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はじめに

超高齢化を背景に，我が国の味覚障害患者は増加
していると言われている１～２）。仙台市近郊の養護老
人ホームに入居し健常人と同様の自立した日常生活
をおくっている６５歳から９４歳の高齢者を対象とした
我々の疫学調査によっても，約３７％に味覚検査によ
る異常（後述するテーストディスク法による）が認め
られた３）（図１）。一方，我が国における若年者の味
覚異常の急増が指摘されている４）。１８歳から３１歳の
本学歯学部新入生を対象とした我々の調査によって
も，約２５％に味覚検査値異常が認められ（図２），そ
の原因として食生活との関連を指摘した５，６）。このよ
うに，我が国における味覚異常は高齢者に限った問
題ではないと言える。
「美味しく味わって食べる」ことは人生の大きな
喜びと考えられる。そこで今回は，味覚の重要性に
ついて最近の研究をもとに述べることとする。

味覚障害の原因

味覚障害の原因は多岐にわたるが，①薬剤性が最
も多く，次いで②亜鉛欠乏，③全身疾患（糖尿病，
鉄欠乏性貧血，悪性貧血，腎不全，肝不全，胃・腸
管吸収不全，胃切除後，Sjögren 症候群，ビタミン
Ａ欠乏症など）の順で，この３つで全体の６割近く
を占めている７）（図３）。口腔疾患が原因の味覚障害
は，７％程度であるが，味覚障害の原因となる全身
疾患には口腔症状を併発することが多い。例えば，
鉄欠乏性貧血は Plummer-Vinson 症候群として舌炎
を，悪性貧血はHunter 舌炎を，糖尿病は口腔乾燥・
カンジダ症を併発する。また，薬剤性味覚障害の機
序の一つに口腔乾燥が挙げられている８）。さらに，
亜鉛欠乏による味覚障害の発症機序として味蕾細胞

の再生障害（口腔粘膜の再生障害）が考えられてい
る９）。このように味覚障害は，口腔疾患および口腔
の状態と深く関わっていると思われる。

味覚障害と唾液分泌障害

味覚障害の病態には，味覚の感受性減退または消
失，自発性異常味覚（何も食べていないのに味がす
る），味覚錯誤（塩味が酸味と感じるなどの味質変
化）などがある。口腔常在菌や唾液性状の変化は，
自発性異常味覚を惹起する。一方，味覚は，味物質
が味蕾内の味細胞に到達し受容されることで生じる
感覚である。ヒトの味蕾は，舌乳頭（全体数の約２／３
を占める），軟口蓋，咽頭，喉頭蓋上皮に分布して
いる。従って，口腔疾患による味蕾，すなわち味覚
受容体と味覚神経接合部の器質的ダメージは，味覚
感受性減退や消失を生じる。とりわけ，唾液は，①
味物質の唾液中溶解による味蕾への到達，②唾液中
の成長因子による味蕾再生促進，③唾液中の各種抗
菌・抗炎症成分による口腔粘膜（味蕾）の保護によっ
て味覚と密接に関連している１０）。では，唾液分泌低
下と味覚障害の関係はどうであろうか。先に述べた
６５歳以上の自立した高齢者を対象とした我々の味覚
調査において，ガムテストによる唾液分泌量測定を
行い，味覚正常者と味覚異常者の総唾液分泌量を比
較してみた。その結果，味覚正常者４５名の総唾液分
泌量の平均値は１２．８±４．３ml/１０min と正常値（１０．０
ml/１０min）を上まわっていたのに対し，味覚異常者
２６名では４．８±２．０ml/１０min と全員が唾液分泌低下
を示していた（図４）１１）。以上の結果から，高齢者に
おける味覚障害には唾液分泌量低下が関与すること
が明らかとなり，味覚障害の治療には唾液分泌を改
善する方法が治療戦略として有効であると考えてい
る。とりわけ，超高齢化を迎えた本邦においては，
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唾液分泌量低下によるドライマウス患者が増加して
おり，その中には味覚障害を伴う患者も多くみられ
る。このような患者は食欲減退による栄養障害によ
り全身状態が悪化することが予測される。したがっ
て，唾液分泌量改善および味覚改善は歯科に科せら
れた喫緊の課題のひとつと思われる。

