
612. 87
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第1編

疾 病 に 依 る 味 覚 閾 値 の 変 動
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本 田 公 昶
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I. 緒 言

味覚は適当な内部環境の維持と栄養に必要な食餌

養素の選択に生物学的ガイ ドとして働 くものである

事はRichter1)等 の指摘 している所で,味 覚の生体

に及ぼす影響は生体栄養に関する生物学的立場から

見ると極めて重要である事は周知のことである.

日常の臨床に於て,我 々は特定の疾病に罹患 して

以来嗜好の変化を来 し,或 は食慾不振が調味により

変化する事をしばしば経験している.斯 の如 く味覚

は臨床的に可成 り重要な意義を有すると考えられる

にも拘わらず,味 覚に関 す る研究 は1932年Fox2)

が味盲現象を見出して以来生理学に於ては可成り行

われているが,臨 床的には若干の婦人科的疾患3)4)5),

耳鼻科的疾患6)7)に関する報告を除いて見るべきも

のがない.た だ僅かに佐々木8)は 胃疾患に於ける味

覚閾値の変化につい て報 告 し,又Katsch他9)は

胃疾患,発 熱疾患,呼 吸器疾患,肝 臓疾患等に於て

味覚が障害されると述べているに過ぎず,各 種内科

疾患に就ての系統的な研究に乏 しい.そ こで著者は

各種内科的疾患特 に消化 器疾 患,発 熱疾患その他

2, 3の疾患時に於ける味覚閾値の変動を調べて見た.

第1表　 試 薬 濃 度 表(%)

Ⅱ. 実験対象及び実験方法

被検者としては本院入院並びに外来患者を選び,

別に健康な本院職員及び看護学院生徒を対照とした.

試験液は従来より代表的物質として認められてい

る4種 の有味物質を選んだ.即 ち甘味には蔗糖(試

薬用,明 糖),鹹 味には食塩(局 方大塚),酸 味には

醋酸(局 方大日本製薬),苦 味には塩酸キニーネ(局

方保栄薬品)を 用いた.閾 値の測定には微量点滴法,

濾紙法,全 口腔法等の方法が用いられ,又 測定部位,

液量,液 温等 も一定 していないようである.従 つて

閾値も報告者により可成 りの差が見られ る.著 者は

三村10)の 全 口腔法を用い,そ の判定は逐次検査単

純申告法によつた.即 ち夫々の有味物質を用いて閾

値附近を中心に第1表 の如き濃度階級の溶液を作り,

その約10ccを 試験管に入れて用意 して おき,実 験

に際し被検者に口腔内を水道水にて含嗽させた後,

前述の試験液を甘,鹹,酸,苦 味の順序で低濃度の

ものより順次2～3分 の間隔で含ませ,口 腔内に5

秒以上含ませた後その感 じた味を申告 させ る.そ の

物質固有の味をはつきり申告 した濃度をもつて閾値

とした,味 覚閾値にはRichter1),福 田11)の定義に

よると知覚閾値と判断閾値とあり,著 者の方法で示

される閾値は知覚閾値に相当するものと思われる.

元来味覚には主観的要素が多分に含まれ,被 検者が

予備知識を有 している場合には判断閾値下の不確実

な味をも確実な味として申告する危険性があり,同

一の状況下で実験を行つたとしても第2回 目の実験
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では第1回 目の時より低い閾値を示す恐れがある.

又本実験では治療前と治療軽快時の少 くとも2回 実

験を行 う必要がある.従 つて,著 者は判断閾値を用

いず知覚閾値を採用 した.各 回毎に口腔内に含んだ

液は全部吐出させ,そ の都度含嗽させた.温 度につ

いては後述する如 く,厳 寒,酷 暑を避け,室 温に放

置したものを用いた.又 食事の影響を考慮して食事

の前後1時 間内の実験は避けた.

