
　頼高　設定してしまうと飲めなくな
ってしまうので。
　山内　先生のスタディでは有意な効
果が出たということで、今後はより長
期のスタディのほうに向かわれますか。
　頼高　今、多施設共同試験の二重盲
検試験をやっていまして、今度は１年
半、患者さんに同じ１Lを飲んでいた
だき、行っています。
　山内　その長期スタディの結果が待
たれるところですね。
　頼高　そうですね。
　山内　最後に、質問の中に、スポー
ツ選手の間、あるいは健康目的で広く
愛飲されているというのがありまして、
一般的には病気以外にも、むしろいろ
いろな目的、特に美容関係で使用され
ているのかという印象がありますが、
このあたりに関する研究はいかがでし
ょうか。
　頼高　いわゆるダブルブラインドで
あるとか、RCTで行ったものはなく、
オープン試験でしかないのと、健常人
でRCTでやっている試験がありました

が、それでは残念ながら抗酸化マーカ
ーに関しては有意差は出なかったとい
う結果でした。症状はわかりませんけ
れども、酸化的ストレスのマーカーに
関していうと、健常人に関しては差は
出なかったという結果でした。
　山内　そのあたりは若干話題先行か
もしれないですね。
　頼高　そうだと思います。
　山内　また医学のほうに戻りますが、
パーキンソン病以外で今トライアルが
進行中というのにはどのような疾患が
あるのでしょうか。
　頼高　心筋梗塞であるとか、心停止
であるとか、くも膜下出血、糖尿病の
脂質代謝異常などできちんとしたRCT、
ダブルブラインドの試験が計画、また
は現在なされていると聞いています。
　山内　今、かなりの数の試験が進行
中ということでしょうか。
　頼高　20近い試験が、一部は終わっ
ていると思いますけれども、進行して
いると思います。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　今回は、味覚についてという、
比較的珍しい質問をいただきました。
65歳の女性で、約１年半前から味覚が
異常だとのことです。味も、甘い、塩
辛い等々、いろいろありますが、基本
的なところから教えてください。
　井上　味に関しては、まず塩辛い、
酸っぱい、甘味、苦味、それからうま
味といったものがあります。最近では、
脂肪味といったようなものも遺伝子的
に解明が進んで、脂肪味を感じない人
は肥満と関係があるというアメリカの
データも出てきていますが、塩味・酸
味・甘味・苦味が４基本味です。
　池脇　これは味蕾細胞にそれぞれの
味を感じる受容体があるのでしょうか。
　井上　そのとおりで、味蕾は舌の側
縁、ないしは軟口蓋に存在しています。

その中で、今先生がおっしゃったよう
に甘味と苦味に対しては受容体が、塩
味と酸味に対してはイオンチャンネル
といった２種類があると考えられてい
ます。
　池脇　このあたりは最近わかってき
たところで、新しい領域なのだろうと
思いますけれども、味覚異常の分類は
どうでしょうか。
　井上　今回の患者さんは、甘味と塩
味をわずかに感じるとおっしゃってい
ますが、いろいろな患者さんがいまし
て、口の中が常に何らかの味を感じて
いる自発性味覚異常。それから特定の
味が識別できないという解離性味覚異
常、さらには味が識別しにくい味覚減
退があり、これがこの患者さんに相当
するかもしれません。もう一つは本来

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　池脇克則）

　65歳の女性、約１年半前から味覚の異常があります。甘い、しょっぱいをわ
ずかに感じる以外、ほとんど味覚を感じないと訴えています。他に疾患はほと
んどありません。誘因となる病態、治療についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

味覚の異常
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なってくることがあります。おくすり
手帳などを見ても何種類も服用されて
いて、さらにサプリメント、漢方薬等
をのんでいると、亜鉛がキレートされ
て使えなくなり、その結果、味細胞が
代謝しなくなっていくことが明らかに
なってきています。
　池脇　確かに高齢者の場合には複数
の薬をのまれているので、そういった
ものが味覚異常につながってはいない
か。あとは、確認ですけれども、味蕾
はけっこう新陳代謝が早いのですね。
　井上　非常に早くて、およそ２週間
程度で代わるだろうといわれています
が、それが亜鉛不足であるとなかなか
うまくいかない。最近では若い方でも、
いわゆるファストフードのようなもの、
そしてソーセージやハム、チーズなど
にはポリリン酸ナトリウムなどの物質
が入っていて、これがやはり亜鉛をキ
レートしてしまう。このような食事を
している方の場合には、亜鉛のサプリ
メントを投与すると、ある程度よくな
ることもあります。
　池脇　今回の質問では、基礎疾患は
ないと考えてよいかと思いますが、全
身性の疾患も含めて、味覚異常につな
がるということもあるのでしょうか。
　井上　それもあると思うのですが、
少し前後しますが、本当にこの患者さ
んが甘い・しょっぱいをわずかに感じ
ているのかを検査しないといけません。
実際、客観的に検査する方法として、

