
　山内　近藤先生、この嗅覚障害は
我々の一般の外来でも時々見受けられ
る病態ですが、実際問題として、この
症状の原因というと、どういったもの
が考えられるのでしょうか。
　近藤　風邪症状があって、鼻づまり
があって、あとで嗅覚が落ちるという
場合は、大きく分けると２つ考えられ
ると思うのです。一つはいわゆる鼻炎、
副鼻腔炎で、粘膜が腫れてしまったた
めに、いわゆる嗅神経まで気流が届か
ない。こういったものは呼吸性嗅覚障
害と呼んでいるのですが、これが原因
としては非常に多いものだろうと思い
ます。
　ただ、これは通常、鼻づまりがよく
なってくると、可逆的によくなるはず
のものですので、半年間、嗅覚がない

ということはあまり典型的ではないか
なと思います。
　もう一つの考えられる病態としては、
いわゆる上気道のウイルス感染が嗅神
経自体を障害するという現象が古くか
ら知られています。これは感冒後嗅覚
障害と呼ばれています。この質問の先
生の患者さんは、どちらかというと、
こちらのほうがより考えやすいかとい
う気がします。
　山内　副鼻腔炎で嗅覚が落ちてくる
というのは、副鼻腔の変化がだんだん
鼻腔に及んでくると考えてよいのでし
ょうか。
　近藤　いわゆる上気道のウイルス感
染ですと、鼻腔と副鼻腔にまたがって
炎症が起こることが多いので、鼻副鼻
腔炎とまとめて呼ばれることもありま

す。特に、においの神経のある嗅裂と
いう部位は、鼻の中でも非常に狭いす
き間ですので、わずかに粘膜の浮腫が
起こっても、かなり気流が障害されて
しまう。それで風邪の後で嗅覚が一時
的に悪くなることは、わりとよく経験
されると思います。
　山内　粘膜の浮腫が出てくるという
感じでとらえてよいのですね。
　近藤　そうですね。
　山内　それは比較的治りやすいので
しょうか。
　近藤　通常、鼻の症状が消えてくる
と嗅覚もだんだん戻ってくると思いま
す。
　山内　そうしますと、患者さん自身
があまり問題にすることもないですね。
　近藤　副鼻腔炎による嗅覚障害は、
通常は比較的治りやすいものだと思い
ます。
　山内　３～４カ月ぐらいと見てよい
でしょうか。
　近藤　例えば、もともと慢性的に副
鼻腔炎がある方で、それが顕在化する
場合は少し長くかかることもあります
けれども、鼻症状がもともとない方で、
急性鼻副鼻腔炎で嗅覚が落ちた場合は
それほどかからず、１カ月ぐらいでか
なりの方は嗅覚が回復してくると思い
ます。
　山内　質問の症例は半年後になって
くるので、そちらはあまり考えにくい
ということですか。

　近藤　そうですね。どちらかという
と、ウイルス感染で、例えばインフル
エンザウイルスは嗅神経を障害する可
能性があることははっきり知られてい
ますし、それ以外に、ライノウイルス
ですとか、いろいろな風邪症候群を起
こすウイルスがありますが、そういっ
たもので嗅神経が障害された可能性が
かなり考えられるかと思います。
　山内　こちらは比較的長引くのでし
ょうか。
　近藤　神経障害ですので、かなり長
くかかることが多いです。においの神
経というのは、視神経とか、聴神経と
比べると、再生能力が非常に高く備わ
っていまして、実際に神経が脱落した
あとも、幹細胞から新しい神経細胞が
できるという、非常に全身の中でも特
異な部位であることが知られています。
そういった神経再生というのは非常に
時間がかかるものでして、ウイルス障
害ですと、半年とか１年半という単位
で、ゆっくり治っていく方が多いと思
います。
　山内　年単位だけれども、ほかのも
のに比べるとまだ望みがあるというと
ころですね。
　近藤　いわゆる視力障害とか難聴と
比べると、回復能力の高い部位である
とは思います。
　山内　嗅覚障害は実際に検査でわか
るものなのでしょうか。
　近藤　こういった場合に耳鼻科で行

