
対しての非薬物療法はどうでしょうか。
　井上　飲酒によって症状が誘発され
ることがあります。なので、全然飲む
なとは言いませんけれども、飲酒は、
少し減らしていただく。それから、誰
でもそうですけれども、ストレスが強
いと夢見は悪くなりますので、ストレ
ス緩和、ストレス対応も重要になって
くると思います。また症状が激しい方
の場合にはベッドサイドに危険物を置
かないことが大原則になると思います。
　池脇　冒頭の先生の解説に戻ります
が、当初特発性と思っていても、何年
か経つうちに神経変性疾患等を発症す
る例があるとなると、特発性の患者さ
んをどうみていったらいいのか。検査
も定期的に行ったほうがいいのでしょ
うか。
　井上　老化に伴う神経の障害によっ
て起こるものですから、長期治療が必

要です。長期治療の経過中に、最低、
運動症状はチェックしていただく。そ
れから、時に応じて年に２回ぐらいは
認知機能のスケールをつけていただき
ながら、どうも怪しいと思うサインが
あったら、神経内科ないしは精神科の
認知症専門医に相談する。パーキンソ
ン病の専門医に相談することも必要だ
ろうと思います。
　池脇　レム睡眠行動障害の対処をき
ちんとしていくことによって、将来起
こるかもしれない疾患の発症を遅らせ
ることも可能なのでしょうか。
　井上　今、レム睡眠行動障害を指標
とした神経保護薬の開発が重要なテー
マになっており、そう遠くない将来に
発症予防に向かっていくものと強く期
待しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　大路先生、まず口角炎という
のはどのような状態なのでしょうか。
　大路　皮膚がかさかさしたり、赤く
なったり、かゆみが出たり、皮膚が炎
症を起こす状態を我々は一般に湿疹と
言っています。その湿疹が口角にでき
れば口角炎と呼んでいるのだと思いま
す。
　池田　そういったよくある状態が口
の角っこに起きたということですね。
　大路　できやすいということです。
それは形というか、構造上の問題だと
思うのですけれども、口というのはた
だ丸い穴ではなく、どちらかというと、
横の裂け目だからです。開いたときに

口角という口の隅が割れたり、傷つく
ことが多いのではないでしょうか。そ
れで炎症が起こりやすい。それから、
口の中のものがどうしても伝う場所だ
ということです。それでただれてしま
うのではないかなと思います。
　池田　原因についてうかがいたいの
ですが、たくさんあるのでしょうか。
　大路　患者さんには、かさかさした
り、傷ついた状態になっているところ
から始まると説明しています。かさか
さした皮膚というのは傷ついているわ
けです。目に見えないような細かいひ
び割れかもしれませんが、傷のあるよ
うな弱い状態で、そこにしょっぱいも

大路皮膚科医院院長
大　路　昌　孝

（聞き手　池田志斈）

　口角炎についてご教示ください。
　１．原因
　２．日常注意すべきこと
　３．治療法
　　　（内服薬、外用薬、どちらか単独あるいは併用で口角炎に適応のある薬

はあるのかどうか）
＜埼玉県開業医＞

口角炎
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の、辛いものが来れば炎症を起こすと
いうことです。
　それから、唾、唾液はただの水では
なく、もともとは消化酵素ですから、
非常に刺激が強いのです。なめている
だけでも皮膚炎を起こします。そうい
うことで口角は炎症を起こしやすい。
そのため、お手入れというか、予防の
話を患者さんにするときは、かさかさ
予防のため、リップクリームを塗るよ
うな気持ちでここにも塗ってください
と。ワセリンなども非常に便利ですけ
れども、予防、お手入れとしてそうい
う話をします。
　池田　よくストレスとか疲労も原因
としていわれていますが、これは実際、
関係があるような証拠はあるのでしょ
うか。
　大路　ないと思います。よく患者さ
んから質問を受けますが、ビタミンが
不足してそうなるという根拠もあまり
ないと思います。ただ、体調次第のよ
うなところはあるのではないでしょう
か。
　口の中は菌だらけです。いい菌、悪
い菌、たくさんいるので、そのバラン
スが取れていれば病的なことは起こら
ないかもしれないけれども、どちらか
というと悪いほうの菌が増えたり、抵
抗力が落ちたりするときに起こりやす
いと考えています。
　池田　そういう意味では、疲労とか
ストレスは関係しないだろうというこ

