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　薬物性味覚異常についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

薬物性味覚障害

　池脇　薬物性味覚障害という、なか
なかない質問をいただきました。私も
興味がある質問です。私も患者さんを
けっこう診ているのですが、あまり味
覚障害という点で患者さんと接した経
験もないですし、実際どのぐらいの頻
度なのか、あるいはどういう原因が多
いのかさえも知らないのです。薬物が
原因の味覚障害というのは多いのです
か。
　田中　味覚に何らかの異常が起きる
状態を味覚障害といいますが、症状と
しては、味の区別がつかない、味が全
くわからない、あとは口の中が常に苦
いとかしょっぱいというような自発性
異常味覚といった症状が挙げられます。
その原因としていろいろ報告はあるの
ですが、薬物、亜鉛欠乏、心因性、原
因がわからない特発性、だいたいその
４つが頻度としては高いといわれてい

ます。
　池脇　薬物性が今言われた中では一
番頻度が高い。しかも、薬物を使って
いる方は高齢の方が多いので、いろい
ろな慢性疾患を抱えている患者さんは、
常に気をつけなければいけないですね。
　田中　おっしゃるとおりだと思いま
す。我々の教室による検討だと、70歳
以上の症例では30％以上が薬物性、49
歳以下の症例だと15％以下となってい
ました。高齢社会に伴ってたくさん薬
をのまれている患者さんが多いですか
ら、常に気をつけていただきたい疾患
だと考えています。
　池脇　そもそもどうやって我々は味
覚を感知しているのか、どこで障害さ
れるとどういう味覚障害になるのか、
基本的なところを教えてください。
　田中　狭い意味での味覚とは、甘味、
塩味、苦味、酸味、うま味の５基本味

といわれています。逆に、辛味とか渋
味は味覚ではありません。食物の中の
味の物質というのは、水溶性の唾液に
溶けて、舌乳頭に多く存在する味蕾の
味覚受容体に受容されます。味覚受容
体が味質を受容すると、神経伝達物質
が放出されて、味神経に情報が伝達さ
れることになっています。
　池脇　そうすると、味覚を感じるに
は味蕾の受容体に行かないといけない。
となると、唾液もけっこう重要なので
すね。
　田中　とても重要だと思います。一
部の薬剤、特に抗うつ薬であるとか抗
ヒスタミン薬みたいな口腔内の乾燥を
起こすような薬剤に関しては、薬物性
の味覚障害の原因の一つと考えられま
す。
　池脇　そこが味覚障害の最初のパー
トだとすると、次はおそらく味覚受容
体の障害ということなのでしょうか。
　田中　一番多いのは、おっしゃるよ
うに味覚受容体、味覚の末梢受容器、
味蕾の異常になると思います。味蕾の
障害で一番多いのは亜鉛欠乏といわれ
ています。
　池脇　亜鉛が細胞の新陳代謝に深く
かかわっているのでしょうか。
　田中　亜鉛が欠乏すると味蕾の新陳
代謝が落ちて、味蕾の機能が低下する
といわれています。
　池脇　私も聞いていたのですけれど
も、確かに味に関しては亜鉛が関与す

る。それ以外に味覚障害の原因になる
ようなところはあるのでしょうか。
　田中　その先の味神経の障害でも味
覚障害は起きます。抗悪性腫瘍薬など
の神経障害などがいわれています。
　池脇　私も少し調べていたのですが、
味覚障害を起こす薬のリストはものす
ごく、それを頭に入れるのは難しいで
す。特にこの薬はここのパートで起こ
しやすいというのはどうでしょうか。
例えばよく循環器領域で使うような利
尿剤などはどこに障害を起こすのでし
ょうか。
　田中　利尿剤のフロセミドなどは亜
鉛とキレートを生成するといわれてい
ます。亜鉛がフロセミドと結合してキ
レートが形成されると排泄が促されま
すので、結果的に体の中の亜鉛欠乏が
生じるのではないかといわれています。
　池脇　先ほど70歳以上でしたら30％
とおっしゃいましたか。けっこうな頻
度で、いろいろな薬を内服されている
高齢者が、何か味覚障害を疑うのは、
患者さん自身がちょっと味がおかしい
ということもあるのでしょうが、ドク
ターのサイドではどのようにしてそれ
をチェックするのがいいのでしょうか。
　田中　まずご本人が訴えられたとき
に、薬物性の味覚障害に焦点を当てる。
ここ２～８週間ぐらいで新しく追加さ
れた薬はないかをチェックしていただ
けるといいかと思います。長期間のん
でいて薬物性の味覚障害を起こすこと
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なかない質問をいただきました。私も
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覚を感知しているのか、どこで障害さ
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基本的なところを教えてください。
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　田中　その先の味神経の障害でも味
覚障害は起きます。抗悪性腫瘍薬など
の神経障害などがいわれています。
　池脇　私も少し調べていたのですが、
味覚障害を起こす薬のリストはものす
ごく、それを頭に入れるのは難しいで
す。特にこの薬はここのパートで起こ
しやすいというのはどうでしょうか。
例えばよく循環器領域で使うような利
尿剤などはどこに障害を起こすのでし
ょうか。
　田中　利尿剤のフロセミドなどは亜
鉛とキレートを生成するといわれてい
ます。亜鉛がフロセミドと結合してキ
レートが形成されると排泄が促されま
すので、結果的に体の中の亜鉛欠乏が
生じるのではないかといわれています。
　池脇　先ほど70歳以上でしたら30％
とおっしゃいましたか。けっこうな頻
度で、いろいろな薬を内服されている
高齢者が、何か味覚障害を疑うのは、
患者さん自身がちょっと味がおかしい
ということもあるのでしょうが、ドク
ターのサイドではどのようにしてそれ
をチェックするのがいいのでしょうか。
　田中　まずご本人が訴えられたとき
に、薬物性の味覚障害に焦点を当てる。
ここ２～８週間ぐらいで新しく追加さ
れた薬はないかをチェックしていただ
けるといいかと思います。長期間のん
でいて薬物性の味覚障害を起こすこと