味覚検査の現状と「うま味」検査法の必要性

我が国の医療施設で行われている味覚検査法に
は，①電気味覚検査法，および②味質検査法である
テーストディスク法の２つがある。これらの検査法
は，検査部位を左右両側６ヶ所に設定することで，
口腔内の味覚を支配している３つの味覚神経，すな

わち鼓索神経，舌咽神経，大錐体神経の異常の有無
について末梢ならびに中枢の異常を含めて判定する
ことができる（図５）。
我々の味覚外来においても上記の検査法を実施し

ているが，実際に患者さんと話してみて意外なこと
に気付いた。すなわち，上記検査法で正常値を示す
患者さんの中には，「味は分かるが美味しく感じな
い」と訴える患者さんが存在するのである。現行の
味質検査法は，基本４味（甘味・塩味・酸味・苦味）
を対象としたもので，第５の基本味である「うま味」
に対する検査法は欠落している。そこで我々は，グ
ルタミン酸ナトリウム水溶液（MSG）とイノシン酸
ナトリウム水溶液（IMP）を用いたうま味感受性検査
法の開発を試みた。グルタミン酸は昆布だしのうま
味成分，イノシン酸は鰹節だしのうま味成分であり，
いずれも日本人が発見したうま味物質である。

図１ 高齢者の味覚
健常人と同様の自立した日常生活をおくっている６５

歳～９４歳（平均８０歳）の高齢者７１名を対象とした味覚調
査（テーストディスク法による）によって，約３７％に異
常が認められた。

図２ 若年者の味覚
１８歳～３１歳（平均２０歳）の本学歯学部新入生１５３名を
対象とした味覚調査（テーストディスク法による）に
よって，約２５％に異常が認められた。

図４ 味覚障害と総唾液分泌量

図３ 味覚障害の原因
富田７）を一部改変。
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「うま味」検査法の開発

現行の基本４味を対象としたテーストディスク法
を参考に先ず，うま味物質の濃度設定を試みた。そ
の結果，MSGならびに IMPともに，１mM，５mM，
１０mM，５０mM，１００mM，２００mMの６段階の濃度
水準が有用であるとの結論を得た。健常若年者群な
らびに健常高齢者群に対して，この濃度水準による
検討を行った結果，高齢者群のうま味感受性の閾値
濃度は，若年者群よりもやや高くなるものの，この
濃度水準を用いると，ほぼ共通の分布を示し，検査
方法として使用できると思われた（図６）。すなわ図５ 味覚検査部位

図６ うま味感受性の分布
１mM（Ⅰ），５mM（Ⅱ），１０mM（Ⅲ），５０mM（Ⅳ），１００mM（Ⅴ），２００mM（Ⅵ）の各濃度のグルタミン酸ナトリウム水溶

液（MSG），またはイノシン酸ナトリウム水溶液（IMP）に浸漬したテーストディスクを味覚神経の支配領域（図５）に貼付
し感覚閾値を調べた。
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ち，１mM～２００mMのMSGまたは IMPを浸漬した
テーストディスクを図５に示した味覚神経の支配領
域に貼付し，感覚閾値を調べたところ，MSG，IMP
ともに一定の濃度に分布が収束してみられた。以上
の結果から我々は，この検査法はうま味感受性検査
法として臨床応用が可能であると考えている。