東京大学耳鼻咽喉科准教授
近　藤　健　二

（聞き手　山内俊一）

　風邪症状（鼻づまり、嗅覚脱失、発熱37.5℃前後×５日間）のあと、半年後
も嗅覚回復がありません。どういった原因があるのか、また回復にはどのよう
な治療を行ったらよいかご教示ください。
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　山内　近藤先生、この嗅覚障害は
我々の一般の外来でも時々見受けられ
る病態ですが、実際問題として、この
症状の原因というと、どういったもの
が考えられるのでしょうか。
　近藤　風邪症状があって、鼻づまり
があって、あとで嗅覚が落ちるという
場合は、大きく分けると２つ考えられ
ると思うのです。一つはいわゆる鼻炎、
副鼻腔炎で、粘膜が腫れてしまったた
めに、いわゆる嗅神経まで気流が届か
ない。こういったものは呼吸性嗅覚障
害と呼んでいるのですが、これが原因
としては非常に多いものだろうと思い
ます。
　ただ、これは通常、鼻づまりがよく
なってくると、可逆的によくなるはず
のものですので、半年間、嗅覚がない

ということはあまり典型的ではないか
なと思います。
　もう一つの考えられる病態としては、
いわゆる上気道のウイルス感染が嗅神
経自体を障害するという現象が古くか
ら知られています。これは感冒後嗅覚
障害と呼ばれています。この質問の先
生の患者さんは、どちらかというと、
こちらのほうがより考えやすいかとい
う気がします。
　山内　副鼻腔炎で嗅覚が落ちてくる
というのは、副鼻腔の変化がだんだん
鼻腔に及んでくると考えてよいのでし
ょうか。
　近藤　いわゆる上気道のウイルス感
染ですと、鼻腔と副鼻腔にまたがって
炎症が起こることが多いので、鼻副鼻
腔炎とまとめて呼ばれることもありま

す。特に、においの神経のある嗅裂と
いう部位は、鼻の中でも非常に狭いす
き間ですので、わずかに粘膜の浮腫が
起こっても、かなり気流が障害されて
しまう。それで風邪の後で嗅覚が一時
的に悪くなることは、わりとよく経験
されると思います。
　山内　粘膜の浮腫が出てくるという
感じでとらえてよいのですね。
　近藤　そうですね。
　山内　それは比較的治りやすいので
しょうか。
　近藤　通常、鼻の症状が消えてくる
と嗅覚もだんだん戻ってくると思いま
す。
　山内　そうしますと、患者さん自身
があまり問題にすることもないですね。
　近藤　副鼻腔炎による嗅覚障害は、
通常は比較的治りやすいものだと思い
ます。
　山内　３～４カ月ぐらいと見てよい
でしょうか。
　近藤　例えば、もともと慢性的に副
鼻腔炎がある方で、それが顕在化する
場合は少し長くかかることもあります
けれども、鼻症状がもともとない方で、
急性鼻副鼻腔炎で嗅覚が落ちた場合は
それほどかからず、１カ月ぐらいでか
なりの方は嗅覚が回復してくると思い
ます。
　山内　質問の症例は半年後になって
くるので、そちらはあまり考えにくい
ということですか。

　近藤　そうですね。どちらかという
と、ウイルス感染で、例えばインフル
エンザウイルスは嗅神経を障害する可
能性があることははっきり知られてい
ますし、それ以外に、ライノウイルス
ですとか、いろいろな風邪症候群を起
こすウイルスがありますが、そういっ
たもので嗅神経が障害された可能性が
かなり考えられるかと思います。
　山内　こちらは比較的長引くのでし
ょうか。
　近藤　神経障害ですので、かなり長
くかかることが多いです。においの神
経というのは、視神経とか、聴神経と
比べると、再生能力が非常に高く備わ
っていまして、実際に神経が脱落した
あとも、幹細胞から新しい神経細胞が
できるという、非常に全身の中でも特
異な部位であることが知られています。
そういった神経再生というのは非常に
時間がかかるものでして、ウイルス障
害ですと、半年とか１年半という単位
で、ゆっくり治っていく方が多いと思
います。
　山内　年単位だけれども、ほかのも
のに比べるとまだ望みがあるというと
ころですね。
　近藤　いわゆる視力障害とか難聴と
比べると、回復能力の高い部位である
とは思います。
　山内　嗅覚障害は実際に検査でわか
るものなのでしょうか。
　近藤　こういった場合に耳鼻科で行

東京大学耳鼻咽喉科准教授
近　藤　健　二

（聞き手　山内俊一）

　風邪症状（鼻づまり、嗅覚脱失、発熱37.5℃前後×５日間）のあと、半年後
も嗅覚回復がありません。どういった原因があるのか、また回復にはどのよう
な治療を行ったらよいかご教示ください。

