
思われますが、アンピシリン、あるい
はアモキシシリン、クラリスロマイシ
ン、アジスロマイシンなどが選択し得
る抗生物質として候補に挙げられると
思います。
　池田　この辺を選択しておくと安全
ということですけれども、風邪の症状
に鼻炎等の、どうしても抗ヒスタミン
薬が必要な感じの症状があると思うの
ですけれども、安全な抗ヒスタミン薬
とかはありますか。
　林　処方しやすい薬として、妊娠中
の投薬は使用歴が長く、広く使われて
いて、妊婦使用例における胎児への影
響を評価した疫学調査があって、リス
クの増加と関連しなかったという結論
が出ているものが安全面から推奨され
ます。抗ヒスタミン薬であれば、クロ
ルフェニラミン、あるいはセチリジン、
ほかの症状で咳どめなどに関しまして
は、デキストロメトルファンなどが妊
婦使用実績が多く、児の先天異常のリ
スクが増加しないことが報告されてい
ます。
　池田　この辺は安全ということで、
逆に言いますと、よく使われているも
のですね。
　林　そうですね。歴史もあって、よ
く使ってきていて、まず問題ないとい
う証拠が出てきているものが使いやす
いと思います。
　池田　最後に感染性胃腸炎について、
どのような薬を処方できるかというこ

とですけれども、この症状も幾つもあ
ると思うのですが、例えば吐いてしま
うとか、そういったことで制吐剤の安
全なものはあるのでしょうか。
　林　吐き気どめに関しましては、メ
トクロプラミド、商品名ですと、プリ
ンペランが疫学研究などもありまして、
児への影響がまずないとされています。
このほか、整腸剤であれば、ビオフェ
ルミンなどの生菌製剤も併せて使用さ
れることも可能だと思います。
　逆に、ドンペリドン、商品名ナウゼ
リンに関しましては、動物実験に端を
発していますが、妊婦禁忌と添付文書
上、位置づけられていますので、妊婦
さんへの処方は控える必要があります。
　もちろん、下痢、嘔吐などの症状に
伴って脱水になっていらっしゃるかと
思いますので、電解質補液などを行う
輸液類については、大きな問題はない
ことは明らかだと思います。
　池田　我々もよくナウゼリンなどは
出してしまうのですけれども、これは
だめで、プリンペランは大丈夫という
ことですね。
　林　はい。ただし、妊娠と気付かず
にドンペリドンを服用した妊婦のお子
さんに関する疫学研究では、リスクの
増加は認められなかったとの報告もあ
ります。気付かずに服用した場合は、
専門の妊婦服薬カウンセリングを受診
するのも方法です。
　池田　ありがとうございました。

東京歯科大学臨床検査病理学講座主任教授
井　上　　孝

（聞き手　池田志斈）

　味覚障害の原因・発生機序・診断法・治療についてご教示ください。
　抗がん剤による味覚障害では「甘いものがおいしく感じられない」と訴える
患者さんがいますが、一般的な症状でしょうか。

＜石川県開業医＞

味覚障害

　池田　味覚障害を訴えて患者さんが
先生のところに来たとき、まずどのよ
うに味覚障害を診断されるのでしょう
か。
　井上　多くの場合は原因が何である
かを突きとめなければいけませんので、
問診が非常に重要になってくるかと思
います。患者さんの訴えの中には、常
に何かしらの味を感じているという人、
特定の味だけを感じないという人、味
が識別しにくいという人、それから甘
いものを食べても苦く感じてしまうと
いう人がいますので、その診断をまず
的確にしなければいけません。
　そのためには、味蕾の中に存在する
味細胞が味の物質を受け取って中枢に
送る経路のどこに原因があるかを調べ、
治療につなげなくてはいけません。

　池田　味覚障害はかなり自覚的なこ
となので、他覚的に本当に味覚障害が
あるというのは証明できるのでしょう
か。
　井上　保険でも認められていますが、
濾紙ディスク法という、甘み、苦み、
塩味、酸味の４種類を５濃度、つまり
薄いほうから高濃度までを、舌の縁、

