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緒 言

我が国の味覚障害患者数は年間約１４万人といわ

れ，急速な高齢化やライフスタイルの変化などか

らその数は増加の一途を辿る傾向がある。この傾

向は欧米には認められずに日本で顕著であると報

告されている１，２）。この味覚障害の原因は局所的な

ものと全身的なものとの二つに分けられる３）。

局所的な原因としては，不適合充填物によるも

の（異種金属による微少電流など），味物質の到達

障害によるもの（味孔の閉鎖や舌苔など），神経の

障害によるもの（抜歯時損傷など），鼻疾患・風邪

によるもの（嗅覚による影響など）などが挙げられ

る。また，全身的な原因としては，唾液腺の器質

的変化の結果起こる唾液分泌障害によるもの

（シェーグレン症候群など），貧血によるもの（悪性

貧血時のHunter舌炎や鉄欠乏性貧血時の平滑舌な

ど），金属イオン欠乏・薬剤によるもの（薬剤によ

る亜鉛のキレート形成など），心因性のもの（鬱病

やヒステリーなど），およびビタミン不足による舌

炎などが挙げられる。

一方，味覚障害患者の主訴は，常に何かしらの

味を感じる自発性異常味覚，特定の味が識別でき

ない解離性味覚障害，味が識別しにくいなどの味
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学千葉病院臨床検査部 � 暢宏

―――― 調 査 報 告 ――――

東京歯科大学千葉病院臨床検査部における

味覚検査依頼患者の臨床統計

� 暢 宏１） 仙 波 利 寿１） 川 原 由里香１）

萩 田 恵 子１） 才 藤 純 一１） 田 � 雅 和２）

小 池 吉 彦３） 村 上 聡３） 松 坂 賢 一３）

井 上 孝１，３）

１）東京歯科大学千葉病院臨床検査部
２）東京歯科大学生理学講座

３）東京歯科大学臨床検査学研究室

（２００３年１月２９日受付）
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抄 録：東京歯科大学千葉病院臨床検査部では，平成１１年度より味覚検査を行っている。本研究の
目的は，これらの患者の分析を試みることである。検査はろ紙ディスク法，および電気味覚検査で
行い，また，平成１３年５月からは電気味覚計も併用した。統計的分析項目は�患者数の推移，�診
療科別比率，�男女比率，�主訴別比率，�年代別分布である。
味覚障害を主訴とする患者は，増加傾向にあり，男女の比率は２：３で女性の方が多かった。舌

や三叉神経の器質的障害による味覚検査の割合が多く，年齢別では５０歳代より増加し，７０歳代にピー
クがあった。今後，味覚検査は歯科領域において重要な検査と思われる。

キーワード：味覚検査，味覚障害，ろ紙ディスク法，統計的検討

２５４

― 44 ―



覚減退，および本来の味と異なった味質として感

じる味覚錯誤が挙げられる。

今回，我々は東京歯科大学千葉病院で行った味

覚検査の成績を集計し，文献的考察を加えた。

方 法

平成１１年４月から平成１４年１１月までの３年８ヶ

月間に東京歯科大学千葉病院臨床検査部において，

ろ紙ディスク法（三和化学研究所製の４種５濃度；

甘味－精製白糖，塩味－塩化ナトリウム，酸味－

酒石酸，苦味－塩酸キニーネの味質溶液）を用いて

味覚検査をおこなった患者１００名を対象とした。そ

のうち電気味覚計（永島医科機械株式会社製 EG

－�B）を併用した患者は５３名であった。
統計的分析項目は�患者数の推移，�診療科別
比率，�男女比率，�主訴別比率，�年代別分布
の５項目とした。

結 果

� 患者数の推移

図１は味覚検査を行った新規患者数とその延べ

人数を示したものである。新規患者数は初回で味

覚検査を行った患者数を示し，延べ人数は経過観

察などで複数回施行した患者を含めた味覚検査実

施件数を示している。

味覚検査を導入した平成１１年度は新規患者数が

３９名であり，延べ人数は４２件と調査対象期間中で

最も多かった。平成１２年度は新規患者数１７名，延

べ人数２１件であり，平成１３年度は新規患者数１６名，

述べ人数２２件と初年度のほぼ半分程度の患者数で

あった。平成１４年度は１１月現在で新規患者数２８名，

延べ人数３５名であった。

� 診療科別比率

図２は診療科別の依頼比率を示したものである。

味覚検査の依頼は１００名中８６名（８６％）が口腔外科か

らの依頼であった。その他は補綴科５名（５％），

保存科４名（４％），検査部２名（２％），内科２名

（２％），麻酔科１名（１％）であった。なお検査部

に来院した２名の内訳は，他医院から検査部への

依頼１名，直接，検査部に来院した者１名であっ

た。

� 男女比率

図３は新規患者における男女比率を示したもの

である。味覚検査を行った１００名のうち男性４０名

（４０％）女性６０名（６０％）で，男女比は２：３で女性

の方が高い結果であった。

� 主訴別比率

図４は検査施行時患者の主訴の比率を表したも

ので，１人の患者で複数の主訴を持つ者もいたた

め総計は１２５名であった。その内訳は味覚に対する

異常を訴える患者が６３名（５０．４％）と最も多かった。

次いで舌癌にて舌の切除後，再建を行った患者に

（人）

図２ 診療科別の依頼比率

図１ 患者数の推移
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おける味覚状況の確認，あるいは巨舌症への舌縮