濾紙ディスク法と、電気味覚検査があ
ります。濾紙ディスク法では先ほどお
話ししました甘い・苦い・塩辛い・酸
っぱい、この４つの味質を濃度で検査
することができます。例えば、この患
者さんは、もしかすると苦いものを与
えても甘いと感じていらっしゃるかも
しれないという診断ができます。その
うえにもう一つ、亜鉛不足。例えば食
事の偏りによって亜鉛が取れていない
場合は、血清亜鉛値を見ればいいので、
血液検査をすることをお勧めしたいと
思います。
　池脇　井上先生に検査、診断のほう
に話を進めていただきましたが、濾紙
ディスク法と電気味覚検査、そして血
液検査で亜鉛の濃度を測る。場合によ
っては、先ほど言われた細菌検査で、
カンジダ菌を確認するところが必要な
検査ということになってきますか。
　井上　はい。もう一つは、歯科独特
のところですが、金属がたくさん入っ
ている患者さんは、イオン化傾向の差
で口の中で電流が起こることがありま
す。例えば、アルミ箔をちょっとなめ
ていただくとピリッとするような感じ、
あれと一緒で、唾液を媒介として中で
電流が起こる。それによって口の違和
感から味覚に通じてくると感じていら
っしゃる方もかなりいます。
　池脇　最後に治療についてはどうで
しょうか。
　井上　まず歯科的に口腔内ケアが第

の味と違う味覚、例えば苦いものを甘
く、甘いものを苦く、ないしは酸っぱ
いものを塩辛いとおっしゃる味覚錯誤
があります。この辺をまず症状として
よく聞いておくことも大切だと思いま
す。
　池脇　味を違って感じてしまうとい
うのは、甘味と苦味ですね。
　井上　そうです。
　池脇　あと、塩分の塩味と酸味を間
違ってしまうのですか。
　井上　そうですね。ご承知のように、
塩はNaClですので、イオン化します。
酸も、例えば酢酸であればCH3COOH
ですので、こちらもイオン化して、イ
オンチャンネルを持った味細胞が感知
することから、たまたまそれが間違っ
て錯誤を起こすことがあります。
　池脇　いろいろな種類の味覚異常が
あるというお話をいただきました。次
は原因ですが、どうでしょうか。
　井上　まず医科の先生はなかなか口
の中をご覧にならないかもしれません
が、口腔ケアが悪く、プラークや舌苔
がついているなど、口の中が汚れてい
る患者さんの場合には、味孔といって、
味細胞の味を受け取る部位に汚れがつ
いてしまうと、そこに味が到達できな
いため、細胞で電位が発生しないとい
うことがあります。ぜひ口の中の状態
を見ていただいて、もしわからない場
合は歯科の先生に紹介されてもよいか
と思います。