Ⅲ. 実 験 成 績

1. 健康人の味覚閾値健康人男子32名,女 子30名

につき夫々味覚閾値を測定した.第2表 の如き分布

を 示 し,甘 味 の 平均 閾値 は男 子0.491%,女 子0.399

%で,鹹 味 の そ れ は男 子0.274%,女 子0.369%で あ

つ た.又 酸 味 は 男子0.0206%,女 子0.0155%,苦 味

は男 子0.00108%,女 子0.00082%の 平 均 閾値 を示 し

た.こ れ 等 の値 は 三村12)等 多 数 の 邦 人 につ い ての

報 告 と ほぼ 一致 す る8)13)14).又 男 女 を 比 較す る と,

甘 味,酸 味,苦 味 は 女子 が男 子 よ り敏 感 で あつ たが,

鹹 味 は男 子 が敏 感 で あつ た.

次 に味 覚 閾値 の 年 令 に よ る 差 異 に 就 て 辻15),藤

野16)等 は 年 令 に よ る差 はな い と 述 べ,茂 手 木他17)

は5～25才 で 甘 味 閾 値 に差 を認 めて い る.著 者 は

15～65才 に 於 て 味 覚 閾値 を調 べ た 結 果,第3～6表

に示 す 如 く4味 覚共 年令 に よ る有 意 の 差 は 認 め な か

つ た.

第2表　 健 康 者 の 味 覚 閾 値　 男子32例　 女子32例

第4表　 年令別味覚閾値(2)

鹹 味

第3表　 年令別味覚閾値(1)

甘 味

*水 に対 しても 「甘」と申告

第5表　 年令別味覚閾値(3)

酸 味

次に10°～30℃ の間に於ける試験液の温度による

差を見るに第7～10表 に示す如 く,甘 味閾値は男子

では著明な差は見られないが,女 子では液温が高い

ほど低い閾値をとる例が多 く, 1例 は29.6℃ の水
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道 水 に対 して 「甘 い 」 と 申 告 し て い る.然 し乍 ら

10°～30℃ の液 温 で は,男 子32例 中31例 は0.2～0.8

%で あ り,女 子30例 中29例 は0.1～0.8%で, 0.9%

以上 の 閾値 を示 した者 は いな かつ た.鹹 味 は高 温 で

高 い閾値 を 示 す傾 向 に あつ たが,男 子32例 中30例 は

0.1～0.6%,女 子30例 中28例 は0.1～0.6%で, 0.7

%以 上 の閾 値 を示 した もの は1例 の みで あつ た.酸

味,苦 味 閾 値 は 温度 に よ り特 に 有 意 の差 は認 め な か

つた.液 温が味覚閾値に影響す る事 は伊 藤18),都

築19)等 多数の報告があり,又 財津20)は 鹹味閾値は

外気温と可成 り相関があると述べている.以 上の如

く味覚閾値は外気温或は試験液の温度による影響が

考えられるので,著 者は厳寒,酷 暑を避け,室 温に

放置した液を以て以後の実験を行つた.但 し同一人

に於ては第1回 検査と第2回 検査時の液温を出来得

る限 り5℃ 以内として実験した.同 一人で日を変え

て測定 した成績は第11表 に示す如く各味覚共殆んど

閾値の変化を見なかつた.

以上の健康者に就ての若干の基礎的実験により,

著者の作つた濃度階級の溶液で十分味覚閾値の変化

は把握可能な事が証明出来,他 方に於て味覚閾値の

正常範囲を次の如 く定めるのが妥当と考えた.

第6表　 年令別味覚閾値(4)

苦 味

第9表　 温度別味覚閾値(3)

酸 味

第10表　 温度別味覚閾値(4)

苦 味

第7表　 温度別味覚閾値(1)

甘 味

*水 に 対 して 〃甘い"と 申告

第8表　 温度別味覚閾値(2)

鹹 味

甘 味

(蔗 糖){男 子0.2～0.80%女子1～0.8%酸 味(醋酸){男子0.006～0.04%女子0.006～0.04%

鹹 味(

食 塩){男 子0.1～0.6%女子0.1～0.6%苦 味(塩酸キ ニー ネ){男 子0.0005～0.002%女子0.0005～0.0015%
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2. 疾病による味覚閾値の変化

患者144例 に就き味覚閾値を測定 し,正 常範囲内

の閾値を示す者,正 常値以下の閾値を示す者,或 は

正常閾値以上の値を示す者に分類 して第12表 に示す.

