
東京医科歯科大学名誉教授
寺　岡　加　代

（聞き手　池田志斈）

　うがい薬（イソジンとアズレン系など）の使い分けについてご教示ください。
＜大阪府開業医＞

うがい薬の使い分け

　池田　寺岡先生、簡単に言いますと、
うがい薬はこの２種類だけではないで
すよね。もっとたくさんあると思うの
ですけれども、どのような種類のうが
い薬があるのでしょうか。
　寺岡　含嗽薬は大きく分けまして、
抗菌成分を含むものと含まないもの、
この２種類に分けられると思います。
口腔内の消毒作用を期待する場合は抗
菌成分を含む含嗽薬を使うということ
になります。
　池田　まず抗菌成分が入ったうがい
薬というのはどのようなものがあるの
でしょうか。
　寺岡　その代表的なものとしては、
商品名で申しますと、イソジンガーグ
ルとネオステリングリーンがあります。
　池田　イソジンガーグルとネオステ
リングリーンとはどのようなものでし
ょうか。

　寺岡　イソジンガーグルの抗菌成分
というのはポビドンヨードで、これは
抗菌スペクトルも広く、抗菌効果が非
常に期待できるものです。イソジンガ
ーグルのもう一つの特徴としましては、
ウイルスに対しても効果を発揮できる
という点があります。うがいを行う際
に、うがい薬が浸透する上気道、すな
わち口腔内ですとか咽頭部に潜伏して
いる細菌に対して有効ですので、咽頭
炎とか扁桃腺が腫れる症状が出る病気
に対して処方されることが多いです。
　それから、ネオステリングリーンで
すけれども、抗菌成分は塩化ベンゼト
ニウムで、いわゆる逆性石けんです。
陽イオン界面活性剤ですので、芽胞の
ない細菌ですとか、かび類に抗菌作用
を示して、洗浄作用や角質溶解作用が
あります。通常は口腔内の消毒ですと
か、歯科の分野で言いますと、歯を抜

いた後の感染予防などに用いられます。
　池田　イソジンガーグルのほうが守
備範囲が広いという感じで、咽頭のほ
うから口腔内まで、ネオステリングリ
ーンのほうは歯とか歯肉に近いような
イメージなのでしょうか。
　寺岡　そうだと思います。
　池田　実際に、我々もよく咽頭炎の
方などにイソジンガーグルを使うので
すけれども、ネオステリングリーンと
いうのは歯科治療の前後の場面で使わ
れるのでしょうか。どういった場面で
使うのでしょうか。
　寺岡　歯を抜いた場合が一番多いと
思うのですけれども、それ以外にも口
腔外科で侵襲的な処置をしたときにも
これを処方することがあります。
　つけ加えさせていただくと、抗菌成
分を含む含嗽薬として、イソジンガー
グルとネオステリングリーンを挙げた
のですけれども、そのほかにもう一つ
あります。これは薬局で購入できる
OTCの医薬部外品で、グルコン酸クロ
ルヘキシジンというのが洗口液として
販売されています。グルコン酸クロル
ヘキシジンはアレルギー反応、アナフ
ィラキシーショックを起こした事例も
過去にありましたので、わが国ではグ
ルコン酸クロルヘキシジン配合消毒薬
の粘膜への使用は禁忌です。ただ、洗
口液ですとか歯磨き剤での使用は許可
されています。
　我々歯科の分野でグルコン酸クロル