＜福岡県開業医＞

感冒後の嗅覚障害
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う検査は、２つあります。一つは画像
検査といいますか、CT写真を撮るこ
とが多いです。もちろん、鼻副鼻腔炎
で嗅覚障害が起こっている場合は陰影
が出ます。そういった方は炎症が原因
なのかと考えるわけですが、典型的な
ウイルス感染の嗅覚障害は、半年ぐら
い経っていますと、ほとんど陰影があ
りません。鼻副鼻腔に陰影が全くない
にもかかわらず、全くにおわないとい
う方は神経障害なのかと考えます。
　もう一つは、いわゆる嗅覚検査とい
うものがあります。嗅覚検査も耳鼻科
で行うものは２つあるのですが、一つ
は基準嗅覚検査といって、実際にいろ
いろな濃度で薄められている基準臭と
いうものを患者さんにかいでいただい
て、どのぐらいまでわかるかという検
査です。こちらはそのときの患者さん
の状態をそのまま表しているので、実
は原因にかかわらず、嗅覚が落ちてい
る方は値が悪く出ます。もう一つ保険
適用の嗅覚検査でアリナミンテストと
いうものがあります。
　山内　昔から聞きますね。
　近藤　かなり古い検査ですけれども、
いわゆるビタミンBのアリナミンを静
注しますと、静注されたアリナミンが
まず肺から呼気に乗りまして、後鼻孔
を通って鼻に入ってくる。鼻の後ろ側
からにおいの神経を刺激して嗅覚が出
るという検査なのですが、通常、気流
でにおいの感覚が落ちているだけの鼻

副鼻腔炎による嗅覚障害というのは、
基準嗅覚検査で非常に嗅覚が落ちてい
る方でも、アリナミンテストはほぼ正
常に出るということが知られています。
　山内　いい鑑別になるのですね。
　近藤　そうですね。一方、ウイルス
感染の場合は、アリナミンテストのに
おいの感覚が非常に落ちてしまいます
ので、こちらである程度見分けること
は可能だと思います。
　山内　神経障害を起こしやすいよう
な体質や性別などはあるのでしょうか。
　近藤　実はこのウイルス感染による
嗅覚障害は非常に性差が強いことがわ
かっています。おそらく耳鼻科の疾患
の中でも、喉頭がんが男性に多いのは
知られていますけれども、この感冒後
嗅覚障害は女性に圧倒的に多いことが
知られています。だいたい男女比が１
対５ぐらいといわれています。
　なぜ女性に多いかということは、残
念ながら完全には解明されていないの
ですが、女性の中でも40～70代ぐらい
の方に急増する。若い方は非常に少な
いのです。ですから更年期といいます
か、そういったホルモンバランスなど
と関係があるということも古くからい
われていますけれども、正確なところ
はまだわかっていません。
　山内　嗅覚障害の中には異臭といい
ますか、少し違ったにおいがするとい
う訴えもありますけれども、このあた
りはどうなのでしょう。

　近藤　異臭が起こる場合は、ほとん
どの場合、何らかの神経障害が起こっ
ていると考えられます。嗅覚障害の中
で異臭が起こる確率が高いのはウイル
ス感染後の嗅覚障害と、もう一つは頭
部外傷による嗅糸の物理的な損傷です。
一方、粘膜が腫れて気流が障害されて
いるだけの鼻副鼻腔炎による嗅覚障害
は、ほとんど異臭が起こらないという
こともありますので、こちらも患者さ
んの病態の鑑別に非常に役立つ症状だ
と思います。
　山内　最後に治療ですが、いかがで
しょう。
　近藤　神経障害ですので、残念なが
ら特効薬といえるものは今のところな
かなかありません。国内で使われてい
る治療薬としては、ステロイド薬の点
鼻ですとか、あとビタミン剤、亜鉛製
剤、最近では漢方薬がかなり使われる
ようになってきています。
　山内　漢方薬とは具体的には何なの