イ) 甘味:正 常値以上の閾値を示す者は慢性胃

炎では17例 中10例(58.8%)に 認められたが,胃 潰

瘍では14例 中4例(28.6%)で あり,胃 癌では3例

に過ぎないが何れも手術可能例で, 1例 のみが正常

値以上の閾値を示 した.反 之十二指腸潰瘍では14例

中8例(57.1%)が 正常範囲以上の閾値を示 した.

肝臓疾患中,急 性及び慢性肝炎では閾値上昇を認め

たものは13例 中8例(61.5%)の 高率を示 したのに

反 し,肝 硬変では9例 中2例(22.2%)に 過ぎなか

つた点は興味がある.腎 炎,心 不全では閾値が正常

範囲以上のものは症例の40～50%を 示 し,発 熱疾患

にも45.5%に 認められ,貧 血,糖 尿病でも可成 りの

閾値上昇が認め られた.

以上の成績を疾病の種類の如何を問わず全症例に

就て総括的に見ると,被 検者144例 中70例(48.6%)

が正常範囲以上を示 しており,正 常範囲以下の閾値

を示 したものは僅か4例(2.8%)に 過ぎなかつた,

なおこの内胃潰瘍,急 性腎炎,心 不全の各1例 は水

道水に対 して 「甘い」と申告 したが,胃 潰瘍の1例

は試験液の温度28.5℃ の場合であつ たが,他 の2

例は18℃ 前後の試験液の温度であつた事は興味深

い.

ロ) 鹹味:正 常範囲以上の閾値を示 した者は甘

味の場 合と趣を異にし,慢 性 胃炎で は16例 中3例

(17.7%),胃 潰瘍では14例 中4例(28.6%)で 可成

り少 く,胃 癌は3例 中1例,更 に十二指腸潰瘍では

14例中2例(14.3%),肝 臓 疾 患中急性及び慢性肝

炎では13例 中2例(15.4%)に 過ぎないが,肝 硬変

症では9例 中3例(33.3%)で 大差を認めない.腎

炎,心 不全に於ては閾値が正常以上の者の占める比

率は甘味に於る場合と大差はないが発熱疾患に於て

は11例 中3例(27.3%)で 少 く,又 貧血,糖 尿病に

於ても甘味の場合より少い.全 症例に就て見ると鹹

味閾値が正常以上の例は33例(22.9%)に 過ぎず甘

味に比 し著しく少い.反 之,閾 値が正常以下の例は

5例(3.5%)で,中3例 は慢性胃炎例であつた.

バ) 酸味:慢 性胃炎,胃 潰瘍,胃 癌では夫 々18

例中5例(29.4%), 14例中4例(28.6%), 3例 中

1例(33.3%),即 ち約30%が 正常範囲以上の閾値

を示し疾病差は著明でない.十 二指腸潰瘍患者では

正常以上の閾値を示す者は14例中2例(14.3%)に

過ぎず,甘 味の場合に比 し極めて少いが鹹味の場合

に似た比率を示 した.又 急性及び慢性肝炎ではその

殆んどの例が正常範囲の閾値を示 し,正 常以上の閾

値を示 した者は極めて少い.反 之肝硬変では正常範

囲以上の閾値を示 した者が7例 中3例(42.9%)と

可成 り高率に認められた.腎 炎では正常以上の閾値

を示す者は13例 中3例(23.1%)で 少 く,心 不全は

全例正常範囲内の閾値を示した.発 熱疾患は11例中

5例(45.5%)が 正常以上の閾値を示し他疾患に比

し高率であつた.貧 血患者では9例 中7例(77.8%),

糖尿病では全例が正常範囲の閾値を示 した.全 症例

に就て見 ると142例 中33例(23.9%)が 正常値以上

の閾値を示 した.正 常値以下の閾値を示 した者は2

例(1.4%)に 過ぎず,こ れ等 は何れも慢性胃炎例

であつた.

