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細菌学各論 11 真菌 

概要 

 真菌症は、比較的まれであり、細菌学とはかなり異なる部分が多いので、本講義では、基本的

な内容にとどめる。細菌と真菌の違い、酵母と糸状菌の違いを理解することが第一のステップで

あり、臨床的に重要な、三大真菌症とニューモシスチス肺炎、接合菌症に関する知識を習得す

る。 

 

項目 

1. 真菌学総論 

1) 真菌とは? 

2) 細菌、哺乳類細胞との比較 

3) 真菌の分類：酵母様真菌と糸状菌 

4) 増殖様式：酵母は二分裂または出芽。糸状菌は胞子形成。 

5) 真菌の構造と抗真菌薬の作用機序 

 

2. 真菌学各論 

A カンジダ Candida 属 

B アスペルギルス Aspergillus 属 

C クリプトコックス Cryptococcus 属 

D ニューモシスチス・イロベチイ Pneumocystis jirovecii 

E その他の真菌 

 

表 1 細菌、真菌、ヒト（哺乳類細胞）の比較 

表 2 主な抗真菌薬 

 

参考文献 

 

復習ミニテスト  
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1. 真菌学総論 

1) 真菌とは? 

真菌とは、俗に言う「カビ」の総称である。

以下で述べるごとく、ヒトと同様真核生物であ

る。真菌類には、キノコ類も含まれているが、

真菌症を起こす病原真菌の主体は、糸状菌と酵

母様真菌である。一般的に我々が目にする病原

真菌は、この 2 種類のうちの何れかの形態であ

るが、糸状菌と酵母状真菌の両方の性質を持つ

真菌（二形性菌という）が少数知られており、

重要な病原真菌が含まれている。また、ニュー

モシスチス・イロベチイという、かつては原虫

に分類されていた特殊な真菌もある。 

真菌は、環境中の様々な場所に存在しており

身近な微生物であるが、表在性皮膚真菌症（い

わゆる水虫など）を除けば、健常者に感染する

真菌は少なく、多くは日和見感染症の病原体で

ある。しかしながら、一旦発症すると治療に難

渋することが多い。 

 

2) 細菌、哺乳類細胞との比較 

真菌は、哺乳類細胞と同様、核膜に囲まれた

核を持つ真核生物である。ミトコンドリアや小

胞体などの細胞内小器官も有する。細胞膜は、

リン脂質二重膜と数%のエルゴステロールか

ら構成される。エルゴステロールは、抗真菌薬

の標的の一つとなっている。ヒトのステロール

であるコレステロールと構造的に類似してい

る。細胞壁は、グルカン、マンナン、キチン等

の多糖類が主成分であり、グルカンも抗真菌薬

の標的の一つとなっている。多くの真菌は、

1,3-β-D-グルカン＞1,6-β-D-グルカンであるが、

クリプトコックスやトリコスポロン等の担子

菌類は 1,3-β-D-グルカン＜1,6-β-D-グルカンで

ある。 

 

表 1 細菌、真菌、ヒト（哺乳類細胞）の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 真菌の分類 

酵母様真菌と糸状菌 

 

4) 増殖様式 

酵母は二分裂または出芽によって増殖する

ことが多い。一方、糸状菌は菌糸と胞子の形成

が特徴となる。 

 

5) 真菌の構造と抗真菌薬の作用機序 

 深在性真菌症に対する主な抗真菌薬は、ポ

リエン系薬、アゾール系薬、キャンディン

系薬。併用薬として核酸系の5-FCがある。

作用機序と耐性機序の詳細は別紙参照。 

*表在性皮膚糸状菌に対する抗真菌薬とし

ては、アリルアミン系（エルゴステロール

が標的）がある。

 細菌 真菌 ヒト 

核膜 - ＋ ＋ 

細胞内小器官 - ＋ ＋ 

細胞膜 リン脂質 リン脂質 

エルゴステロール 

リン脂質 

コレステロール 

細胞壁 ペプチドグリカン グルカン 

キチン 

- 
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表 2 主な抗真菌薬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 真菌学各論 

A カンジダ Candida 属：酵母様真菌。 

カンジダ症の原因として最も代表的な真菌

は、Candida albicansであり、C. albicans と

それ以外（non-albicans Candida）に分類され、

C. glabrata、C. tropicalis、C. parapsilosis、

C. krusei などが含まれる。本属の真菌は、ヒ

トに親和性が強く、常在菌として消化管などの

粘膜や皮膚の表面に存在している。病原性は高

くないものの、免疫抑制剤使用時や抗腫瘍療法

中に、内因性の日和見感染症を起こす。病型と

しては、口腔カンジダ症のような軽度のものか

ら、カンジダ血症・播種性カンジダ症のような

重篤なものがあり、いったん発症すると致命的

な感染症もある。 

多くは消化管の常在菌であり、内因性感染す

ると考えられている。病原性は弱く日和見感染。

菌種によって、常在する部位が異なり、C. 