小手術を行う前後における味覚状態の検査と障害

の有無の確認のための患者が２８名（２２．４％），灼熱

感などを含む舌痛を主訴とする患者が１８名

（１３．６％），抜歯後の知覚障害を伴う患者の味覚障

害の状態確認のための患者が１３名（１０．４％），口腔

内乾燥３名（２．４％）であった。

図５は味覚に対する異常を訴えた患者６３名の内

訳を示したものである。自発性異常味覚２１名（３４

％），解離性味覚異常１４名（２２％），味覚減退１４名

（２２％），味覚錯誤９名（１４％），および味覚鋭敏５

名（９％）であった。

� 年代別分布

図６は味覚検査を行った１００名における年代別の

分布を示したものである。７０歳代が最も多く２６名

（２６％），ついで５０歳代の２３名（２３％），６０代の２２名

（２２％）と続いた。５０歳代から７０歳代が占める割合

は約７割であった。

図７は味覚異常のみを主訴とした５０名の患者の

年代別分布を示したものである。５０歳代は１２名，６０

歳代は１３名，７０歳代は１５名であり，５０歳代から７０

歳代に集中する結果であった。性別では，女性は

３６名，男性１４名であり，女性は男性の約２．６倍多い

結果であった。舌痛を主訴とした１７名の患者で

は，５０歳代は７名で最も多い結果であった。性別

では，女性は１３名，男性は４名であった。抜歯後

の知覚障害を主訴とした患者は，９名で２０歳代が

４名，３０歳代が３名であり，患者は全て女性であっ

た。

図３ 男女比率

図６ 年代別分布

図４ 患者の主訴別比率

図７ 味覚異常を主訴とした患者の年代別分布

図５ 味覚異常内訳

２５６ �，他：味覚検査結果の統計的分析
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考 察

� 患者数の推移

患者数の推移は，新規患者数，延べ人数とも平

成１１年度が最も多く，平成１２，１３年度は少ない傾

向を示した。平成１４年度は１１月現在で新規患者２８

名延べ人数３５人と増加していた。味覚検査を導入

した平成１１年度は，舌癌患者における味覚状態の

把握のための検査が新規患者数２２名，延べ人数２４

人であった。次年度からは，舌再建部の味覚は回

復しないものの，患者が食事時に味覚に対する不

満を感じていないこと，舌癌の舌再建患者におけ

る味覚状況が確認できたことなどの理由から，舌

癌による舌再建患者の味覚検査依頼が減少したた

め，平成１１年度のみ，新規患者数，延べ患者数が

増加したものと考えられる。

平成１１年度では味覚異常を主訴とする患者は，４２

名中２名であったのに対し，平成１２年度では２１名

中１３名，平成１３年度では２２名中８名，平成１４年度

では３５名中１８名と，味覚異常患者数および検査依

頼件数は増加傾向を示した。冨田らの報告にある

ように味覚障害をもった患者が増していることか

らも，今後さらに増え続けるものと考えられる１，２）。

� 診療科別比率

依頼科別では口腔外科からの依頼が大部分を占

めた。口腔外科は口腔癌手術後の患者にみられる

器質的障害，三叉神経障害による知覚障害などを

ともなう患者，あるいは味覚障害を主訴とする患

者を診察しているため，口腔外科からの検査依頼

件数が多いものと考えられる。他科からの依頼は，

歯科治療を行っている際，患者より「この頃，味

がおかしい」などの主治医への訴えにより，主治

医から依頼されることがほとんどで，そのため味

覚検査の依頼が少なかったものと考えられる。平

成１４年度は，検査部でも２名の検査を行った。患

者は院内掲示板を見て直接受診した者が１名，ホー

ムページを見た他医院の医師が検査部宛に紹介し

た患者１名であった。味覚障害に関する検査は一

般の歯科や医院などでは行っていないため，外部

に対し味覚検査に関する情報を発信していくこと

により，味覚検査依頼件数は今後増加するものと

考えられる。またホームページ上で味覚検査の項

目を更に充実させることや，小冊子を作成し味覚

に不満を持つ患者さんへの適切な広報活動の必要

性があると考えられる。

� 男女比率

味覚障害を主訴とする患者における男女の比率

は２：３で女性の方が多い結果となった。この結

果は富田の報告による比率とほぼ同じ結果であっ

た１）。これは女性が男性に比べ炊事に携わることが

多い環境にあるため，男性に比べ味覚に対して気

を配っていることや，多くは主婦であり夫や子供

などの第三者が味を確認するため，異常に気が付

きやすい環境のためと考えられる。また妊娠や閉

経によるホルモンバランスの変化が影響すること

や，貧血による影響も考えられる４）。

� 主訴別比率

主訴別の比率では，味覚異常を訴えるものが約

半数を占めた。一方で舌癌（舌の再建後）や抜歯に

よる知覚障害などによる器質変化が原因となるも

のが約３０％を占めていた。器質変化が原因となる

味覚障害は冨田の報告で９．０％５），愛場の報告で

５．６％であり６），その値と比較すると高い値であっ

た。冨田，愛場らの報告は耳鼻咽喉科へ来院した

患者を対象とした報告であり５，６），舌再建後の検査

や，抜歯後の三叉神経障害から生じる知覚障害に

付随する味覚障害の検査が行われていないためと

