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口唇乾燥状態の客観的評価法とその要因について
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Abstract
The degree of lip dryness is accompanied by the changes in atmospheric temperature and/or humidity. In an attempt to 

relieve lip dryness, lip is commonly and involuntarily licked. When lip dryness becomes noticeable, people often apply prod-
ucts such as lip balm to protect the lips, but this may be insufficient to hydrate them because toothpaste and facial wash tend 
to dry them whenever they are used. Also, during the dry winter season, involuntary lip-licking to hydrate the lips becomes 
habitual, even among adults, occasionally leading to lip-licking dermatitis. Apart from lip-licking, tooth brushing and lip-
biking are able to make lips more prone to get dry and sore. The overall evaluation on lip appearance is often reflected by the 
severity of chapped lips (e.g., cracks and/or peels), but due to the variation in individual’s sensitivities, the subjective dryness 
assessment does not necessarily agree with the objective evaluation. Therefore, we tried to develop an objective lip dryness 
scoring system based on the analysis of UV light-exposed lip images that could capture the dryness conditions usually un-
detectable through medical interviews or gross examination. We also discussed how subjective and objective lip evaluations 
were associated with daily life-related matters derived from medical interviews and questionnaires.
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1. 緒 言

リップカラー市場は1990年代後半より目元を強調し
たメークがトレンドとなったことから縮小傾向にあっ
たが，2012年以降は目元をナチュラルにし，口元を強
調するメークがトレンドとなり，市場は活発化してい
る 1, 2）。それにより，目新しさや機能性を訴求した製品
等，新規剤型が次々に開発されており，今後もリップカ
ラーの需要が失われることはなく，その時代ごとに新た
な開発が進むだろう。
一方でわれわれの調査結果では，年間を通して口唇が
荒れる（77.8%），口唇が乾燥する（87.5%）と自覚してい
る割合が多く，美容面でも安全性面でも芳しくない口唇
の状態が明らかになっている（健常人女性／アンケート
n=55／2013年2～3月実施）。
口唇は皮膚と粘膜の移行部位であり，粘膜上皮層を持
つが，角層は持たないため，バリア機能を保つことが困
難である 3, 4）。ターンオーバーも平均3.5日と状態変化も

速い 5）。すなわち物理的刺激や化学的刺激に対して「荒
れ」といった美容上のトラブルは発生しやすいものの，
回復力は皮膚より強く，病的変化は起こしにくいという
報告もあり 5），肉眼で確認できるほどの大きな変化のな
い「乾燥」状態に陥ることが多いと考えられる。
しかしながら，カウンセリングで本人の訴える口唇の

「乾燥」を一律に評価することは実はたいへん困難であ
り，Fig. 1に示すように皮膚科専門医の問診と本人の自
覚症状が一致するとは限らない。
落屑や亀裂等の肉眼的所見に変化が起これば客観的評
価は可能であるが，肉眼では判断不可能な乾燥の場合，
本人の感覚が大きな評価基準となる。ところが，その本
人評価も感受性や過去の口唇状態の経験により表現が大
きく変わるため，相対比較ができず，カウンセリングや
開発製品の評価結果に差異が生じていた。
このように美容上のトラブルが起きやすく，問診や外
観上では見出せない口唇の「乾燥」を改善するために，
まず着手すべきは乾燥状態の把握である。そこで今回，
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