albicans は上部、C. glabrata は下部消化管に

常在していると考えられている。 

C. albicans の多くは、一般的に抗真菌薬の

感受性は良好であるが、C. glabrata の一部は

アゾール耐性、C. krusei は FLCZ に一次耐性

を示す。C. parapsilosis、C. guilliermondii は

キャンディンに耐性を示すことがあり、C. 

lusitaniae はポリエン耐性である。 

 

表 3 カンジダ属真菌の感受性の概要 

 アゾール キャンディン ポリエン 

C. albicans ○ ○ ○ 

C. glabrata △（感受性による） ○ ○ 

C. krusei FLCZ×、VRCZ△ ○ ○ 

C. parapsilosis ○ △～× ○ 

C. tropicalis ○ ○ ○ 

C. guilliermondii ○ × ○ 

C. lusitaniae ○ ○ × 

 

B アスペルギルス Aspergillus 属 

糸状菌の代表である。本属の真菌は、環境生

育菌であり、菌糸と胞子形成が特徴で、空気中

に浮遊している胞子の吸入によって生体内に

入る。通常、健常人に発症することはなく、肺

に器質的疾患を有する患者や全身性の免疫力

の低下した患者などに発症する。アスペルギル

ス症の好発臓器は肺であり、肺アスペルギルス

主となる薬剤  

核酸 
ポリエン系 アゾール系 キャンディン系 

アムホテリシン B 

リポソーマルアムホテリシン B 

フルコナゾール 

ホスフルコナゾール 

ミコナゾール 

イトラコナゾール 

ボリコナゾール 

（ポサコナゾール） 

ミカファンギン 

カスポファンギン 

（アニデュラファンギン） 

5-FC 
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症と呼ばれ、いくつかの病型に分類される。 

アスペルギルス症の原因菌は、ほぼ 4 菌種に

限られ、Aspergillus fumigatus、A. flavus、

A. niger、A. terreus が症例全体の 95％を占

め、特に A. fumigatus による症例が最も多い。

抗真菌薬の感受性から、A. fumigatus と non-

fumigatus に分けることもある。まれな菌種と

して、A. nidulans、A. restrictus、A. versicolor

などがある。いずれも環境菌。環境からの胞子

の吸入により感染する。外因性感染。病原性は

弱く日和見感染。A. fumigatus は non-

fumigatus に比べ、発育可能な最高温度が高い。

発育可能な温度が、ヒトへの病原性に関与して

いることが示唆されている。 

 

C クリプトコックス Cryptococcus 属 

 上記 2 つに比べて病原性が高く、健常者に感

染する酵母の代表である。細胞壁は β-1,3-グル

カンよりも β-1,6-グルカンを多く含み、β-1,3-

グルカン合成酵素に作用するキャンディンに

は一次耐性を示す。莢膜は、宿主免疫からの回

避に関与しており、莢膜のグルクルノキシロマ

ンナン（GXM）抗原は血清診断の抗原ともな

っている。環境中に存在すると考えられ、鳩な

どの糞でよく生育する（鳥の体内にはいない）。

原則として、吸入による外因性感染で、呼吸器

系、特に肺に一次病巣を形成する。中枢神経系

への親和性が高く、AIDS などの高度な免疫不

全では、明らかな肺病変を示さずに中枢神経感

染症で発症する事がある。 

クリプトコックス症の大半は、

Cryptococcus neoformansが原因である。C. 

neoformans には 2 つの変種が知られてお

り、C. neoformans var. neoformans と C. 

neoformans var. gattii と呼ばれていたが、現

在では独立した菌種として C. gattii とされる

ようになってきた*1。本菌は、A、B、C、D

の 4 つのセロタイプに型別され、他に A と D

の混合型である ADがある*2。A、Dおよび

AD は C. neoformans、B および C は C. 

