわりから広範囲広範囲広範囲広範囲

皮膚がふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよいです

お薬によっては塗り方が異なることがあります

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

菌の大好きな環境です。日頃から乾燥を心がけましょう。

通気性の良い靴を選び、何足かを交互に履く 

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

、タケダ健康サイト

ノバルティスファーマ株式会社、スギ薬局グループ 

爪は硬く、白癬菌はその奥深く潜んでいるので、市販の塗り薬だけでは、

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、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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

割前後の方が治ると言われています。

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

きちんと治療することが

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！

＊かゆみなどの症状がなくなったからといって、薬の使用をやめないことが大切です！

広範囲広範囲広範囲広範囲にににに塗る

皮膚がふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよいです 

お薬によっては塗り方が異なることがあります

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません

菌の大好きな環境です。日頃から乾燥を心がけましょう。

 

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

、タケダ健康サイト/武田薬品工業株式会社

 お客さまサイト

だけでは、

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、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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。

割前後の方が治ると言われています。

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

きちんと治療することが

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！

使用をやめないことが大切です！

塗る 

 

お薬によっては塗り方が異なることがあります 

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。

爪の水虫には、市販の塗り薬ではなかなか効果を発揮できません 

菌の大好きな環境です。日頃から乾燥を心がけましょう。 

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

水虫を防ぐには、足の清潔を維持することが大切です。 

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。

武田薬品工業株式会社

お客さまサイト   （文責：前田

だけでは、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、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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

なって先の方に押し出され、やがて全体が正常な爪に置き換えられていきます。飲み薬の場合、一

割前後の方が治ると言われています。飲み薬によって

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。

きちんと治療することが一番大切です。

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、

自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！自分の判断で治療を止めないで確実に治しましょう！！    

使用をやめないことが大切です！

 

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師

ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。

 

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。

家族の中に水虫の人がいたら、うつらないように別々にすることが大切です。 

武田薬品工業株式会社 

（文責：前田(実習生

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、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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

飲み薬の場合、一

飲み薬によって

まれに肝機能に影響がみられることがあるので、定期的に血液検査を受ける必要があります。 

です。 

投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、投薬終了時期については、経過をみながらお医者さんが判断しますので、    

使用をやめないことが大切です！

水虫の治療には、皮膚に入り込んだ白癬菌を殺菌する抗真菌薬の入ったくすりを使いま

す。しばらく使ってかゆみなどの症状が治まっても、角質の奥深くに入り込んだ菌が生き

ありますから、皮膚が新陳代謝により新しく入れ替わるまでの間、医師の指

ヶ月以上は根気よく薬を使用し続けることが肝心です。 

窮屈なものは避けましょう。ときどき陰干しして、湿気を取り除きましょう。 

実習生)） 

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、飲み薬が処方されるこ

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

お薬が効いてくると、白癬菌におかされた部分が、爪の伸びにとも

飲み薬の場合、一

飲み薬によって

 

使用をやめないことが大切です！ 