第11表　 健康者の闘値の変動

二) 苦味:慢 性胃炎では17例 中16例が正常範囲

の閾値を示 し正常以上の閾値の例を認めないが,胃

潰瘍では14例 中6例(42.9%)が 正常以上の閾値を

示 し,胃 癌患者でも3例 中2例 に正常以上の閾値を

認めた.反 之十二指腸潰瘍では14例中13例(92.9%)

と殆んどの例が正常範囲内にあり,正 常以上の閾値

を示した者は1例 に過ぎない.急 性肝炎は10例中7

例(70.0%)が 正常範囲以上の閾値を示し 中1例

は塩酸キニーネ0.1%溶 液10ccを 含ましめても苦

味を感 じないで 「渋い」と申告した.之 は治癒軽快

時の検査に於ても同様の申告をしでおり,所 謂 「味

盲者」と考えられる,又 慢性肝炎でも3例 中1例 に,

肝硬変では9例 中5例(55.6%)に 正常以上の閾値
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を示 した.従 つて肝臓疾患では可成り苦味覚障害を

来すと考えられる.急 性腎炎では正常以上の閾値を

示すものが8例 中3例(37.5%)と 可成 り認められ

たが,慢 性腎炎では殆んど正常範囲内に含まれ, 1

例は却つて正常値以下の閾値を示 した.心 不全では

5例 中4例(80.0%),発 熱疾患 で は11例 中5例

(45.5%)が 正常 値以上の閾値を示し,貧 血は9例

中8例(88.9%)が 正常値を示し,糖 尿病では正常

以下の閾値を示 した者が10例 中3例(30%)あ つた.

全症例144例 中44例(30.6%)が 正常 以上の閾値を

示 し,正 常以下の閾値を示した例は8例(5.6%)

で,中3例 は糖尿病例であつた.

以上の如 く甘味に於て正常以上の閾値を示 した者

は慢性胃炎,十 二指腸潰瘍では可成 り多数見られる

が,胃 潰瘍,胃 癌では約30%で あつた.又 急性及び

慢性肝炎では症例の60～70%で あるに反 し,肝 硬変

では僅かに22.2%に 過ぎない.貧 血では約30%,腎

炎,心 不全,発 熱疾患,糖 尿病では40～50%が 正常

以上の閾値を示 し,可 成 りの閾値上昇が認められる.

鹹味に於ける閾値上昇例は肝硬変,腎 炎,心 不全で

は甘味と大差ないが,そ の他の疾患では甘味に比し

少い.酸 味に於て正常以上の閾値を示 した者は胃疾

患に於ては約30%で 疾病差は著明でな く,十 二指腸

潰瘍では甘味の場合に比 し極めて少いが鹹味の場合

と同率であつた.肝 硬変では正常以上の閾値を示し

た者が可成 り高率に認められ,発 熱疾患では45.5%

で他の疾患に比 し最も高率であつたが,そ の他の疾

患では極めて少い.苦 味に於て正常以上の閾値を示

した者は可成 り認められたが,慢 性胃炎,十 二指腸

潰瘍,貧 血,糖 尿病では多 くは正常範囲の閾値を示

した.全 症例に就で見ると,正 常範囲以上の閾値を

示 した ものは甘味が最も多く,次 で苦味,酸 味,鹹

味の順であつた.正 常範囲以下の閾値を示 した もの

は4味 覚共極めて僅かであつた.

3. 閾値の上昇度

第12表 に示 した如 く閾値の低下を来 したものは各

味覚共極めて少数であるため,閾 値の上昇を来 した

もののみに就て若干の検討を加えた.

イ) 甘味:正 常値上限界よりの上昇度 を0.2%

以下, 0.3～0.4%, 0.5～0.6%, 0.7%以 上の4段

階に分類 し,各 疾病毎に甘味覚閾値の上昇の度を見

ると第13表 の如 く慢性胃炎では10例 中9例 が0.2%

以下に含まれるが,胃 潰瘍ではやや高度に上昇 して

いるものが多 く,十 二指腸潰瘍では上昇度は一定 し

ていない.肝 炎では高度の上昇を示 したものも可成

り含まれ,肝 硬変では2例 共0.5%以 上の上昇を示

した.腎 炎,心 不全でも高度の上昇を示したものが

やや多く,発 熱疾患,糖 尿病では上昇度は一定して

いない.貧 血では全例0.2%以 下の上昇であつた.

即ち疾病に罹患 している者では甘味閾値の上昇した

者が多いが,そ の上昇程度は65.7%が0.4%以 下の

軽度上昇で, 0.5%以 上の上昇を示 した者は34.3%

であつた.