味蕾と味細胞
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２つを使って、この患者さんは味覚障
害があるのだろうとなると、原因には
どのようなものがあるのでしょうか。
　井上　まず味を感じる物質が、味細
胞の入り口に到達できないと電位が起
きないですから、味蕾の上を、例えば
カンジダであるとか、バイオフィルム
のようなものが覆ってしまうと、味物
質が到達できず、味覚異常の大きな原
因となります。
　池田　あとは、食べ物ですから、唾
液等で溶けて味蕾に入っていくのです
が、これは年齢によるものなのでしょ
うか、唾液が少ない方、そういった方
も味覚が落ちるのでしょうか。
　井上　そうです。味覚障害を訴えて
くる患者さんは、女性だと50代、男性
だと60代にピークがあり、やはり唾液
が加齢に伴って出ないことに加えて、
多くの薬をのんでいて、いわゆる口渇
が副作用として存在するような方は味
覚異常を訴えやすくなると思います。
　池田　味蕾まで味の物質が到達して
いないのですね。
　井上　そうです。
　池田　よく知られているものに、も
う一つ亜鉛がありますが、亜鉛が単純
に足りてないのでしょうか。
　井上　通常、１日15㎎ぐらい必要で
すが、今の若い人たちも含めて、十分
取れている人は少ないようです。亜鉛
がなぜ重要かというと、欠念によって
味細胞が分裂する能力が弱くなってし

まうのです。代謝が悪くなっているこ
とが原因になります。
　池田　それからもう一つ、薬剤の種
類によっては、亜鉛をキレートして、
結果的に亜鉛の濃度が少なくなってし
まうことがあるのですが、これは、抗
がん剤とかそういうものにあるのでし
ょうか。
　井上　抗がん剤の種類によっても亜
鉛をキレートしてしまうものはありま
すが、抗がん剤の種類によっては、そ
の作用がないものもあります。ただ、
もう一つは抗がん剤をのまれている方
はほかの薬ものまれていると思います。
そちらの影響のほうが大きい場合もあ
るかと思います。抗不安薬とか抗菌薬、
抗炎症薬等も、もし併用していると、
そちらのほうにも亜鉛をキレートして
しまう成分が入っている場合もありま
す。
　池田　抗がん剤だけでなくて、それ
と一緒に使われている薬も疑わなけれ
ばいけないのですね。
　井上　そういうことです。
　池田　非常に難しい状態ですね。
　井上　そうですね。
　池田　抗がん剤による味覚障害で甘
いものがおいしく感じられない患者さ
んが多いのではないかという質問なの
ですが、これはどうでしょうか。
　井上　これもエビデンスがあるもの
ではないのですが、先ほど話した受容
体がある細胞と、イオンチャンネルを

舌縁部ないしは舌根部の味蕾が存在す
るところに、濾紙を貼付し、どの濃度
で味を感じるか味質の測定を行う検査
があります。この検査で、ある程度は
その患者さんが本当に味が識別できる
のかが同定できます。
　池田　この検査は、歯科の先生、あ
るいは口腔外科の先生なら誰でもでき
るのでしょうか。
　井上　標榜されているところであれ
ばできますが、苦みに関してはキニー
ネを使いますので、歯科医師ないしは
医師の免許がないとできません。
　池田　ある程度限られたところで行
われているのですね。
　井上　そうですね。あまり多くの機
関では行っていないかと思います。
　池田　これはどのくらいの点数と時

