
東海大学医学部付属八王子病院歯科・口腔外科助教
髙　橋　美　穂

（聞き手　山内俊一）

　乳幼児の口腔内感染症（鵞口瘡、アフタ性口内炎など）の治療法（薬剤とそ
の使用法）をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児の口腔内感染症

　山内　大人ですと自分で訴えてくる
と思いますが、乳幼児の場合はどうい
ったもので気づくのでしょうか。
　髙橋　お子さんの場合は自分に口内
炎があることを訴えることができない
ので、今まで食べていたものを急に食
べなくなったり、赤ちゃんだとミルク
を急に飲まなくなったり、不機嫌にな
ったり、そういったことで大人が口内
炎に気づくことが多いです。また、保
護者の方がお子さんの口腔清掃をした
ときに傷や口内炎があることを気づく
ことがあります。
　山内　痛みはなかなか訴えられない
し、熱も普通はないものですね。
　髙橋　ウイルス性の口内炎の場合は
発熱することがあるのですが、そのほ
かの口内炎は熱が出ることがないので、
なかなか気づきにくいと思います。

　山内　さて、こういった口内炎を見
た場合、鑑別ということになるのでし
ょうが、これもきりがないでしょうか
ら、多いものから少し挙げていただき
たいのですが、一番多いものは何でし
ょうか。
　髙橋　一番多いものは、乳児と小児
で少し違います。乳児の場合はカビ 
（真菌）の感染で起こるカンジダ性の
口内炎が最も多いです。小児、幼児は
アフタ性の口内炎が最も多く、次いで
ウイルス性の口内炎、ほかは傷などで
起こるカタル性の口内炎が多いです。
　山内　順番にお話をうかがいたいの
ですが、まず乳児に多い鵞口瘡、名前
としては非常に有名なのですが、我々
はあまりなじみではないのです。まだ
日本でもけっこうあるものなのでしょ
うか。

　髙橋　病院の受診で私たちが診察す
ることは少ないのですが、カンジダ・
アルビカンス（Candida albicans）は
日和見感染症として症状が起きますか
ら、ちょっとしたきっかけで発生しや
すいと思います。
　山内　日和見感染も免疫低下なので
しょうが、直ちに免疫が低下したと考
えていいかどうかというところもあり
ます。常在菌でもあるということです
か。
　髙橋　はい。
　山内　お母さん、ないし環境が不潔
だと多いこともあり得ると考えてよい
でしょうか。
　髙橋　お母さんの乳首、汚れた哺乳
びん、口に入れたおもちゃなどから感
染したりすることもあります。
　山内　口によく入れますから、そっ
ちでうつされることもあり得るのです
ね。次に幼児ですが、これはアフタ性
がまず多いと考えてよいでしょうね。
　髙橋　そうですね。
　山内　アフタ性というのは大人でも
出てくるのですが、特に乳幼児で特徴
的なことは何かあるのでしょうか。
　髙橋　基本的にアフタ性口内炎は大
人と病態は同じです。原因ははっきり
わかっていないのですが、ストレスや
疲れによる免疫の低下、睡眠不足、栄
養不足、特にビタミンB2が欠乏すると
口内炎が起きやすいと考えられていま
す。

　山内　日本でビタミン不足というの
はあまり考えにくいので、結局原因不
明というか、赤ちゃんにもストレスが
あるのかもしれませんね。成人でもア
フタ性はおなじみで、唇だと気がつき
やすいですけれども、それ以外の場所
も多いのでしょうか。
　髙橋　アフタ性口内炎のできやすい
場所は、舌、軟口蓋、口唇の順に多い
といわれています。頰粘膜や歯肉にも
出てきます。数日から２週間程度で自
然治癒しますが、よく再発します。
　山内　よく再発しますね。このあた
りはまだよく原因がわかっていないの
ですか。
　髙橋　そうですね。
　山内　しょっちゅう出てくると、何
か病気があるかと親御さんも心配され
るかもしれませんが、原因としてはい
ま一つわからないという感じでしょう
か。
　髙橋　そうです。ただ、何度も再発
するときには全身疾患の一症状として
現れるベーチェット病などの精査を検
討されるのはいいかもしれないですね。
　山内　アフタ性以外としては、先ほ
どウイルス性という話もありましたが、
ウイルスといいますとどういったもの
になるでしょうか。
　髙橋　お子さんで多いのがヘルペス
性口内炎、ヘルパンギーナ、手足口病、
麻疹によるコプリック斑、あとは水痘
ウイルスによる口内炎が多いです。
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　山内　わりにおなじみのものが出て
きましたが、一般論としてこういった
ものは口内炎の形からはあまり区別が
つかないのでしょうね。
　髙橋　感染するウイルスによって口
内炎ができる場所が多少違うのですが、
痛みを伴ったり、そういった点で症状
は似ていると思います。
　山内　形もそこまではっきりと鑑別
できるほどには違わないと見てよいで
しょうね。
　髙橋　そうですね。
　山内　あと、やけど、あるいはけが、
そういったものに関して少しお話をう
かがわせてください。
　髙橋　傷などが原因で起こるカタル
性口内炎、別名で単純性口内炎といわ
れるものですが、これもお子さんに多
く、矯正器具がぶつかったり、頰の内
側を咬んでしまったり、熱いものによ
るやけど、薬物の刺激などが原因で起
こる口内炎で、口の粘膜が赤く腫れた
り、水疱ができたりします。アフタ性
と違うところは、境界が不明瞭で、唾
液の量が増えてきたり、口臭がしたり、
口の中が熱く感じたり、味覚がわかり
にくくなったりするのが、この口内炎
の特徴です。
　山内　ただ、味覚に関しては赤ちゃ
んだからわかりにくいですね。
　髙橋　そうですね。
　山内　ただ、そういった原因がある
のを知っておくことは大事ですね。特