第13表　 味覚閾値上昇の程度(1)

甘 味

ロ) 鹹味:甘 味の場合と同様の段階で分類 して

見ると第14表の如く胃,十 二指腸疾患の閾値上昇度

は全て0.4%以 下であつた.反 之肝臓疾患では高度
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の上昇を示 した者が多 く,腎 炎,心 不全,発 熱疾患

では多 くは0.4%以 下の上昇度であつた.全体として

正常以上の閾値を示 した症例33例 中23例(69.7%)

が0.4%以 下の上昇度で, 0.5%以 上の上昇度を示 し

たものは30.4%で あつた.

ハ) 酸味 閾値上昇度を第15表 に示す如 く分類

すると,慢 性胃炎では全例0.04%以 下の上昇度を示

すが,胃 潰瘍では4例 中2例 は0.05%以 上の上昇度

を示 した,十 二指腸潰瘍,胃 癌では0.02%以 下の上

昇であり,肝 臓疾患でも軽度の上昇を示した者が多

いが,肝 炎の1例 では高度上昇を示 した.腎 炎患者

では0.02%以 下の上昇度を示 す ものな く,何 れも

0.03%以 上の上昇度を示 した.発 熱疾患では上昇度

が一定せず,高 度に上昇した者もあり,特 にその中

の1例 は1%醋 酸の高濃度溶液でも酸味を感 じなか

つた.概 して胃潰瘍,腎 炎,発 熱疾患を除く多くの

疾病では閾値上昇度は軽度で,全 症例 の70.6%は

0.04%以 下の上昇度であつた.

第14表　 味覚閾値上昇の程度(2)

鹹 味

第15表　 味覚閾値上昇の程度(3)

酸 味

二) 苦味:第16表 に示す如 く慢性胃炎は正常値

以上に閾値の上昇を示 した者な く,又 正常値以上に

上昇 した糖尿病,貧血の各1例 はその上昇度は0.001

%以 下であつたが,そ の他の多 くの疾病では0.0011
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%以 上の高度の上昇を示 したものが可成り多く認め

られた.即 ち全症例44例 中21例(47.7%)は0.0011

%以 上の上昇を示 した.

以上の如 く閾値上昇の程度は,甘 味に於て慢性胃

炎,貧 血では全 例0.4%以 下の上昇を示し,そ の他

の疾病では0.5%以 上の上昇例が可成 り多 く認めら

れた.特 に肝硬変,心 不全では全例0.5%以 上の上

昇を示 した.鹹 味に於ては肝臓疾患が高度の上昇を

示す他,多 くの疾病では0.4%以 下の上昇度であつ

た.酸 味に於て慢性胃炎,十 二指腸潰瘍,胃 癌では

全例0.04%以 下の上昇度 を示 したが,胃 潰瘍では

0.05%以 上の上昇例も見 られた.肝 炎では2例 中1

例は高度の上昇を示 したが,肝 硬変では全例0.02%

以下の上昇であつた.発 熱疾患では高度に上昇した

ものが多く,心 不全,糖 尿病 は上昇例を見なかつ

た.苦 味に於ては慢性胃炎,糖 尿病,貧 血を除 く多

くの疾病では可成り高度の上昇を示 した例が多かつ

た.

4. 治療前及び治療後に於ける味覚閾値の変動

疾病により入院後未だ治療を加えてない時期と,

治療により軽快した時期に於ける味覚閾値を測定し,

その変動を4つ の群に分けて比較検討した. A群 は

正常値以上の閾値内での変動を示すもの, B群 は正

常値以上の閾値と正常閾値との間の変動を示すもの,

 C群 は正常な閾値の間での変動を示すもの, D群 は

正常な閾値と正常以下の閾値との間の変動を示すも

のとして,治 療前の閾値と治療軽快時期の閾値との

変化を比較して見ると第17～20表 に示す如 くであ

る.