「うま味」検査法の重要性

我々の味覚外来において，味覚障害を主訴として
来院した４４名の患者（いずれも高齢者）について，前
述のうま味検査法をとりいれたパイロットスタ
ディーを行ってみた。その結果，基本４味は正常で
ありながら，うま味感受性のみ低下している患者が
１６％も存在することが明らかとなった１１）。これらの
患者の主訴は，「食べ物が美味しくない」，「味がわ
からない」，「食欲がなく食べられない」であり，随
伴症状として「胃のつかえ感」，「口がベタベタ乾く」，
「舌がしみて痛い」が多くみられた。特筆すべきは，
“うま味障害”が確認された患者全員に体重減少が
認められたことである。また，これらの患者の全て
に，口腔粘膜乾燥，舌乳頭萎縮，舌炎などの口腔症
状がみられた。原因としては，全身疾患，血清亜鉛
低下，唾液分泌量低下，口腔カンジダ症，虚弱（全
身状態の低下），舌炎など複数の因子が関与してい
た。治療は，全身疾患に対する治療（専門診療科へ
の対診），亜鉛の経口補充療法に加え，口腔所見で
みられた唾液分泌量低下に対する治療（主に漢方薬
の投与１２）），口腔カンジダ症に対する治療，口腔粘
膜炎に対する治療を併用した。その結果，うま味感
受性の回復と同時に，食欲の改善，体重の回復が得
られ，患者さん自身や患者さんの家族から全身状態
が改善したという満足感が示された。
これらの症例は，従来の「うま味」以外の基本４

味の検査では，味覚障害と診断することは困難で
あったはずである。ここでは，①うま味感受性に関
する味覚検査が必要であること，②うま味障害患者
に対しては，体重・食欲・全身状態の把握が不可欠
であること，③うま味障害患者の治療は，体重・食
欲・全身状態の改善を治療目標とすべきこと，④従
来の味覚治療（全身疾患治療，亜鉛補充療法）に加え
て，口腔症状の積極的治療（唾液分泌量促進治療，
口腔粘膜炎治療，口腔カンジダ症治療など）の併用

が不可欠であることを強調したい。

「うま味」刺激による唾液分泌促進

味覚障害の治療として，唾液分泌改善が有用であ
ることは既に述べた。唾液分泌を改善するための治
療法として塩酸セビメリン等の副交感神経作動薬が
有用である１３）ことから，歯科臨床においてもこの種
の薬剤が用いられるようになった。しかし，この薬
剤は全身の副交感神経に作用することから，動悸，
発汗，下痢，目眩などの副作用があり，また，保険
適用が限られることから使用しにくい面がある。そ
こで，味覚刺激による唾液分泌反射を利用した唾液
分泌促進について模索している。唾液分泌反射は酸
味刺激で強く生じることが知られている。しかしな
がら，唾液分泌低下により乾燥した口腔粘膜に対す
る酸刺激は粘膜痛を引き起こす可能性がある。では，
うま味刺激はどうであろうか。うま味刺激による唾
液分泌反射については，川村ら１４）が１９８０年代に報告
している。最近では，Hodson ら１５）が味覚刺激の中
でうま味刺激は最も唾液分泌を促進することを報告
している。早川ら１６）は，味覚刺激後の総唾液分泌量
の経時変化を調べ，酸味刺激が一過性の唾液分泌促
進を示すのに対して，うま味刺激は持続性の唾液分
泌が得られることを明らかにしている。以上の結果
から，うま味刺激による唾液分泌改善は，安心，安
全な治療戦略として有用と思われる。今後，具体的
な実践に向けて取り組みたいと考えている。

「うま味」に関する最近の研究

「うま味」が日本人（池田菊苗東京帝国大学教授）
によって見いだされたことは，日本人であれば誰し
も知っている歴史であろう。池田教授は，酸甘塩苦
の４味とは異なる味があると考え，次のように述べ
ている。「自分は，（酸甘塩苦とは）区別し得べき味
があると信じて居りました。それは魚類肉類等にお
いて吾人「うまい」と感ずる一種の味でありまして，
鰹節，昆布などの煮出汁においてその味が最も明瞭
に感ぜらるるのであります」１７）。池田教授は昆布の
成分の研究から，グルタミン酸の塩類混合物が「う
まい」と感ずる味の本体であることを発見し，その
原著論文１７）の中で，この味覚を「うま味」と名付け
ている（１９０９年）。この発見に続く，たんぱく質の塩
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酸加水分解によるグルタミン酸塩製造法の発明は日
本十大発明の一つであるが，当時，世界的には認め
られなかったようである。その後，１００年を経過した
今日，「うま味」受容体が同定され，「うま味」は
「umami」として世界的に認められるようになった
のである。すなわち，Chaudhari１８）（２０００年）はラッ
ト味細胞から短鎖の代謝型グルタミン酸受容体４型
（mGluR4）を検出し，さらに，Li１９）（２００２年）はヒト
HEK細胞に強制発現させた味細胞のアミノ酸受容
体T1R1/T1R3 複合体がグルタミン酸に強い応答性
を示すことを見いだした。T1R1/T1R3 複合体は，
うま味に特徴的な現象である“うま味の相乗効果”
（グルタミン酸と IMPのようなヌクレオチドを混合
するとうま味が飛躍的に増強する現象）を示したた
め，うま味を感知する受容体であると報告された。
一方でT1Rをノックアウトした動物でもグルタミ
ン酸ナトリウムに対する嗜好性や味覚応答が残るた
め，うま味受容には１つの受容体のみが関わってい
るのではなく，複数の受容体が関与しているという
のが現在の一般的な考え方になっている。
上記のように，舌の味細胞における「うま味」受

