
　池田　嗅覚障害の方に対するステロ
イドの点鼻療法について、いろいろな
原因で嗅覚障害が起こるということで
すけれども、どのような障害が想定さ
れているのでしょうか。
　洲崎　においのセンサーとなる嗅粘
膜は鼻腔の天井の奥まったところにあ
ります。においの分子が鼻腔内の狭い
通路を通って、においのセンサーであ
る嗅粘膜に到達すると、嗅細胞や嗅神
経を介してにおいの情報が大脳の中枢
に伝わり、特定のにおいとして認知し
ます。嗅覚障害は、このにおいの伝導
路のどこかに障害があると生じます。

　嗅覚障害はその障害部位から呼吸性
嗅覚障害、末梢神経性嗅覚障害、混合
性嗅覚障害、中枢性嗅覚障害に分類さ
れます。呼吸性嗅覚障害は鼻内の気流
が障害されて、におい分子が嗅粘膜に
到達できないことで生じる障害で、鼻
炎や鼻内の形態異常で生じます。末梢
神経性嗅覚障害は、感冒や有毒ガスの
吸入などで嗅粘膜・嗅系が障害された
もので、呼吸性の障害より高度で治り
にくいです。混合性嗅覚障害は呼吸性
と末梢神経性の合併したもので、慢性
副鼻腔炎などで生じます。中枢性嗅覚
障害は嗅球以降の中枢経路の障害で起

こり、頭部外傷や脳腫瘍などで生じま
すが、治療は困難で予後は不良です。
　また、先天性、加齢変化によるもの、
嗅神経芽細胞腫といって嗅神経組織に
腫瘍ができることもあります。
　いろいろな嗅覚障害がありますが、
ステロイドの点鼻療法は、そのうち保
存的治療の適応例で、においの通路や
センサーにかかわる嗅覚障害に有効な
治療法です。
　池田　ステロイドの点鼻といいます
と、我々はアレルギー性鼻炎用のステ
ロイドのスプレーが印象にあるのです
けれども、実際にステロイドの点鼻は
どのように行われるのでしょうか。
　洲崎　ステロイドの点鼻治療を効果
的に行うためには、薬液を、先ほど言
いましたにおいのセンサー、すなわち
嗅粘膜に到達させるために、正しい懸
垂頭位を取って点鼻する必要がありま
す。肩枕をして、仰向けになって、鼻
の穴ができるだけ天井を向くようにし
て、左右の鼻に点鼻液を３滴ずつ垂ら
し、５分間、そのままの姿勢でいます。
起きたときにのどに回ってきた薬は吐
き出します。１日２回、朝と夜に点鼻
します。
　高齢者や首の太い人で、肩枕して行
う懸垂頭位が取れない場合は、枕を使
用しない側臥位の点鼻法があります。
比較的平らなところに横向きに寝て、
側頭部を床につけ、少し上を向く頭位
を取って、上の鼻の内側に点鼻液を３