間がかかるのでしょうか。
　井上　４味を５濃度で調べると、１
時間程度かかるのですが、一連の検査
で300点です。
　池田　このほかに何か検査はありま
すか。
　井上　実は味を感じる細胞には２種
類あり、イオンチャンネルを通過する、
例えば塩であると、Naclですから、ナ
トリウムが通過することによって電位
が起こる。これを調べるために電気味
覚検査というものがあり、電流を流し
てみて、そこで患者さんが反応するか
どうかを調べます。
　池田　それはどちらかというとイオ
ンチャンネルの細胞ということですね。
　井上　そうですね。
　池田　先ほどの濾紙ディスク法は受
容体の細胞もある程度検査できるので
すか。
　井上　４味質を検査できます。
　池田　味質もわかるのですね。この

濾紙ディスク法味覚検査 電気味覚検査
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２つを使って、この患者さんは味覚障
害があるのだろうとなると、原因には
どのようなものがあるのでしょうか。
　井上　まず味を感じる物質が、味細
胞の入り口に到達できないと電位が起
きないですから、味蕾の上を、例えば
カンジダであるとか、バイオフィルム
のようなものが覆ってしまうと、味物
質が到達できず、味覚異常の大きな原
因となります。
　池田　あとは、食べ物ですから、唾
液等で溶けて味蕾に入っていくのです
が、これは年齢によるものなのでしょ
うか、唾液が少ない方、そういった方
も味覚が落ちるのでしょうか。
　井上　そうです。味覚障害を訴えて
くる患者さんは、女性だと50代、男性
だと60代にピークがあり、やはり唾液
が加齢に伴って出ないことに加えて、
多くの薬をのんでいて、いわゆる口渇
が副作用として存在するような方は味
覚異常を訴えやすくなると思います。
　池田　味蕾まで味の物質が到達して
いないのですね。
　井上　そうです。
　池田　よく知られているものに、も
う一つ亜鉛がありますが、亜鉛が単純
に足りてないのでしょうか。
　井上　通常、１日15㎎ぐらい必要で
すが、今の若い人たちも含めて、十分
取れている人は少ないようです。亜鉛
がなぜ重要かというと、欠念によって
味細胞が分裂する能力が弱くなってし

まうのです。代謝が悪くなっているこ
とが原因になります。
　池田　それからもう一つ、薬剤の種
類によっては、亜鉛をキレートして、
結果的に亜鉛の濃度が少なくなってし
まうことがあるのですが、これは、抗
がん剤とかそういうものにあるのでし
ょうか。
　井上　抗がん剤の種類によっても亜
鉛をキレートしてしまうものはありま
すが、抗がん剤の種類によっては、そ
の作用がないものもあります。ただ、
もう一つは抗がん剤をのまれている方
はほかの薬ものまれていると思います。
そちらの影響のほうが大きい場合もあ
るかと思います。抗不安薬とか抗菌薬、
抗炎症薬等も、もし併用していると、
そちらのほうにも亜鉛をキレートして
しまう成分が入っている場合もありま
す。
　池田　抗がん剤だけでなくて、それ
と一緒に使われている薬も疑わなけれ
ばいけないのですね。
　井上　そういうことです。
　池田　非常に難しい状態ですね。
　井上　そうですね。
　池田　抗がん剤による味覚障害で甘
いものがおいしく感じられない患者さ
んが多いのではないかという質問なの
ですが、これはどうでしょうか。
　井上　これもエビデンスがあるもの
ではないのですが、先ほど話した受容
体がある細胞と、イオンチャンネルを

舌縁部ないしは舌根部の味蕾が存在す
るところに、濾紙を貼付し、どの濃度
で味を感じるか味質の測定を行う検査
があります。この検査で、ある程度は
その患者さんが本当に味が識別できる
のかが同定できます。
　池田　この検査は、歯科の先生、あ
るいは口腔外科の先生なら誰でもでき
るのでしょうか。
　井上　標榜されているところであれ
ばできますが、苦みに関してはキニー
ネを使いますので、歯科医師ないしは
医師の免許がないとできません。
　池田　ある程度限られたところで行
われているのですね。
　井上　そうですね。あまり多くの機
関では行っていないかと思います。
　池田　これはどのくらいの点数と時