とですね。
　大路　そうですね。
　池田　そのほか、さっきも菌の話が
出ましたが、口内にはカンジダも含め
て、いろいろな菌がありますけれども、
これは原因になるのでしょうか。
　大路　今までの経験だと、まず湿疹
ができて、それが長引いて治りにくい
なと思ったときに、カンジダみたいな
ものがくっついてしまっていることは
あります。
　池田　それは一義的ではなくて、二
義的な感じなのですね。
　大路　そうではないかなと思います。
　池田　そういうカンジダなどが検出
されたら対処しなければいけないのは
確かですね。
　大路　そうですね。
　池田　さっき湿疹の話が出ましたが、
アトピー性皮膚炎などがある方はなり
やすいのでしょうか。
　大路　湿疹ができやすいという意味
では、できやすい場所ではあります。
口角炎になる方も多いのではないでし
ょうか。
　池田　一つの原因でもあるのですね。
　大路　はい。
　池田　口紅とかリップクリーム、こ
ういったものでも起こるのではないか
という話もありますが、本当なのでし
ょうか。
　大路　肌に合わないのだったら、口
紅やリップクリームがついたところ全

部がやられるはずなので、口角だけで
はないと思うのです。ほかの症状を見
れば、かぶれているかどうかはわかる
と思います。
　池田　そういったつけるもので特異
的に口角炎だけができるとは考えにく
いですね。
　大路　その場所だけというのはおか
しいでしょうね。
　池田　日焼けなども原因と書いてあ
る本もありますが、日焼けで口角炎が
悪くなることはあるのでしょうか。
　大路　口角部はどちらかというと日
焼けしにくいですよね、ちょっとくぼ
んでいますから。ただ、紫外線を受け
たあとというのは必ずかさかさになり
ます。もちろん、紫外線自体が皮膚に
ダメージを与えますから、影響がない
とは言いませんけれども。
　池田　とはいえ、考えづらいですね。
　大路　そうですね。
　池田　その場合、唇も全部やられる
わけですね。
　大路　そこだけが日焼けするわけで
はないと思います。
　池田　今の原因も考えますと、日常
注意すべきこと、例えば一度、口角炎
になった方が再度ならないようにする
には、どういうことに注意を払ったら
いいでしょうか。
　大路　やはり保湿に注意することで
す。かさつき予防ですね。
　池田　保湿といいますと、次の治療

法にも関係しますけれど、どのような
ものを塗るのでしょうか。
　大路　普通、一般的にはリップクリ
ームみたいな感じですね。あと、ワセ
リンなど、そういうものでかさかさを
予防する。そのときに注意したいのは、
メンソール類ではないもの、スースー
しないもの。メンソール自体、合わな
い人も多いですし、メンソール自体が、
傷を悪化させます。
　池田　刺激になるのですね。
　大路　そうですね。
　池田　よくメンソールが入ったリッ
プクリームがありますが、ちょっとそ
れは刺激になるということですね。純
粋に皮膚をカバーするものということ
でよいのですね。
　大路　そうですね。
　池田　そういう意味では、ワセリン
などのほうが無難でしょうか。
　大路　無難ですね。
　池田　先ほど口角炎になって、カン
ジダなどの菌がついた場合、消毒など
はするのでしょうか。
　大路　消毒はしないです。カンジダ
に効く消毒薬はないですから、普通に
洗顔してもらって、それで治療薬を塗
る。
　池田　洗ってしまうことはいいわけ
ですね。
　大路　そうですね。
　池田　ちょっと調べましたら、市販
薬でクロルヘキシジンなどが入ったよ
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の、辛いものが来れば炎症を起こすと
いうことです。
　それから、唾、唾液はただの水では
なく、もともとは消化酵素ですから、
非常に刺激が強いのです。なめている
だけでも皮膚炎を起こします。そうい
うことで口角は炎症を起こしやすい。
そのため、お手入れというか、予防の
話を患者さんにするときは、かさかさ
予防のため、リップクリームを塗るよ
うな気持ちでここにも塗ってください
と。ワセリンなども非常に便利ですけ
れども、予防、お手入れとしてそうい
う話をします。
　池田　よくストレスとか疲労も原因
としていわれていますが、これは実際、
関係があるような証拠はあるのでしょ
うか。
　大路　ないと思います。よく患者さ
んから質問を受けますが、ビタミンが
不足してそうなるという根拠もあまり
ないと思います。ただ、体調次第のよ
うなところはあるのではないでしょう
か。
　口の中は菌だらけです。いい菌、悪
い菌、たくさんいるので、そのバラン
スが取れていれば病的なことは起こら
ないかもしれないけれども、どちらか
というと悪いほうの菌が増えたり、抵
抗力が落ちたりするときに起こりやす
いと考えています。
　池田　そういう意味では、疲労とか
ストレスは関係しないだろうというこ