滴垂らします。そのままの姿勢で５分
間じっとしています。続いて、体の向
きを反対にして、同じ手順で反対の穴
にも点鼻液を垂らします。この点鼻の
姿勢をきっちり取って点鼻できないと
十分な効果が出ません。点鼻療法を行
う際の重要なポイントになります。
　池田　先ほどのターゲットの嗅粘膜
の細胞、センサーのあるところにいか
に届かせるかということなのでしょう
けれども、あとで薬液をのまないこと
が、副作用の回避にもなるのでしょう
か。
　洲崎　そうです。
　池田　５分というのはなかなか長い
ですね。
　洲崎　長いのですけれども、点鼻し
た後、すぐ起き上がると、鼻腔の天井
にある嗅粘膜のところまで十分に薬液
が回らないので、必要な時間です。
　池田　下手すると、やり直しという
ことになるのでしょうか。
　洲崎　そうですね。そうならないよ
うに、患者さんには点鼻治療を始める
前に、点鼻の仕方を書いた説明書を渡
してよく指導するようにします。
　池田　これは自宅で患者さん自身が
やられるのでしょうか。
　洲崎　そうです。毎日、根気強くや
っていただくことになっています。
　池田　最初、実際に体験されて、そ
れでやっていくしかないのですね。
　洲崎　そうですね。再診時に適切に
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　嗅覚障害の方にステロイドの点鼻（滴下）が有効ですが、長期使用すると副
腎に影響が出るといわれます。手術を希望せず、内服、スプレーが効かない方
はどうすべきでしょうか。
　１．滴下が許容される期間と量
　２．採血すべき間隔
　３．目安とすべきACTHの値
　などご教示ください。
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点鼻できているかをチェックします。
適切に点鼻できていない場合は問題点
を指摘し、点鼻の仕方を指導します。
　池田　そこで次の質問になるのです
けれども、副作用について、まずは滴
下が許容される期間と量についてはい
かがでしょうか。
　洲崎　ステロイドの点鼻薬は、目薬
を差す要領で、左右の鼻腔におのおの
３滴ずつ垂らしますが、押し方によっ
て薬液の出る量が違います。強く押せ
ば、１滴でも３滴分の量になることが
あります。多量に滴下したからといっ
て効果が上がるわけではなく、副作用
の問題があります。逆に、点鼻液の量
が少ないと十分な効果を発揮しません。
したがって、ステロイド点鼻液１本５
mL製剤を１週間で使用するように指
導します。患者さんは初め試行錯誤し
ますが、徐々に点鼻液の量のペース配
分がわかるようになります。特に、点
鼻開始後の導入期は適切な点鼻が行わ
れているかを定期的にチェックして指
導する必要があります。
　ステロイドの点鼻薬の副作用は、顔
面腫脹感、顔面紅潮、体重増加、高血
圧症や糖尿病の増悪、鼻内の刺激感な
どです。ステロイド点鼻液５mL製剤
を１週間で１本使用すると、４カ月間
の点鼻期間でこれらの副作用が約５％
の頻度で見られます。適切な量を点鼻
していれば、これらの副作用が出ても、
点鼻中止１カ月後には症状が消失しま

す。
　また、点鼻期間が４カ月以上になる
と、副作用がより多く生ずることもわ
かっています。したがって、ステロイ
ド点鼻液の治療期間は３カ月を１クー
ルとするとよいと考えます。
　池田　３カ月の間続けるということ
ですけれども、その間の副作用チェッ
クはどのような間隔で、どのような目
安なのでしょうか。例えば、ACTHと
かコルチゾールの値ですけれども。
　洲崎　大事な問題だと思います。ス
テロイド点鼻液５mL製剤を１週間で
１本のペースで点鼻すると、点鼻した
例の60～70％は点鼻開始１～２カ月後
に血清ACTH、またはコルチゾール値
が低下します。大半の例ではこの時点
で副作用症状は出ません。この場合の
ACTH、コルチゾール値の低下の目安
となる基準値は、ACTHが７pg/mL以
下、コルチゾールが４μg/mL以下です。
低下したACTH、コルチゾールは、ス
テロイドの点鼻中止１カ月後には正常
範囲に回復することがわかっています。
　池田　ということは、３カ月間はや
って、そういう値が異常を示すと、や
めて様子を見るということでしょうか。
　洲崎　そうともいえますけれども、
質問の先生は採血すべき間隔をお聞き
になっているので、もしかすると厳密
にステロイドの点鼻治療期間中の副腎
皮質機能を評価したいという意図もあ
るのかもしれません。その場合は、１～

２カ月に１回採血して、ACTHおよび
コルチゾール値をチェックすればよい
と考えます。ACTHおよびコルチゾー
ルの低下が認められた時点で、患者さ
んに対してその結果の説明を行って、
ステロイド点鼻を中止するか、継続す
るかを相談します。
　実際には、実地臨床で頻回に採血検
査をするのは難しいと思いますので、
原則として副作用症状がなくても、ス
テロイド点鼻液の治療は３カ月で終了
とすればいいと思います。２カ月間の
休薬期間を設ければ、２クール目のス
テロイド点鼻治療が開始できますが、

その前にACTHおよびコルチゾールを
チェックして、問題がないことを確認
すればいいと思います。
　また、時に３カ月間を超えてのステ
ロイド点鼻をする場合があるのですけ
れども、その際には、その前に必ず
ACTH、コルチゾール値をチェックす
る必要があります。これらの値に異常
があれば、副作用がなくてもステロイ
ドの点鼻を中止して休薬期間を設けた
ほうがよいでしょう。
　池田　そういった目安があれば、本
当に安心して治療ができますね。あり
がとうございました。
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