ヘキシジンは、歯周病とかインプラン
トの外科的手術前後の患者さんへの科
学的なプラークコントロールにおいて
最も有効性の高い薬剤として評価され
ています。グルコン酸クロルヘキシジ
ンの特徴としては、歯の表面への吸着
性が非常によいので、歯磨きできれい
になった後の歯の面に再び歯垢、つま
り食べかす、プラス口腔内の細菌、い
わゆるバイオフィルムですが、それが
付着するのを抑制する効果があり、抗
菌効果の持続性が長いということが挙
げられます。
　池田　これはOTCなのですか。
　寺岡　そうです。ちなみに、日本で
はどちらかというとイソジンガーグル
のほうがよく使われるのですけれども、
このグルコン酸クロルヘキシジンは、
海外、特にアメリカでは、歯科医師会
（ADA）と、アメリカ政府食品医薬品
局（FDA）の両者によりプラークの蓄
積と歯肉炎を予防し、減少させる目的
で処方することが承認されている唯一
の洗口液なのです。日本では原液を希
釈しまして、欧米で使われている100
倍近い低濃度での使用が指示されてい
ますので、その効果のほどがどれほど
あるのかは少し疑問があるところです。
　池田　このほかに抗菌作用を有しな
いものがあると思うのですけれども、
それはアズレンだけでしょうか。
　寺岡　代表的なのがアズレンですが、
その他にアズレンと重曹の合剤である
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含嗽用ハチアズレというものがあり、
これもよく使われています。
　池田　これらをどのように使い分け
るのかですけれども、抗菌作用のある
ものは今うかがってだいたいわかった
のですけれども、アズレンとか、含嗽
用ハチアズレといった重曹が入ったよ
うなものはどのように使うのでしょう
か。
　寺岡　殺菌効果はないのですが、消
炎効果ですとか、アズレンには粘膜上
皮の形成を促進する作用があります。
ですから、口内炎には有効ですし、出
血ですとか潰瘍とか、また外傷のある
ときにも使いやすいのです。先ほど挙
げましたイソジンガーグルは、様々な
味とか、においなどの添加物を溶かす
ためにアルコールが入っていまして、
弱った粘膜に刺激となったり、脱水を
助長し、口腔乾燥を強くする可能性が
あります。アズレンにはそういうもの
も含まれていませんので、乾燥が強く
炎症を伴う場合は、含嗽用ハチアズレ
がお勧めです。
　口内炎の原因は、ウイルスとか、免
疫力の低下とか、あるいは放射線や化
学物質など、いろいろありますけれど
も、原因が何であっても、対症療法と
して含嗽用ハチアズレは共通して使え
るというメリットがあります。アズレ
ンと重曹の合剤ですと、弱アルカリ性
ですので、唾液の緩衝作用の低下を補
ったり、あるいは重曹による粘液溶解

作用によって、患者さんによっては使
った後すっきりしたという声も聞かれ
ることがあります。
　池田　対象と使い方がだいぶ違うよ
うな印象ですね。これで治療して、い
つまでやるのかということがあると思
うのですけれども、これは何か目安が
あるのでしょうか。
　寺岡　そこは非常に重要なところで
して、含嗽薬というのは、抗菌成分を
含んでいるものなどは特に、長く漫然
と使っていますと、菌交代現象という
問題が起きてきます。口腔の粘膜とい
うのは、腸の粘膜と同じく、通常は常
在菌で保護されているわけですから、
こういう薬を長期にわたって使います
と、菌交代現象が起こるという問題点
があります。
　特にイソジンガーグルは、ポビドン
ヨードが主成分です。これは甲状腺に
影響を及ぼしまして、まれですけれど
も、甲状腺機能障害を起こす方もいら
っしゃいますので、甲状腺に問題のあ
る方にはイソジンガーグルは控えられ
たほうが無難かなと思います。
　そのほかのものにしても、様々な問
題が出てきますので、使用目的があっ
て、それが含嗽をすることによって達
成されましたら、その時点でやめてい
ただいたほうがいいと思います。漫然
と使用するというのが一番問題で、ど
の含嗽薬を使うにしても、適応を見極
めて、短期的に使用するべきものであ

るということを知っておいていただき
たいと思います。
　池田　よくOTCでイソジン系のもの
が売られていますね。皆さん、風邪の
季節とか、ちょっと免疫が落ちている
なという方はわかるのですけれども、
習慣的に外から帰ってきたらうがいと
いう方がいらっしゃるのですが、けっ
こうそれは危険な行為になるわけです
ね。
　寺岡　特に炎症を起こしているとか、
感染があるとかいうことがなければ、
通常は水でしっかりうがいしていただ
くのがよろしいかと思います。
　池田　最後にうかがいたいのは、介
護を受けている方とか、手術前の方で、