gattii に一致する。鳥類、特にハトやニワト

リの糞で汚染された土壌に多く存在している

*3。本菌は、経気道的に体内に侵入し、ほと

んどは一次病巣として肺病変で発症（肺クリ

プトコックス症）するが、脳への親和性が高

く、脳髄膜炎を発症することがある。HIV 患

者においては罹患率が高く、また、明らかな

肺病変を示すことなく脳髄膜炎を発症するこ

とがあるので、特に注意が必要である。カン

ジダ属やアスペルギルス属と比較して病原性

は強く、健常人にも病気を起こしうるが、健

常者の場合には、半数以上が不顕性感染で、

検診の胸部レントゲンなどで発見されること

が多い。また、発生頻度も、カンジダ症やア

スペルギルス症に比べると低く、100 万人当

たり 10 人以下である。 

*1Cryptococcus gattii の高病原性株が近年問

題となってきている。 

*2A は C. neoformans var. grubii、D は C. 

neoformans var. neoformans とも呼ばれ、日

本での発症のほとんどが A によるものであ

り、Dと AD が少数ある。 

*3鳥の体内には存在しない。鳥の体温は 42℃

と高く、C. neoformans の発育には適さな

い。 

 

D ニ ュ ー モ シ ス チ ス ・ イ ロ ベ チ イ

Pneumocystis jirovecii 

特殊な真菌。以前は原虫に分類されていた。

通常の抗真菌薬が無効。疾患はニューモシスチ

ス肺炎に限られる。AIDS の指標疾患であり、

いきなり AIDS*の原因として最多。 

治療の第一選択薬はペンタミジンまたは ST

合剤で、これらが無効または副作用で使用でき

ない場合には第二選択薬としてアトバコンが

使用される。 

 

*AIDS（Acuired immunodeficiency syndrome） 
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HIV（Human immunodeficiency virus）に

よる感染症で、CD4 陽性 T 細胞の減少に伴っ

て、カンジダ症、クリプトコックス症、ニュー

モシスチス肺炎、サイトメガロウイルス肺炎等

の日和見幹線を発症した状態。 

 

E その他の真菌 

1） 接合菌 

アスペルギルス属真菌との鑑別として重要。

接合胞子を形成する複数の菌種の総称。代表的

な菌種として、Mucor 属、Rhizopus 属、

Rhizomucor 属、Lichtheimia（Absidia）属、

Cunninghamella 属などがある。 

 

2） トリコスポロン 

病原性低く、侵襲性の感染症としては日和見

感染症を起こすことがあるが、健常者にもアレ

ルギー（夏型過敏性肺臓炎）を起こすことがあ

る。クリプトコックスと同様、担子菌であり、

細胞壁は β-1,3-グルカンよりも β-1,6-グルカン

を多く含み、β-1,3-グルカン合成酵素に作用す

るキャンディンには一次耐性を示す。侵襲性感

染症では、グルクルノキシロマンナン（GXM）

抗原が上昇することがある。 

キャンディン使用中のブレークスルー感染

症を起こす病原体としても知られる。 

 

3） 輸入真菌症病原体など 

 Coccidioides immitis、C. posadasii 

 Paracoccidioides brasiliensis 

 Histoplasma capsulatum 

 Blastomyces dermatitidis 

 Penicillium marneffei 

 

4） 皮膚真菌症病原体 

 皮膚糸状菌：Trichophyton rubrum, T. 

tonsulans, T. mentagrophytes 

 皮膚真菌症：Malasezzia furfur 
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復習ミニテスト 

 

問題 1 3 大真菌症の代表的な病原体名と微生物学的特徴（酵母・糸状菌の別）を記せ。 

カンジダ症 病原体名  1                             

特徴    2                        

アスペルギルス症 病原体名  3                             

特徴    4                        

クリプトコックス症 病原体名  5                             

特徴    6                        

 

問題 2 ニューモシスチス肺炎の病原体名と治療薬を記せ。 

病原体名 1                                   

治療薬  2                                   

 

問題 1 の解答例 

1. Candida albicans など 

2. 酵母（または酵母様真菌でも可。Candida albicans は仮性菌糸を作る） 

3. Aspergillus fumigatus など 

4. 糸状菌 

5. Cryptococcus neoformans または Cryptococcus gattii（クリプトコックスの場合、この 2 種

以外はほとんど病原性がない。C. neoformans が 90%以上を占める） 

6. 酵母（または酵母様真菌でも可。莢膜を有する。） 

 

問題 2 の解答例 

1. Pneumocystis jirovecii 

2. 第一選択 ST 合剤、ペンタミジン 第二選択 アトバコン 

 

参考文献 

1 深在性真菌症の診断・治療ガイドライン 2014 

2 山口英世. 病原真菌と真菌症 第 4 版 

3 亀井克彦ら. 輸入真菌症の診断・治療指針 
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