とですね。
　大路　そうですね。
　池田　そのほか、さっきも菌の話が
出ましたが、口内にはカンジダも含め
て、いろいろな菌がありますけれども、
これは原因になるのでしょうか。
　大路　今までの経験だと、まず湿疹
ができて、それが長引いて治りにくい
なと思ったときに、カンジダみたいな
ものがくっついてしまっていることは
あります。
　池田　それは一義的ではなくて、二
義的な感じなのですね。
　大路　そうではないかなと思います。
　池田　そういうカンジダなどが検出
されたら対処しなければいけないのは
確かですね。
　大路　そうですね。
　池田　さっき湿疹の話が出ましたが、
アトピー性皮膚炎などがある方はなり
やすいのでしょうか。
　大路　湿疹ができやすいという意味
では、できやすい場所ではあります。
口角炎になる方も多いのではないでし
ょうか。
　池田　一つの原因でもあるのですね。
　大路　はい。
　池田　口紅とかリップクリーム、こ
ういったものでも起こるのではないか
という話もありますが、本当なのでし
ょうか。
　大路　肌に合わないのだったら、口
紅やリップクリームがついたところ全

部がやられるはずなので、口角だけで
はないと思うのです。ほかの症状を見
れば、かぶれているかどうかはわかる
と思います。
　池田　そういったつけるもので特異
的に口角炎だけができるとは考えにく
いですね。
　大路　その場所だけというのはおか
しいでしょうね。
　池田　日焼けなども原因と書いてあ
る本もありますが、日焼けで口角炎が
悪くなることはあるのでしょうか。
　大路　口角部はどちらかというと日
焼けしにくいですよね、ちょっとくぼ
んでいますから。ただ、紫外線を受け
たあとというのは必ずかさかさになり
ます。もちろん、紫外線自体が皮膚に
ダメージを与えますから、影響がない
とは言いませんけれども。
　池田　とはいえ、考えづらいですね。
　大路　そうですね。
　池田　その場合、唇も全部やられる
わけですね。
　大路　そこだけが日焼けするわけで
はないと思います。
　池田　今の原因も考えますと、日常
注意すべきこと、例えば一度、口角炎
になった方が再度ならないようにする
には、どういうことに注意を払ったら
いいでしょうか。
　大路　やはり保湿に注意することで
す。かさつき予防ですね。
　池田　保湿といいますと、次の治療