に歯磨きのまねをしたりとか、練習中
にこういったことを起こすことはあり
えますね。
　髙橋　はい。
　山内　よく子どもだと口を開けっ放
しにすることもあるのですが、例えば
寝ているときによく見られますが、乾
燥は関係しないのでしょうか。
　髙橋　Candida albicansは乾燥した
ところで増殖しやすいといわれていま
す。カンジダ性口内炎に罹患している
ときはぬれたガーゼで口を拭いたり、
部屋に加湿器をつけたり、なるべく口
腔内を保湿するような管理が大事にな
ってきます。
　山内　もう一つうかがいたいのは、
歯との関連、ないし大人ですと歯周病
ですね。これは口腔内の衛生と関係す
ると思うのですが、このあたりに関し
て乳幼児でわかっていることがありま
したら教えていただけますか。
　髙橋　生まれたばかりの赤ちゃんで
も、生後１週間程度で、すでに口の中
に数十種類の細菌が認められ、生後６
カ月、ちょうど歯が生えてくる頃から
急激に菌種が増加、菌叢が多様化する
ことが最近報告されています。その菌
種、菌叢に関しては、お父さん、お母
さんの口腔内の菌叢と似ているといわ
れているので、お父さん、お母さんで
虫歯が多かったりすると、お子さんは
虫歯になりやすいことがあります。最
近の報告ですが、４歳までに虫歯に罹

患しないと、その後も虫歯になりにく
いといわれています。
　山内　それはなかなかおもしろいで
すが、何か理由があるのでしょうね。
一生懸命ケアしていることで口の中の
菌叢が違ってくることもあるのでしょ
うか。
　髙橋　口腔内の常在菌の菌叢は個人
差がかなりあるといわれていますので、
ケアをすることによって虫歯や歯周病
にかかりにくい菌叢にすることができ
ると考えられています。
　山内　そういったことはもう少し広
く親御さんなどに伝わるといいですね。
　髙橋　はい。
　山内　最後ですが、治療法です。実
際に薬が必要になるケースというのは
あまり多くはないと見てよいのでしょ
うか。
　髙橋　お子さんの場合は全身状態が
改善したり、口腔清掃で自然治癒して
くるものが多いのですが、それでも１
週間程度見て治らないときは薬を使う
ことがあります。ウイルス性の口内炎
の中で、ヘルペスウイルスはよく再発
します。何度も再発する人は再発の兆
候が比較的わかるようになることがあ

ります。唇がピリピリしてくるような
感じがある場合は抗ウイルス薬軟膏を
水疱や口内炎が出る前に塗っておくと、
症状を抑制することができるといわれ
ているので、ウイルス性の場合は早め
に使用したほうがいいと思います。
　山内　鵞口瘡に関しては、カンジダ
ですので、アムホテリシンBのシロッ
プといったたぐいのものになると思う
のですが、大人ですとよくステロイド
軟膏が出てきますけれども、これも同
じように使えると見てよいのでしょう
か。
　髙橋　アフタ性口内炎に関してはス
テロイド軟膏がよく効くのですが、逆
にステロイドは少し免疫を抑える作用
があるので、細菌やウイルスなどの感
染によってできた口内炎に関してはス
テロイドが含まれている軟膏を塗らな
いほうがよいと考えられています。
　山内　あとは、口腔内ケアで、うが
いなども一つポイントになるというこ
とですし、基本的には歯を一生懸命磨
くということに尽きると考えてよいで
しょうね。
　髙橋　はい。
　山内　ありがとうございました。
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