　池脇　これは口を開けて、舌を前に
出してもらえればだいたいわかるので
しょうか。
　井上　そうですね。あとは、医科の
先生でも、歯の周りの汚れとかをみて
いただくとよいかと思います。
　それから口の中には、真菌のカンジ
ダ菌がたくさんいます。こういう患者
さんの場合には、常に口の中がかび臭
いとか、味覚がおかしいとおっしゃる
方もいるので、私はとりあえずスクリ
ーニングとして、アムホテリシンBシ
ロップのようなものを試してもらうと、
10～20％の患者さんは改善するようで
す。ですから、まず口の中がきれいか
どうかがチェック項目かと思います。
　池脇　プラークの話が出ましたが、
それ以外はどうでしょうか。
　井上　今、高齢社会に伴い、唾液の
分泌が少なくなってきています。ドラ
イマウスというような状態になってい
ます。味物質を味細胞まで運んでくれ
るのが唾液ですから、唾液がうまく出
ない方は味を感じにくいということが
あります。これは、一種、加齢と関連
があるといってもよいかと思います。
　池脇　ほかはどうでしょうか。
　井上　お年寄りに非常に多いのは、
多くの薬をのんでいらっしゃるという
ことです。味を感じる味細胞は、DNA
を構成する塩基の１つチミンの動態を
つかさどる亜鉛が欠乏してくると、味
細胞の代謝が悪くなって味を感じなく
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なってくることがあります。おくすり
手帳などを見ても何種類も服用されて
いて、さらにサプリメント、漢方薬等
をのんでいると、亜鉛がキレートされ
て使えなくなり、その結果、味細胞が
代謝しなくなっていくことが明らかに
なってきています。
　池脇　確かに高齢者の場合には複数
の薬をのまれているので、そういった
ものが味覚異常につながってはいない
か。あとは、確認ですけれども、味蕾
はけっこう新陳代謝が早いのですね。
　井上　非常に早くて、およそ２週間
程度で代わるだろうといわれています
が、それが亜鉛不足であるとなかなか
うまくいかない。最近では若い方でも、
いわゆるファストフードのようなもの、
そしてソーセージやハム、チーズなど
にはポリリン酸ナトリウムなどの物質
が入っていて、これがやはり亜鉛をキ
レートしてしまう。このような食事を
している方の場合には、亜鉛のサプリ
メントを投与すると、ある程度よくな
ることもあります。
　池脇　今回の質問では、基礎疾患は
ないと考えてよいかと思いますが、全
身性の疾患も含めて、味覚異常につな
がるということもあるのでしょうか。
　井上　それもあると思うのですが、
少し前後しますが、本当にこの患者さ
んが甘い・しょっぱいをわずかに感じ
ているのかを検査しないといけません。
実際、客観的に検査する方法として、

濾紙ディスク法と、電気味覚検査があ
ります。濾紙ディスク法では先ほどお
話ししました甘い・苦い・塩辛い・酸
っぱい、この４つの味質を濃度で検査
することができます。例えば、この患
者さんは、もしかすると苦いものを与
えても甘いと感じていらっしゃるかも
しれないという診断ができます。その
うえにもう一つ、亜鉛不足。例えば食
事の偏りによって亜鉛が取れていない
場合は、血清亜鉛値を見ればいいので、
血液検査をすることをお勧めしたいと
思います。
　池脇　井上先生に検査、診断のほう
に話を進めていただきましたが、濾紙
ディスク法と電気味覚検査、そして血
液検査で亜鉛の濃度を測る。場合によ
っては、先ほど言われた細菌検査で、
カンジダ菌を確認するところが必要な
検査ということになってきますか。
　井上　はい。もう一つは、歯科独特
のところですが、金属がたくさん入っ
ている患者さんは、イオン化傾向の差
で口の中で電流が起こることがありま
す。例えば、アルミ箔をちょっとなめ
ていただくとピリッとするような感じ、
あれと一緒で、唾液を媒介として中で
電流が起こる。それによって口の違和
感から味覚に通じてくると感じていら
っしゃる方もかなりいます。
　池脇　最後に治療についてはどうで
しょうか。
　井上　まず歯科的に口腔内ケアが第

の味と違う味覚、例えば苦いものを甘
く、甘いものを苦く、ないしは酸っぱ
いものを塩辛いとおっしゃる味覚錯誤
があります。この辺をまず症状として
よく聞いておくことも大切だと思いま
す。
　池脇　味を違って感じてしまうとい
うのは、甘味と苦味ですね。
　井上　そうです。
　池脇　あと、塩分の塩味と酸味を間
違ってしまうのですか。
　井上　そうですね。ご承知のように、
塩はNaClですので、イオン化します。
酸も、例えば酢酸であればCH3COOH
ですので、こちらもイオン化して、イ
オンチャンネルを持った味細胞が感知
することから、たまたまそれが間違っ
て錯誤を起こすことがあります。
　池脇　いろいろな種類の味覚異常が
あるというお話をいただきました。次
は原因ですが、どうでしょうか。
　井上　まず医科の先生はなかなか口
の中をご覧にならないかもしれません
が、口腔ケアが悪く、プラークや舌苔
がついているなど、口の中が汚れてい
る患者さんの場合には、味孔といって、
味細胞の味を受け取る部位に汚れがつ
いてしまうと、そこに味が到達できな
いため、細胞で電位が発生しないとい
うことがあります。ぜひ口の中の状態
を見ていただいて、もしわからない場
合は歯科の先生に紹介されてもよいか
と思います。