間がかかるのでしょうか。
　井上　４味を５濃度で調べると、１
時間程度かかるのですが、一連の検査
で300点です。
　池田　このほかに何か検査はありま
すか。
　井上　実は味を感じる細胞には２種
類あり、イオンチャンネルを通過する、
例えば塩であると、Naclですから、ナ
トリウムが通過することによって電位
が起こる。これを調べるために電気味
覚検査というものがあり、電流を流し
てみて、そこで患者さんが反応するか
どうかを調べます。
　池田　それはどちらかというとイオ
ンチャンネルの細胞ということですね。
　井上　そうですね。
　池田　先ほどの濾紙ディスク法は受
容体の細胞もある程度検査できるので
すか。
　井上　４味質を検査できます。
　池田　味質もわかるのですね。この
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ゃいます。
　池田　それと、たぶん一番頻度が多
いのが、加齢とか、薬によって唾液が
少なくなる。この場合はどのような治
療をされるのでしょうか。
　井上　基本的に、もし原因が抗がん
剤である場合は、もし抗がん剤をやめ
ることができるとしたら、数カ月後に
味覚が戻ってくるといわれています。
しかし、がんの治療をやめるわけには
いかないので、この辺は非常に難しい
ところだと思います。また、高齢の方々
は、そのほかにも様々な薬をのんでい
ます。それを全部やめろというわけに
もいきませんし、この辺は医療連携で
やっていかなければいけないところだ
と思います。
　池田　ちなみに、いろいろな薬でキ
レートされてしまう亜鉛について、亜
鉛の血中濃度は調べられるのでしょう
か。
　井上　これは血液検査をすることに
よって調べることができます。当院で

は血液検査も併用して診断に生かして
います。
　池田　この場合は亜鉛を投与するの
でしょうか。
　井上　亜鉛を多く含んでいる食物を
取っていただいたり、また亜鉛製剤を
取っていただいたりということをお勧
めしています。
　池田　それで薬剤投与を続けながら
何とか亜鉛濃度を上げて、うまくいく
ことがあるのでしょうか。
　井上　20％ぐらいの方は改善してい
きますし、全く変わらないという方よ
りは、少しよくなったという患者さん
のほうが多いような気がします。
　池田　いろいろ複雑な原因によって
生じているので、やはり専門の先生に
本当に味覚障害があるかどうか、まず
見ていただいて、それから治療、診断
と、それが一番重要ですね。
　井上　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

持つ細胞のターンオーバーに、おそら
く時間的な差があって、抗がん剤の種
類によっては甘いものを受容する細胞
がうまくターンオーバーしないことも
考えられます。ただ、この辺は推測の
域をなかなか出ないところで、難しい
のです。甘いものは感じないが、ほか
の味質はわかるという患者さんがいる
ときには、それを受容する細胞のター
ンオーバーの種類の違いも考えたほう
がいいと思います。
　池田　抗がん剤としてひとくくりに
することはできないのですね。
　井上　できませんね。
　池田　そのほか、末梢神経障害とか
中枢神経障害、こういったものでは味
覚障害は出るものなのでしょうか。
　井上　舌の前方部は顔面神経の鼓索
神経枝が、後方部の1/3は舌咽神経支
配ですので、例えば歯を抜いたり、あ
ごの手術をしたり、扁桃腺の手術をす
ると、舌咽神経の枝を傷つけて一時的

に味覚障害が出る、といったこともあ
ります。
　池田　なかなか複合的ですね。それ
と、例えば脳梗塞とかで味覚障害は出
るのでしょうか。
　井上　私の患者さんでも、お１人だ
け味を全く感じない方がいます。この
方は味覚を司る中枢での受容がない。
要するに、脳で味覚が受け取れないこ
とになるのだと思いますので、治療法
はほぼないと言っていいのかもしれま
せん。
　池田　いろいろ問診あるいは病歴を
チェックされて、だいたいこれが原因
であろうということですが、例えばカ
ンジダだと、どういう治療をされるの
でしょうか。
　井上　カンジダは、まず口腔内を歯
科衛生士、ないしは歯科医師がきれい
にするのと同時に、抗真菌薬、ファン
ギゾンシロップ等を２週間程度投与し
ていただくと、よくなる方もいらっし

