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調査・統計

東京歯科大学千葉病院臨床検査部における味覚検査の統計
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3) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
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＊：〒 261-8502　千葉県千葉市美浜区真砂 1-2-2
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抄　録

目的：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おり、

今回は患者数の推移、診療科別比率、年代別及び男女比率について検討をおこなった。

方法：平成 14 年 1 月から、平成 20 年 12 月までに味覚検査を行った患者数延べ 406 名

を対象とした。

結果および考察：平成 14 年の新規患者数は 42 名であり、年々増加し平成 20 年では 85

名であった。年代別分布では 60 歳代が最も多く共に 104 名（25.5％）であった。男女

比は男性 151 名（37.2％）、女性 255 名（62.8％）であり、女性が倍近い受診率であった。

血清亜鉛の平均値は 73.9 ± 11.9 μ g/dl であり、血清銅値の平均値は 117.57 ± 19.1 μ

g/dl であった。

　味覚障害の原因は、亜鉛の欠乏、全身疾患、心因性に起因するものなどがある。千葉病

院の味覚検査は年々増加傾向を示し、適切な処置および長期間にわたる患者のケアを歯科

医師だけではなく他科との綿密な連携をとれる環境を充実させていく必要があると考えら

れた。

キーワード： gustatory test, zinc, copper

論文受付：2009 年 1 月 31 日　論文受理：2009 年 2 月 21 日

緒　言

　近年、味覚に異常を訴える人が増加し 1990 年で

は味覚障害患者は 14 万人であったが、2003 年には

24 万人が味覚障害の患者とされている１)。この傾向

は欧米では認められずに日本で著明であると報告さ

れている２)。味覚異常を主訴に病院を受診する患者は、

若年者でも味覚障害を主訴に受診するが、多くは 50

～ 60 歳代が多い１)。

　味覚障害の原因は大きく分けて味蕾への障害、味

覚伝導路障害および心因性障害が挙げられる。味蕾

での障害は、舌炎や火傷、口腔乾燥症などによる外

的障害や、亜鉛や鉄分欠乏症による内的障害、顔面

神経麻痺や口蓋扁桃摘出術などによる味覚伝導路障

害、味覚検査は正常で歯科治療後の補綴物の舌触り

や嗅覚で異常を示す風味障害、うつ病やヒステリー、

ストレスなどに起因する心因性味覚障害および老化

が起因する味覚障害が挙げられる。薬剤による味覚

障害は降圧利尿剤や消炎鎮痛薬、抗ヒスタミン、抗
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生物質、制がん剤、副腎皮質ホルモン剤などの長期

連用・併用で尿に多く亜鉛が排出されるために味覚

が障害される。全身の病気による味覚障害では溶血

性貧血、糖尿病、肝不全、ネフローゼ、透析、腫瘍、

膠原病、内分泌機能低下などで味覚障害がおこる 1)2)。

また、味覚障害の種類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、味の識別がしにくい味覚減退、本来の味と

異なった味を感じる味覚錯誤、味を感じない味覚消

失が挙げられる２)3)。

　今回我々は、東京歯科大学千葉病院で行った味覚

検査を集計し、文献的考察を加えた。

材料および方法：

　平成 14 年 4 月より 20 年 12 月までの 7 年間に東

京歯科大学千葉病院にて味覚検査を行った 406 人を

対照とした。唾液検査は濾紙ディスク方法 ( 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 - 洒石酸 , 苦味 - 塩酸キニーネ ) お

よび電気味覚検査 ( 永島医科機械株式会社製 EG- Ⅱ B)