法にも関係しますけれど、どのような
ものを塗るのでしょうか。
　大路　普通、一般的にはリップクリ
ームみたいな感じですね。あと、ワセ
リンなど、そういうものでかさかさを
予防する。そのときに注意したいのは、
メンソール類ではないもの、スースー
しないもの。メンソール自体、合わな
い人も多いですし、メンソール自体が、
傷を悪化させます。
　池田　刺激になるのですね。
　大路　そうですね。
　池田　よくメンソールが入ったリッ
プクリームがありますが、ちょっとそ
れは刺激になるということですね。純
粋に皮膚をカバーするものということ
でよいのですね。
　大路　そうですね。
　池田　そういう意味では、ワセリン
などのほうが無難でしょうか。
　大路　無難ですね。
　池田　先ほど口角炎になって、カン
ジダなどの菌がついた場合、消毒など
はするのでしょうか。
　大路　消毒はしないです。カンジダ
に効く消毒薬はないですから、普通に
洗顔してもらって、それで治療薬を塗
る。
　池田　洗ってしまうことはいいわけ
ですね。
　大路　そうですね。
　池田　ちょっと調べましたら、市販
薬でクロルヘキシジンなどが入ったよ
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うな外用薬を口角炎に勧めているのが
ありました。ちょっと矛盾しているな、
かえって悪化させてしまうのではない
かと思うのですが。
　大路　私もそう思います。
　池田　子どもさんでしたら、ちょっ
となめたりしますね。
　大路　口角炎ができると気になるか
ら、なめてしまいます。しかし、なめ
てしまうと、さらに悪化させてしまい
ます。
　池田　刺激物はどうでしょうか。例
えば、辛いものとか。
　大路　食べるなとは言えませんので、
普通に食事はしていただいていますが、
ケアをきちんとするということですね。
　池田　例えば、食事の前にワセリン
を塗ったりなど、そういうこともある
のでしょうか。
　大路　そこまで患者に指導したこと
はないですけれども、普通は食後だけ
薬を塗っていただきます。
　池田　防ぐというよりは、食後に治
療する。
　大路　まず治して、その後、繰り返
さないように予防を考えるということ
ですね。
　池田　そこまで神経質になる必要は
ないのですね。
　大路　そうですね。
　池田　治療ということになるのです
が、カンジダとか細菌がいる場合は別
として、単純に湿疹が口角にできたも

のと考えた場合、どのような治療をさ
れるのでしょうか。
　大路　私は通常は一番下のクラス、
クロベタゾンとかヒドロコルチゾンク
ラスのステロイドを塗っていただきま
す。朝昼晩、１日３回ぐらい塗ってく
ださいという話をすると、だいたい１
週間で治っているようです。
　池田　逆に、それで治らない場合は、
カンジダなどの菌を調べるのでしょう
か。
　大路　調べるのがベストだと思うの
ですけれども、だいたい１週間塗って
治らなければ、ちょっとずるいのです
けれども、クロトリマゾールとかカン
ジダに効くような抗真菌剤をまず塗っ
て、その上からステロイドをかぶせ塗
りするようなかたちにしています。そ
うすると、だいたいうまくいきます。
　池田　なるほど、そういう方法です
ね。確かにステロイドを１週間塗って
治らないと、怪しいわけですね。そう
すると、クロトリマゾールとかを塗っ
て、その上からステロイドを塗る。重
ね塗りということですね。
　大路　そうですね。
　池田　以前からよく使われているビ
タミンB2とかB6の内服は処方されるの
でしょうか。
　大路　僕はしません。あまり根拠が
ないのではないかと考えています。
　池田　よく昔から使われていますよ
ね。何か習慣的というか。

　大路　栄養状態、食事が悪かったこ
ろに多かったのですかね。今の時代で、
そういうものが不足するということは
まずないし、根拠があまりないのでは
ないでしょうか。
　池田　こういったエビデンスのある
論文等を私は見たことがないのですけ
れども、先生はご存じですか。
　大路　「しびがっちゃき」という病
気があるのですけれども、東北の、食
事性のものです。そういうものに関係
あるのかなと。調べているわけではな
いのでわかりませんが、口角炎とか、
そういう一つの症状としてあるのでは
ないですかね。
　池田　そういったものから逆に、口
角炎だけにビタミン剤が出されるよう
になったということなのでしょうか。
　大路　なったのかなと。
　池田　非常におもしろいですね。あ
とは、市販ですと、いろいろな創傷治