　

舌苔 カンジダ
培養検査

カンジダ治療薬
（ファンギゾンシロップ）
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ゃいます。
　池田　それと、たぶん一番頻度が多
いのが、加齢とか、薬によって唾液が
少なくなる。この場合はどのような治
療をされるのでしょうか。
　井上　基本的に、もし原因が抗がん
剤である場合は、もし抗がん剤をやめ
ることができるとしたら、数カ月後に
味覚が戻ってくるといわれています。
しかし、がんの治療をやめるわけには
いかないので、この辺は非常に難しい
ところだと思います。また、高齢の方々
は、そのほかにも様々な薬をのんでい
ます。それを全部やめろというわけに
もいきませんし、この辺は医療連携で
やっていかなければいけないところだ
と思います。
　池田　ちなみに、いろいろな薬でキ
レートされてしまう亜鉛について、亜
鉛の血中濃度は調べられるのでしょう
か。
　井上　これは血液検査をすることに
よって調べることができます。当院で

は血液検査も併用して診断に生かして
います。
　池田　この場合は亜鉛を投与するの
でしょうか。
　井上　亜鉛を多く含んでいる食物を
取っていただいたり、また亜鉛製剤を
取っていただいたりということをお勧
めしています。
　池田　それで薬剤投与を続けながら
何とか亜鉛濃度を上げて、うまくいく
ことがあるのでしょうか。
　井上　20％ぐらいの方は改善してい
きますし、全く変わらないという方よ
りは、少しよくなったという患者さん
のほうが多いような気がします。
　池田　いろいろ複雑な原因によって
生じているので、やはり専門の先生に
本当に味覚障害があるかどうか、まず
見ていただいて、それから治療、診断
と、それが一番重要ですね。
　井上　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

持つ細胞のターンオーバーに、おそら
く時間的な差があって、抗がん剤の種
類によっては甘いものを受容する細胞
がうまくターンオーバーしないことも
考えられます。ただ、この辺は推測の
域をなかなか出ないところで、難しい
のです。甘いものは感じないが、ほか
の味質はわかるという患者さんがいる
ときには、それを受容する細胞のター
ンオーバーの種類の違いも考えたほう
がいいと思います。
　池田　抗がん剤としてひとくくりに
することはできないのですね。
　井上　できませんね。
　池田　そのほか、末梢神経障害とか
中枢神経障害、こういったものでは味
覚障害は出るものなのでしょうか。
　井上　舌の前方部は顔面神経の鼓索
神経枝が、後方部の1/3は舌咽神経支
配ですので、例えば歯を抜いたり、あ
ごの手術をしたり、扁桃腺の手術をす
ると、舌咽神経の枝を傷つけて一時的

に味覚障害が出る、といったこともあ
ります。
　池田　なかなか複合的ですね。それ
と、例えば脳梗塞とかで味覚障害は出
るのでしょうか。
　井上　私の患者さんでも、お１人だ
け味を全く感じない方がいます。この
方は味覚を司る中枢での受容がない。
要するに、脳で味覚が受け取れないこ
とになるのだと思いますので、治療法
はほぼないと言っていいのかもしれま
せん。
　池田　いろいろ問診あるいは病歴を
チェックされて、だいたいこれが原因
であろうということですが、例えばカ
ンジダだと、どういう治療をされるの
でしょうか。
　井上　カンジダは、まず口腔内を歯
科衛生士、ないしは歯科医師がきれい
にするのと同時に、抗真菌薬、ファン
ギゾンシロップ等を２週間程度投与し
ていただくと、よくなる方もいらっし

　

舌苔 カンジダ
培養検査

カンジダ治療薬
（ファンギゾンシロップ）
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