を用いた。また、採血による血清亜鉛および血清銅

の検査も行った。統計学的には、患者数の推移、診

療科別比率、年代別及び男女比率について検討をお

こなった。

結　果

1. 患者数の推移

　平成 14 年の新規患者数は 42 名であり、延べ人数

は 49 名であった。平成 15 年は 31 人と一度減少する

がそれ以降徐々に新規患者数は増加傾向を示し、平成

20 年において新規患者数は 83 名であり、延べ人数は

85 人であった。延べ人数は経過観察を複数回施行し

た患者を含めた味覚検査実施件数 406 件を示した。

2. 診療科別比率

　診療科別比率では平成 14 年度には口腔外科からの

依頼が最も多く 41 件あり、次いで補綴科、保存科、

臨床検査からの依頼が数件であった。それ以後も口

腔外科からの味覚検査の依頼がもっとも多い割合を

示していたが、平成 17 年に味覚外来が開設しその年

は 2 件のみだったが、平成 18 年度は味覚外来が 24

件あり口腔外科が 33 件と味覚外来に受診する患者が

増え、平成 19 年度では味覚外来が 39 件、口腔外科

が 30 件および平成 20 年では味覚外来が 44 件、口

腔外科が 34 件と味覚外来での検査が最も多い割合と

なった。口腔外科以外の診療科からの味覚検査依頼

は毎年数件の依頼を受けた。

3. 年代別、性別分布

　年代別分布では、平均年齢は 58.8 ± 15.5 歳であっ

た。60 歳代が最も多く 104 件 (25.8%) であり、次

い で 50 歳 代 が 102 件（25.3%）、70 歳 代 が 88 件

(21.8%) であった。60 歳から 79 歳までの占める割合

は 73.0% であった。また、新規患者における男女比

は男性 151 名（37.2％）、女性 255 名 （62.8％）で

あり、男女比は約 1：2 で女性の方が 2 倍近い結果で

あった。

4. 血清亜鉛値

　味覚外来を受診した患者のうち、医療面接を行い

血清亜鉛値測定が必要と思われた患者は 337 件で

あった。血清亜鉛の平均値は 73.9 ± 11.9µl/dl ( 基

準値 65 ～ 110µl/dl) であり、血清亜鉛値 70-79µl/dl

の受信者が 110 件 (32.6%) であり、次いで 60-69µl/

dl の 値 が 100 名 (29.7%) で あ り、 血 清 亜 鉛 値 60-

109µl/dl の受診者は 296 件 (87.8%) であった。

図 1　以来診療科別患者数の推移

表 1　患者数の推移および患者数の推移

14 15 16 17 18 19 20

総合診療科 0 0 0 0 0 1 1

インプラント科 0 0 0 1 0 0 0

麻酔科 0 1 0 1 1 0 0

保存科 2 0 2 1 1 0 2

補綴科 4 1 1 4 0 2 2

臨床検査 2 3 2 2 1 3 2

味覚外来 0 0 0 4 24 42 44

口腔外科 41 31 36 44 33 32 34

合計 47 35 39 54 58 79 85

44 - 47
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5. 血清銅値

　味覚外来患者のうち延、血清銅値測定の必要があ

ると思われた延べ 285 件に対して検査を行った。血

清銅の平均値は 117.5 ± 19.1µl/dl であり、血清銅値

が 100-129µl/dl の患者数は 159 名 (55.8%) であった。

考　察

1. 患者数の推移

　平成 11 年度に味覚外来が始まり、患者数の推移は

年々増加傾向が認められる。平成 14 年度には合計

47 件の味覚外来が行われ、平成 15 年、16 年は若

干少なくなった。これは、口腔外科からの依頼が 10

件、補綴化からの依頼が 3 件減少したことが挙げら

れる。また、平成 19 年度では 79 件、平成 20 年度

も 85 件と増加している。これは、味覚障害を訴える

患者が増加しているという報告と同様の結果であっ

た１)-4)。また、味覚は唾液に味物質が溶けたものが受

容体に結合するため、唾液量の減少するドライマウ

ス患者も近年増加しているため、味覚障害患者も今

後さらに増えることが考えられる。

2. 診療科別比率

　依頼科別では口腔外科からの依頼が平成 18 年ま

では最も多かった。口腔外科からの依頼は口腔癌に

おける舌切除時の器質的障害、三叉神経障害による

知覚障害および味覚を主訴に来院した患者の依頼で

あった。他科からの依頼は診療時に患者からの訴え