最近、口腔ケアが手術の予後に非常に
関係するとうかがったのですけれども。
　寺岡　実は近年、口腔内の環境を改
善することが全身にも影響するという
ことが、歯科だけではなくて、医科や
看護の領域からも認められてきました。
このときに、我々はついつい歯のほう
に目がいきがちなのですが、口腔内と
いうのは、もちろん舌を含めて口腔粘
膜があるわけで、その粘膜のケアも非
常に重要であるということがいわれて
います。
　粘膜ケアですけれども、含嗽薬です
とか洗口液でうがいができる方はそれ
はそれでいいのですけれども、できな
い方、つまり要介護の方ですとか、あ
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るいはICUに入って意識の落ちている
方などに関しては、ポビドンヨード、
塩化ベンゼトニウム、クロルヘキシジ
ンを配合した消毒薬の濃度を調整して、
スポンジブラシのようなやわらかいも
のによって粘膜に塗布することが有効
になります。実際、そういう粘膜ケア
をすることによって、いろいろな周術
期の患者さんの呼吸器感染の発生頻度
とか、あるいはもっと言いますと、死
亡率が低下したという研究結果も多数、
最近は見られるようになりました（図）。

　要介護の方、口から食べるのが困難
になった方、経管栄養の方などは、口
腔内が非常に劣悪な環境になります。
そういう方に関しても、今申し上げた
ように、粘膜をケアするということが
重要になります。ご本人がやれなくて
も、介護する人がしっかり粘膜ケアを
してあげることによって、最近お年寄
りで増えてきた誤嚥性肺炎の予防にも
なるということで、非常に評価される
ようになりました。
　池田　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─予防・根治・共生に向けて（Ⅶ）

国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科長
山　﨑　直　也

（聞き手　大西　真）

皮膚がん治療の進歩

　大西　山﨑先生、皮膚がんの治療の
進歩についてうかがいたいと思います。
　皮膚がんの代表、メラノーマ（写真
参照）を中心にうかがいます。まずは
メラノーマの日本の現状、どれぐらい
の患者さんがいらっしゃるか、好発年
齢、男女差、部位、そのあたりを少し
教えていただけますか。
　山﨑　メラノーマは疫学的に非常に
特徴のある腫瘍で、欧米の、特に白人
の人たちと日本人、黄色人種のメラノ
ーマでは特徴が随分違います。皮膚が
ん自体が、日本でこの10年間で２倍か、
それ以上に増えているといわれていて、
メラノーマの患者さんはだいたい１年
間に1,500人ぐらいといわれていたので
すが、今は3,000人ぐらい、新たにメラ
ノーマになる方はそれぐらいかといわ
れています。
　年齢は、いわゆるがん年齢よりもち
ょっと若く、30～40代に１回ピークが
あります。男女差はほとんどありませ
ん。発生部位に特徴があります。
　大西　よく足の裏といいますよね。

　山﨑　足の裏と、あと爪ですね。そ
れを合わせて全体のほぼ半数、日本人
のメラノーマのほぼ半数はそういう場
所です。次は、白人と似ていますが、
顔面など、日光に当たるところにもで
きます。そういう特徴があります。
　大西　最近増加したというのは何か
原因があるのですか。
　山﨑　若い年齢からできますが、日
本人が高齢化していること。それから、
紫外線の影響もあるし、これからお話
しするメラノーマの治療の進歩があっ
て、患者さんの集約とか掘り起こし、
いろいろなところでばらばらに治療さ
れていた方が、まとめられたために目
につくようになったということもある
と思っています。
　大西　現場で診断するときに何かヒ
ントはありますか。急に大きくなるな
ど、よくありますよね。
　山﨑　ほくろというには少しおかし
いと思う色素性の皮膚腫瘍の肉眼的な
チェックポイントとして、まず、大き
さが６㎜を境にして７㎜を超えて大き
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