イ) 甘味 ． 名疾患共夫々A, B, C, D群 に属

するものがあるが,之 を疾病別に見ると第17表 の如

く慢性胃炎ではA群 は2例 に過ぎず,こ れ等は何れ

も閾値の上昇を示 したが, 8例 中6例 とその大部分

はB, C群 に含まれ,そ の中の5例 は治療後閾値は

低下した.胃 潰瘍では全例B, C群 に含まれ,閾 値

は治療後低下 したものも上昇 したものもあり,又 不

変のものもあり一定の傾向を示さなかつた.十 二指

腸潰瘍では9例 中6例 がB, C群 に含まれ,そ の大

部分は閾値の低下を見た.肝 炎7例 はA, B, C群

に含まれ治療後6例 は閾値の低下を来 した.肝 硬変

4例 もA, B, C群 に含まれ, 1例 では閾値の上昇

を認めたが2例 では閾値の低下を来した.腎 炎は7

例中5例 とその大部分はB, C群 に含まれ,治 療後

閾値は低下 したものが多いが, D群 に属 した1例 で

は閾値は上昇 し正常値へ復 していた,心 不全でも同

様にB, C群 では閾値は低下 し, D群 の1例 では上

昇し正常化の傾向を示 した.発 熱疾患ではA, B,

 C, D各 群に含まれ,多 くは治療後閾値低下の傾向

を示 した.糖 尿病では5例 共B, C群 に含まれ,而

もB群 に含まれるものは1例 のみであつた.貧 血患

者 も全てB, C群 に含まれていた.

第16表　 味覚閾値上昇の程度(4)

苦 味

即ち男子54例,女 子17例,計71例 中32例 はC群 に

合まれ正常値内での変化を示 し,治 療前異常閾値を

示 した39例 中24例はB群 に含まれ,中21例 は治療後

閾値の正常化を見, D群4例 中2例 は治療後閾値の

上昇を見,又A群11例 中3例 は治療後閾値低下 し,
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正常化の傾向を示 し,全 体として39例 中26例(66.7

%)が 治療後閾値正常化の傾向を認めた.然 し乍 ら

A, B群 に含まれ乍 ら治療後閾値上昇 したもの7例,

 D群 で治療後正常以下に閾値低下 したもの2例 も見

られた.

第17表　 治療前に比し治療軽快時の閾値の変化(1)

甘 味　 男子54例　 女子17例

ロ) 鹹味:治 療前後の鹹味閾値の変化を見ると

第18表 の如 く慢性胃炎では8例 中4例 はB, C群 に

含まれるが, 4例 はD群 に含まれ,中2例 は治療後

の閾値が正常以下に低下し, 1例 は治療前後で閾値

不変であつた.胃 潰瘍は8例 共B, C群 に含まれ,

治療後閾値は低下 したものが多 く正常化の傾向が見

られるが,十 二指腸潰瘍ではA, B群 に含まれるも

のな く,大 部分はC群 に含まれ,閾 値は上昇 したも

のも低下したものもあるが何れも正常値内の変動で

あつた.唯D群 に含まれた2例 では閾値の低下が見

られた.肝 臓疾患でも多 くはB, C群 に含まれ, 12

例中7例 はC群 に含まれ正常値内の変動を示 し, B

群に含まれた4例 中3例 では治療後閾値は正常化 し

た.腎 炎7例 中1例 はB群 に含まれ,治 療後閾値の

低下を見たが, 6例 はC群 に含また正常値内の変動

を示 した.心 不全では治療前正常以上の閾値を示 し

たものが2例 見られたが,こ れ等は何れもB群 に属

し治療後正常閾値を示 したが, D群 に含まれる1例

も治療後は正常閾値を示 した.発 熱疾患では9例 中

6例 はC群 に含まれ正常閾値内の変動を示 したが,

 9群 に含まれ乍ら治療後更に閾値の上昇 したもの,
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B群 に含まれ正常化 したもの, D群 に含まれ治療後

更に閾値の低下 したもの等も各1例 見 られた.糖 尿

病,貧 血では, 9例 中7例 はC群 に含まれ正常閾値

内の変動を示 した.即 ち男子54例,女 子17例,計71

例中46例 はC群 に含まれ正常閾値内の変動を示 した

が,治 療前異常閾値を示 した25例 中B群 は15例 でそ

の中12例 は治療後閾値の正常化を見, D群8例 中2

例は治療後閾値の上昇即 ち正常化を見,全 体として

治療前異常閾値を示 した25例 中14例(56%)が 治療

後正常閾値となつた.然 し乍 らA群 に含まれ乍 ら治

療後閾値の上昇 した者1例, D群 に含まれ乍 ら治療

後更に閾値の低下した5例 も見 られた.