でしょう。
　近藤　漢方薬の中でも特によく使わ
れているのは当帰芍薬散という、更年
期障害で女性の方に処方されることが
多い薬だと思うのですが、こちらが嗅
神経の活性化を行ったり、神経の再生
を促したり、そういう基礎研究があり
まして、かなり使われるようになって
きています。
　山内　慢性副鼻腔炎の場合でもそれ
によってさらに早く治すことができる
と考えてよいのでしょうか。
　近藤　副鼻腔炎による嗅覚障害の場
合は、副鼻腔炎の治療そのものが嗅覚
障害の治療になりますので、適切な抗
生物質を使います。また、ステロイド
点鼻薬というものがかなり普及してい
ます。粘膜の浮腫をとるという目的で
使うのですが、この２つを組み合わせ
て治療することが多いと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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う検査は、２つあります。一つは画像
検査といいますか、CT写真を撮るこ
とが多いです。もちろん、鼻副鼻腔炎
で嗅覚障害が起こっている場合は陰影
が出ます。そういった方は炎症が原因
なのかと考えるわけですが、典型的な
ウイルス感染の嗅覚障害は、半年ぐら
い経っていますと、ほとんど陰影があ
りません。鼻副鼻腔に陰影が全くない
にもかかわらず、全くにおわないとい
う方は神経障害なのかと考えます。
　もう一つは、いわゆる嗅覚検査とい
うものがあります。嗅覚検査も耳鼻科
で行うものは２つあるのですが、一つ
は基準嗅覚検査といって、実際にいろ
いろな濃度で薄められている基準臭と
いうものを患者さんにかいでいただい
て、どのぐらいまでわかるかという検
査です。こちらはそのときの患者さん
の状態をそのまま表しているので、実
は原因にかかわらず、嗅覚が落ちてい
る方は値が悪く出ます。もう一つ保険
適用の嗅覚検査でアリナミンテストと
いうものがあります。
　山内　昔から聞きますね。
　近藤　かなり古い検査ですけれども、
いわゆるビタミンBのアリナミンを静
注しますと、静注されたアリナミンが
まず肺から呼気に乗りまして、後鼻孔
を通って鼻に入ってくる。鼻の後ろ側
からにおいの神経を刺激して嗅覚が出
るという検査なのですが、通常、気流
でにおいの感覚が落ちているだけの鼻

副鼻腔炎による嗅覚障害というのは、
基準嗅覚検査で非常に嗅覚が落ちてい
る方でも、アリナミンテストはほぼ正
常に出るということが知られています。
　山内　いい鑑別になるのですね。
　近藤　そうですね。一方、ウイルス
感染の場合は、アリナミンテストのに
おいの感覚が非常に落ちてしまいます
ので、こちらである程度見分けること
は可能だと思います。
　山内　神経障害を起こしやすいよう
な体質や性別などはあるのでしょうか。
　近藤　実はこのウイルス感染による
嗅覚障害は非常に性差が強いことがわ
かっています。おそらく耳鼻科の疾患
の中でも、喉頭がんが男性に多いのは
知られていますけれども、この感冒後
嗅覚障害は女性に圧倒的に多いことが
知られています。だいたい男女比が１
対５ぐらいといわれています。
　なぜ女性に多いかということは、残
念ながら完全には解明されていないの
ですが、女性の中でも40～70代ぐらい
の方に急増する。若い方は非常に少な
いのです。ですから更年期といいます
か、そういったホルモンバランスなど
と関係があるということも古くからい
われていますけれども、正確なところ
はまだわかっていません。
　山内　嗅覚障害の中には異臭といい
ますか、少し違ったにおいがするとい
う訴えもありますけれども、このあた
りはどうなのでしょう。

　近藤　異臭が起こる場合は、ほとん
どの場合、何らかの神経障害が起こっ
ていると考えられます。嗅覚障害の中
で異臭が起こる確率が高いのはウイル
ス感染後の嗅覚障害と、もう一つは頭
部外傷による嗅糸の物理的な損傷です。
一方、粘膜が腫れて気流が障害されて
いるだけの鼻副鼻腔炎による嗅覚障害
は、ほとんど異臭が起こらないという
こともありますので、こちらも患者さ
んの病態の鑑別に非常に役立つ症状だ
と思います。
　山内　最後に治療ですが、いかがで
しょう。
　近藤　神経障害ですので、残念なが
ら特効薬といえるものは今のところな
かなかありません。国内で使われてい
る治療薬としては、ステロイド薬の点
鼻ですとか、あとビタミン剤、亜鉛製
剤、最近では漢方薬がかなり使われる
ようになってきています。
　山内　漢方薬とは具体的には何なの

でしょう。
　近藤　漢方薬の中でも特によく使わ
れているのは当帰芍薬散という、更年
期障害で女性の方に処方されることが
多い薬だと思うのですが、こちらが嗅
神経の活性化を行ったり、神経の再生
を促したり、そういう基礎研究があり
まして、かなり使われるようになって
きています。
　山内　慢性副鼻腔炎の場合でもそれ
によってさらに早く治すことができる
と考えてよいのでしょうか。
　近藤　副鼻腔炎による嗅覚障害の場
合は、副鼻腔炎の治療そのものが嗅覚
障害の治療になりますので、適切な抗
生物質を使います。また、ステロイド
点鼻薬というものがかなり普及してい
ます。粘膜の浮腫をとるという目的で
使うのですが、この２つを組み合わせ
て治療することが多いと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017） （119）  3938 （118） ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017）

1702本文.indd   38-39 17/01/13   9:44


	02-0018-1
	02-0018-2
	02-0019-1
	02-0019-2