による依頼であった。味覚障害患者は口腔外科で診

療していたが平成 17 年からは味覚外来が行われたた

め口腔外科からの依頼は少なくなり、舌再建による

味覚の検査が主な依頼となった。

　一般歯科では味覚障害に対する診療、治療はあま

り行われていないため、今後は味覚異常に対する情

報を広く一般に広める必要があると考えられる。

3. 年代別性別分布

　年代別分布では、50 歳以上で味覚外来を受診した

患者は 78.2% であった。高齢者に味覚障害が多い要

因として、加齢に伴う味細胞の減少や、全身疾患に

対する治療薬を服薬したための副作用、義歯装着に

よる味覚部位の減少などが挙げられる５)。また、富

田らの報告によると、味覚障害の要因として生活習

慣病などの内科的な全身疾患を有する患者の増加と、

図 2　年代別受診件数

図 3　男女比別受診数

図 4　血清亜鉛値分布

図 5　血清銅値分布

国分栄仁　東京歯科大学千葉病院臨床検査部における味覚検査の統計
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その治療のために亜鉛キレート能をもつ薬剤の服薬、

唾液分泌減少などの口腔内病変をもつ症例の増加に

よるとしている２)。20 歳代および 30 歳代も合計 55

名の味覚外来に受診しており、食生活による生活習

慣病や心因性の障害も考えられる。

　また、味覚検査を行った男女比の比率は、男性が

38.2%、女性が 61.8% となり女性の割合が多い結果

であり、阪上らの報告と同様であった 6)。女性の割合

が多い要因として、料理を作るときに味付けに関し

て敏感であることが挙げられる。

4. 血清亜鉛値

　血清亜鉛値はおおむね 70-120µg/dl が正常値とい

われている 7)。また、70µg/dl 未満は亜鉛欠乏性味覚

障害としている 3)7)8)。今回行ｍった血清亜鉛の値は、

70µg/dl 以下の患者は 136 名 (40.4%) であった。味

覚障害の中でも甘味に関して、受容サイトはタンパ

ク質であると考えられ、亜鉛欠乏性味覚異常の初期

に甘味だけが自他覚的にわからなくなる解離性味覚

障害がおこるため亜鉛剤の内服治療で治癒すること

が知られている９)。また、血清亜鉛値が基準内の患者

は 296 件 (87.8%) であり、診査時における味覚障害

の要因を理解したうえで適切な治療法が必要である

と考えられる。日本人の亜鉛所要摂取量は 9-12mg

であるが、井之口らの報告６) によると 1 日平均摂取

量は 9mg であり、ダイエットや偏食により容易に亜

鉛摂取不足になると考えられ、患者に対する栄養指

導や食生活の工夫を指導する必要がある。

5. 血清銅値

　血清銅の平均値は 111.9 ± 21.6µl/dl であり、お

おむね基準値は 70-140µg/dl とされているが、基準

値は様々な報告があり、一概に正常値を示しにくい。

今回行った患者では、明らかな低血清銅患者は認め

られなかったが、基準値を超えた 140µg/dl 以上の患

者は 16 名 (5.6%) であった。また、味覚障害の有効

な判断法として血清亜鉛値と血清銅値の比率を調べ

ることが挙げられる。これは、血清亜鉛 / 血清銅の

値が 0.7µg/dl を下がるとおおよそ味覚障害であると

考えられる。今回の検査で血清亜鉛および血清銅を

検査した患者のうち、そのうち 205 件 (70.2%) では

基準値内であったが、87 件 (29.8%) において比率が

0.7µg/dl を下回っていた。この結果からも、味覚障

害の診断基準として有効であると考えられた。

結　論　

　東京歯科大学千葉病院で行う味覚検査は年次増加

傾向を示し、近年では高齢者だけではなく 20 代や

30 代の年齢の患者も検査を行いに来院している。口

腔内では舌苔や口腔乾燥症が味覚障害の原因となる

こともあり、歯科医師および歯科衛生士として口腔

内のケア、アドバイス等を行っていく必要がある。

対応すべき問題も多いと考えられた。 

　また、薬剤を多数服用している患者も認め、少な

からず影響があると考えられる。患者の服用中薬剤

について半数を超える多くの患者が数種類の薬剤を

服用していた。そのため歯科診療における味覚検査

だけではなく、適切な処置および長期間にわたる患

者のケアが必要である。つまり歯科関係だけではな

く医科との連携も行えるような環境を充実させてい

く必要があると考えられる。 
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