容体の発見により umami が世界的に認知されるよ
うになったのであるが，一方で，「うま味」物質受
容メカニズムは消化管にも存在することが最近明ら
かとなった。すなわち，Uneyama２０）（２００６）は，胃
におけるアミノ酸応答を調べ，アミノ酸２０種類のな
かでグルタミン酸のみが著明な迷走神経胃枝求心路
を活性化することを報告し，San Gabriel２１）（２００７）は
胃のペプシノーゲン産生細胞にmGluR１が発現す
ること，さらに，Bezencon２２）（２００７）はマウスおよ
びヒトの胃，小腸および盲腸にT1R1/T1R3 が発現
することを見いだし，消化管におけるグルタミン酸
の受容体の候補が出揃いつつある。胃のグルタミン
酸受容機構が明らかとなる前に，Niijima２３）（２０００）は，
グルタミン酸ナトリウムの胃内投与が迷走神経反射
を引き起こし，迷走神経胃枝，膵臓枝の遠心路の活
動を亢進させることを報告している。これらの報告
は，「うま味」物質であるグルタミン酸は，口腔で
味覚として唾液分泌等の反射を引き起こすばかりで
なく，消化管では内臓感覚として消化吸収を調節す
ることを意味しており，「うま味」摂取の重要性を
物語っていると考えられる。この仮説を裏付ける臨

床報告として，最近，Kusano ら２４）（２０１０）は，胃も
たれ（食滞）を起こしやすい高たんぱく流動食にグル
タミン酸ナトリウムを添加することによって，胃排
出が改善され，腹部膨満感などの食後感覚も改善す
ることを報告している。
以上，「うま味」は味覚および内臓感覚を介して，

摂食調節，食物の消化・吸収・代謝調節に深く関
わっていることが明らかとなってきた。

おわりに

「うま味」による好循環モデル
最後に，私たちが提唱している味覚，特にうま味

の重要性を示したモデルをご紹介したい。既に述べ
たように，①「うま味」は唾液分泌量を増加させる。
唾液分泌量が増加すれば，「うま味」の感受性も向
上する。また，②「うま味」は消化管活動を促進し
消化吸収を高める。消化管活動が促進されれば唾液
分泌量が増加し「うま味」を感じやすくなる可能性
がある。③唾液分泌量が増加すれば唾液中のアミ
ラーゼにより消化管の消化吸収も向上する。すなわ

図７ 「うま味」による好循環モデル
①「うま味」は唾液分泌量を増加させる。唾液分泌量
の増加は，「うま味」の感受性を高める。

②「うま味」は消化管活動を促進し消化吸収を高める。
消化管活動の促進は，唾液分泌量を増加させ「うま
味」の感受性を高める可能性がある。

③唾液分泌量が増加すれば消化吸収は向上する。
すなわち，「うま味」は口腔機能を維持する上で

重要であり，全身の健康維持にも重要な感覚と思わ
れる（黒矢印は現在わかっていること，白矢印は予
想されることを示す）。

国内シンポジウム「食に関わる口腔機能」７９８
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ち，「うま味」は口腔機能を維持する上で重要であ
り，全身の健康維持にも重要な感覚と思われる。お
いしく味わって人生を楽しみたいものである。
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