　池脇　これは口を開けて、舌を前に
出してもらえればだいたいわかるので
しょうか。
　井上　そうですね。あとは、医科の
先生でも、歯の周りの汚れとかをみて
いただくとよいかと思います。
　それから口の中には、真菌のカンジ
ダ菌がたくさんいます。こういう患者
さんの場合には、常に口の中がかび臭
いとか、味覚がおかしいとおっしゃる
方もいるので、私はとりあえずスクリ
ーニングとして、アムホテリシンBシ
ロップのようなものを試してもらうと、
10～20％の患者さんは改善するようで
す。ですから、まず口の中がきれいか
どうかがチェック項目かと思います。
　池脇　プラークの話が出ましたが、
それ以外はどうでしょうか。
　井上　今、高齢社会に伴い、唾液の
分泌が少なくなってきています。ドラ
イマウスというような状態になってい
ます。味物質を味細胞まで運んでくれ
るのが唾液ですから、唾液がうまく出
ない方は味を感じにくいということが
あります。これは、一種、加齢と関連
があるといってもよいかと思います。
　池脇　ほかはどうでしょうか。
　井上　お年寄りに非常に多いのは、
多くの薬をのんでいらっしゃるという
ことです。味を感じる味細胞は、DNA
を構成する塩基の１つチミンの動態を
つかさどる亜鉛が欠乏してくると、味
細胞の代謝が悪くなって味を感じなく
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一です。血液検査でもし亜鉛がなけれ
ば、亜鉛を投与する。亜鉛が入ってい
るような薬を投与していくこともあり
ます。また、カンジダ菌の場合には、
アムホテリシンBシロップといったよ
うなものを投与する。
　また、比較的このごろ増えているの
は心因性のものです。患者さんによっ
ては舌痛症があるかどうかと味覚障害
が比較的関連している場合があります
ので、そういった場合には心療内科の
治療も必要かと思います。
　池脇　ストレスからの味覚異常があ
るということですね。
　井上　はい。
　池脇　あとは、唾液の分泌が落ちて

いるような場合にはどういう方法があ
るのでしょうか。
　井上　もちろんシェーグレン症候群
のようなものの場合には、そちらの専
門家に紹介するほうがよいですが、年
をとってきた場合には、筋運動である
とか、それでも足りない場合は分泌を
促進するような薬を出したりすること
があります。
　池脇　味覚といっても、これが食事
の摂取量にも関係して、取れないと全
身状態が悪くなるという意味では、非
常に重要だと考えてよいですか。
　井上　はい。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。 　池脇　私の個人的な印象では、以前

に比べると、健診でCEAを含めた腫瘍
マーカーはあまり見なくなったように
思います。質問は、そういった人間ド
ック、あるいは健康診断で腫瘍マーカ
ーが測定されていますが、果たして有
用なのかどうかということですが、ど
うなのでしょうか。
　菅野　人間ドックとか、そういった
ところで腫瘍マーカーを測るのは、任
意の項目になっています。つまり、本
人が心配で希望すればそれを測ること
ができるということで、必ず全員測り
なさいとか、そういう目的で使われて
いる腫瘍マーカーはほとんどないので
す。
　池脇　早期のがんが腫瘍マーカーで
引っかかってくれれば、ありがたいこ

となのですけれども、現実的にはなか
なか難しいと考えてよいですか。
　菅野　主な使い方は２つあります。
１つは進行したがんを見逃さない最低
限の目安にはなります。腫瘍マーカー
が非常に高いときに進行したがんが見
つかるのは、よくあることです。逆に、
ある臓器に特異的なマーカーが高いと
き、その臓器に病変があることを知る
ために役立ちます。
　ただし、非常におとなしいがんがた
またまそれで見つかってしまう例があ
り、例えば前立腺がんなどは、むしろ
そうなのです。一定の年齢の方で前立
腺の生検を取ると、かなり高い確率で
がんが見つかってくるわけですけれど
も、PSAが高いときにそういう生検を
したことで見つかったがんが、本当に

栃木県立がんセンター研究所技幹 がん予防遺伝カウンセリング科長
菅　野　康　吉

（聞き手　池脇克則）

　腫瘍マーカーについてご教示ください。
　現在、人間ドックや各種健康診断で腫瘍マーカーが測定されていますが、臨
床的に有用な腫瘍マーカーはありますでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

腫瘍マーカー
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