癒促進剤などが使われるのですが、先
生はそういったものは使われませんか。
　大路　短期間に治したいということ
ではステロイドが一番ですかね。確か
に、傷があるといえばそれまでですけ
れど、それがかえって刺激になってし
まったりするのではないですか。
　池田　基本的にはステロイドです。
　大路　傷ができても、あまり傷薬を
使わなくなってきていますよね。特に、
抗生物質とかそういうものは。
　池田　以前ですと、とにかく消毒し
て、抗生物質を外用するなどが多かっ
たのですが、今の生活はきれいなので、
そういったことをするよりは、皮膚の
乾燥を防いで、湿疹反応を抑えるとい
うことでしょうか。
　大路　炎症を抑えてということです
ね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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うな外用薬を口角炎に勧めているのが
ありました。ちょっと矛盾しているな、
かえって悪化させてしまうのではない
かと思うのですが。
　大路　私もそう思います。
　池田　子どもさんでしたら、ちょっ
となめたりしますね。
　大路　口角炎ができると気になるか
ら、なめてしまいます。しかし、なめ
てしまうと、さらに悪化させてしまい
ます。
　池田　刺激物はどうでしょうか。例
えば、辛いものとか。
　大路　食べるなとは言えませんので、
普通に食事はしていただいていますが、
ケアをきちんとするということですね。
　池田　例えば、食事の前にワセリン
を塗ったりなど、そういうこともある
のでしょうか。
　大路　そこまで患者に指導したこと
はないですけれども、普通は食後だけ
薬を塗っていただきます。
　池田　防ぐというよりは、食後に治
療する。
　大路　まず治して、その後、繰り返
さないように予防を考えるということ
ですね。
　池田　そこまで神経質になる必要は
ないのですね。
　大路　そうですね。
　池田　治療ということになるのです
が、カンジダとか細菌がいる場合は別
として、単純に湿疹が口角にできたも

のと考えた場合、どのような治療をさ
れるのでしょうか。
　大路　私は通常は一番下のクラス、
クロベタゾンとかヒドロコルチゾンク
ラスのステロイドを塗っていただきま
す。朝昼晩、１日３回ぐらい塗ってく
ださいという話をすると、だいたい１
週間で治っているようです。
　池田　逆に、それで治らない場合は、
カンジダなどの菌を調べるのでしょう
か。
　大路　調べるのがベストだと思うの
ですけれども、だいたい１週間塗って
治らなければ、ちょっとずるいのです
けれども、クロトリマゾールとかカン
ジダに効くような抗真菌剤をまず塗っ
て、その上からステロイドをかぶせ塗
りするようなかたちにしています。そ
うすると、だいたいうまくいきます。
　池田　なるほど、そういう方法です
ね。確かにステロイドを１週間塗って
治らないと、怪しいわけですね。そう
すると、クロトリマゾールとかを塗っ
て、その上からステロイドを塗る。重
ね塗りということですね。
　大路　そうですね。
　池田　以前からよく使われているビ
タミンB2とかB6の内服は処方されるの
でしょうか。
　大路　僕はしません。あまり根拠が
ないのではないかと考えています。
　池田　よく昔から使われていますよ
ね。何か習慣的というか。

　大路　栄養状態、食事が悪かったこ
ろに多かったのですかね。今の時代で、
そういうものが不足するということは
まずないし、根拠があまりないのでは
ないでしょうか。
　池田　こういったエビデンスのある
論文等を私は見たことがないのですけ
れども、先生はご存じですか。
　大路　「しびがっちゃき」という病
気があるのですけれども、東北の、食
事性のものです。そういうものに関係
あるのかなと。調べているわけではな
いのでわかりませんが、口角炎とか、
そういう一つの症状としてあるのでは
ないですかね。
　池田　そういったものから逆に、口
角炎だけにビタミン剤が出されるよう
になったということなのでしょうか。
　大路　なったのかなと。
　池田　非常におもしろいですね。あ
とは、市販ですと、いろいろな創傷治

癒促進剤などが使われるのですが、先
生はそういったものは使われませんか。
　大路　短期間に治したいということ
ではステロイドが一番ですかね。確か
に、傷があるといえばそれまでですけ
れど、それがかえって刺激になってし
まったりするのではないですか。
　池田　基本的にはステロイドです。
　大路　傷ができても、あまり傷薬を
使わなくなってきていますよね。特に、
抗生物質とかそういうものは。
　池田　以前ですと、とにかく消毒し
て、抗生物質を外用するなどが多かっ
たのですが、今の生活はきれいなので、
そういったことをするよりは、皮膚の
乾燥を防いで、湿疹反応を抑えるとい
うことでしょうか。
　大路　炎症を抑えてということです
ね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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