考えられる。

舌や味神経線維などの器質変化が原因のものを

除く味覚異常は約半分であった。半数を占める味

覚異常を主訴別に分類すると自発性異常味覚２１名

（３４％），解離性味覚異常１４名（２２％），味覚減退１４

名（２２％），味覚錯誤９名（１４％），味覚鋭敏５名（９％）

であった。これらの味覚異常の原因を追究するこ

とは今後の課題であるが，愛場，冨田らの報告に

あるように血清亜鉛値が，味覚障害に大きく関係

しているものと考えられる６，７）。

� 年代別分布

年代別分布では５０歳代から７０歳代に集中し，特

に女性の増加が顕著であった。味覚異常を主訴と

する患者では５０歳代以上に集中する結果となった。
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この原因として，前述したように内分泌性のもの

のほか４），高齢の患者の多くは何かしらの基礎疾患

を持っていることが多く，高血圧，糖尿病の薬の

服用による薬剤性の味覚障害も考えられた８）。現在

味覚検査と平行して，血清亜鉛値の検査も行って

おりその多くが６５～７５µg／dl（基準値：６５～１１０µg
／dl）に分布している。愛場６）は７０µg／dl 以下を亜
鉛欠乏性味覚障害にしていることからも，血清亜

鉛値が，６５～７５µg／dl の患者は亜鉛の欠乏が，味
覚障害の原因となっていると考えられる７）。その他

には，富田９），石井１０）らの報告にある老化による茸

状乳頭減少，Arayら１１），Mochizuki１２）らの報告にあ

る加齢による味蕾数減少，なども味覚障害の原因

になっているものと考えられる。

また，舌痛を主訴とする例では，味覚異常を主

訴とする例と比べても女性の比率が多く５０歳以上

に集中する結果となった。これら女性の増加が顕

著な原因としては，生井の報告１３）にある５０歳以上の

女性において唾液分泌量の低下がおこることと関

係している可能性があるかもしれないものと考え

られた。今後味覚検査を実施するにあたり唾液量

の計測は必須であると考えられる。

結 論

現在当科での味覚検査は，味覚障害状態の把握

に留まっている。味覚障害の原因は食事や薬剤の

影響による亜鉛の欠乏，糖尿病や貧血，肝障害な

ど全身疾患に起因するもの，嗅覚や触覚によるも

の，心因性の原因に起因するものなどが挙げられ，

その原因は多岐にわたる。千葉病院臨床検査部に

おいて味覚検査数は増加の傾向を示しており，味

覚障害患者の増加が予想される現状で，患者の味

覚障害の原因を把握し，なおかつ適切な処置を行

え，長期間にわたり患者を診察できる環境を整備

していく必要があると考えられた。

また先に記したように全身疾患に起因すること

も考えられることから，基礎疾患の治療，改善な

どを行うために内科などの他科との連携を行って

いく必要があると考えられた。
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Gustatory testing has been performed in the department of clinical laboratory in Tokyo Dental Col-

lege Chiba Hospital since１９９９. The purpose of this study was to analyse the clinical data from these tests.

Either filter－paper disk and electric gustometry were used.

One hundred patients who took gustatory tests were classified as follows ; � number of patients
� clinical department � the sex ratio � chief complaint and � age group.
Patients with gustatory problems tended to suffer anxrety and almost all patients urderwent oral sur-

gery. There were more female than male patients at a ratio of３：２.

Taste disorders resulting from damage to the tongue or trigeminal nerve were frequently seen, and

patients tended to be older, peaking in the７０’s. Our findings suggested that gustatory testing may become

a useful oral examination for dental care in the near future.

（The Shikwa Gakuho，１０３：２５４～２５９，２００３）
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