ドクターサロン64巻８月号（7 . 2020） （613）  3736 （612） ドクターサロン64巻８月号（7 . 2020）

2008本文.indd   36-37 2020/07/10   13:34



もありますが、多くはそのぐらいの期
間で症状が生じるといわれています。
　池脇　逆にいうと、ある薬を始めて、
２～６週間ぐらいのところでそういう
問いかけをする。
　田中　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池脇　薬の副作用の場合には、やめ
たら、数週間ぐらいで戻るかと思うの
ですが、味覚障害はどうでしょう。
　田中　意外と時間がかかります。の
んでいた服用期間よりもかなりかかっ
て、40週ぐらいかかるという報告もあ
ります。
　池脇　そうすると、薬をやめたのに
なかなか味覚が戻ってこない。果たし
てその薬が原因なのかどうか迷われる
ことがありますよね。そういう場合、
どうなのでしょう。
　田中　できれば服用の中止は続けて
いただきたいですが、生命に関与する
ような重要な薬をのまれている場合に
関しては、やはりそちらが優先される
ことを患者さんによくインフォームド
コンセントしていただく。我々も、必
要な薬だから、ある程度は折り合いを
つけていただくことをお話しすること
も多いです。
　池脇　あとは、やめようとドクター
サイドで決断する。こういう場合はそ
の薬を中止するだけで、あとは何もし
なくていいのでしょうか。
　田中　可能であれば亜鉛の補充をし

ていただいたほうがよいかと思います。
というのは、味蕾の再生には亜鉛が必
要といわれています。もともと日本人
は亜鉛の摂取量が少なめなので、なる
べくだったら亜鉛の補充をしていただ
けると回復が早いと思います。
　池脇　あと唾液も、それこそ病的で
はないにしても、加齢とともに唾液の
分泌量も落ちてくる方がいらっしゃる
と思うのですが、唾液をもう少し補充
するというやり方もあるのでしょうか。
　田中　唾液腺マッサージであるとか、
あとはガムをかんでいただく。舌苔、
べろの苔ですが、舌苔が多いと味の物
質が味細胞に届きにくいので、口腔内
のケアも非常に重要かと思います。
　池脇　そうすると、単に疑わしい薬
をやめるだけではなくて、もう少し包
括的なケアを行ったほうが結果的に味
覚が戻ってくる可能性も高まるという
ことですね。
　田中　そう思います。
　池脇　ただ、先ほど先生がおっしゃ
ったように、それが原因でやめたにし
ても、なかなか味覚が戻ってこないと
なると、担当の医師らも本当にこの薬
なのだろうかと疑う。でも、患者さん
はそれで困っている。おそらくそこで
先生方のような専門医が登場するのだ
と思うのです。いわゆる難治性の味覚
障害といっていいのでしょうか、そう
いうものに対してどのようにして進め
ていかれるのですか。

　田中　味覚の機能を正確に測るとい
うことは、ご本人が訴えていらっしゃ
る味覚異常が本当に起きているのかど
うかが重要だと思いますので、味覚の
機能検査も一つ大切な検査だと思って
います。
　池脇　どのような検査なのですか。
　田中　保険収載されている検査は２
つ、電気味覚検査と濾紙ディスク検査
があります。電気味覚検査は、舌に電
気、微量の電流を流すことで、金属を
なめたような味を感じるのがどのぐら
いの電流で感じるかという検査になり
ます。もう一つの濾紙ディスク検査と
いうのは、甘い、しょっぱい、酸っぱ
い、苦いの４種類の味のついた、濃度
の薄いものから濃いものを濾紙につけ
て、それを舌の上に乗せ、どのぐらい

の濃度で味がわかるかという検査にな
ります。
　池脇　自分のイメージとしては、口
腔外科の先生がよく味覚のことをおっ
しゃっていたので、そういう機能検査
は口腔外科の先生がやるのかと思った
のですが、むしろ耳鼻科の先生なので
すね。
　田中　口腔・咽頭疾患の一つとして
耳鼻咽喉科が取り扱っている領域だと
思っています。
　池脇　そうすると、先生が前半おっ
しゃった対処をしてなかなか効果が出
ない場合には、耳鼻咽喉科に相談する
というやり方でよいでしょうか。
　田中　そのとおりだと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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て、それを舌の上に乗せ、どのぐらい
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耳鼻咽喉科が取り扱っている領域だと
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　池脇　そうすると、先生が前半おっ
しゃった対処をしてなかなか効果が出
ない場合には、耳鼻咽喉科に相談する
というやり方でよいでしょうか。
　田中　そのとおりだと思います。
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