第18表　 治療前に比し治療軽快時の閾値の変化(2)

鹹 味　 男子54例　 女子17例

ハ) 酸味:治 療前後の酸味閾値の変化を見 ると

第19表 の如 く,慢 性胃炎では各群に含まれ,治 療後

の閾値は低下したものも上昇したものも見られた.

胃潰瘍では全例B, C群 に含まれ,特 にB群 に含ま

れた2例 は何れも治療後閾値の低下即ち正常化が見

られた.十 二指腸潰瘍でも全例B, C群 に含まれる

が,閾 値は不変のものが多 く, B群 に含まれたのは

1例 のみであつた.肝 臓疾患はA, B, C, P何 れ

の群にも見られたが,約 半数はC群 に含まれ治療前

異常閾値を示 した5例 中治療後正常化2例,不 変2

例で治療後の閾値は低下する傾向が認められた.腎

炎,心 不全では殆んどC群 内で変化し,そ の大部分

は閾値低下の傾向を示 した.発 熱疾患は夫々A, B,

 C群 に含まれ, 9例 中1例 を除き,他 の8例 は夫々
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の群に於で閾値の低下を示 した.糖 尿病,貧 血は大

部分C群 に含まれ正常閾値内の変化を示 した.

即ち男子53例,女 子17例,計70例 中46例(65.7%)

はC群 内に含まれ,治 療前異常閾値を示 した24例 中

14例(58.3%)は 閾値の正常化, 5例(20.8%)は

不変で多 くは正常閾値へ復する傾向が認められた.

ニ) 苦味:治 療前後に於ける苦味閥値の変化を

見ると第20表 の如 く慢性胃炎ではB, C, D群 に含

まれ,閾 値は低下したものも上昇したものもあり一

定の傾向を示 さない.胃 潰瘍では8例 中3例 がB群

に含まれ何れも治療後閾値は低下 し正常化 している

が, 5例 はC群 に含まれ,中4例 は不変であつた,

十二指腸潰瘍では9例 中8例 がC群 に含まれ正常値

内の変動を示 した.肝 炎,肝 硬変では大部分がA,

 B群 に含まれ,閾 値は低下したものが多い.腎 炎で

は7例 中2例 はA, B群 に含まれ,何 れも閾値は低

下 し正常化を示 したが, 5例 はC群 にあつて著明な

変化は見られない.心 不全は4例 共A, B群 に含ま

れ,不 変1例,上 昇1例,低 下(正 常化)2例 であ

つた.発 熱疾患はA, B, C, D各 群に分散 し,治

療前異常閾値を示 した6例 中4例 は治療後正常化を

示 した.糖 尿病は5例 中4例 がC群 に含まれ, D群

の1例 は治療後上昇 し正常化した.貧 血も正常範囲

内で変化 したものが多い.

第19表　 治療前に比し治療軽快時の閾値の変化(3)

酸 味　 男子53例　 女子17例

即ち男子54例,女 子16例,計70例 に於てA, B群

に含まれる29例中治療後 閾値 低下 した者 は21例
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(72.4%)あ り,又C群 に含 まれ る36例中16例 が閾

値低下 しており,疾 病罹患により可成 り苦味覚障害

を来 し治療後正常化するものが多いと考えられる.

5. 口内炎と味覚閾値

口内炎患者の味覚閾値の変動は第21表 に示す如 く

甘味は第1例 及び第4例 では正常範囲以上の閾値,

第2例 は正常範囲の閾値を示しているが,何 れも病

状軽快と共 に閾値は低下し正常値を示 している.反

之第3例 は治療前水道水に対 して甘味を感 じたが,

治療後は正常閾値を示 した.鹹 味は第1例 では著明

な閾値上昇を示 したが,他 の3例 では治療前後で殆

ん ど変化を見なかつた.酸 味閾値は重症,中 等症例

では高値を示 し,病 状軽快と共に正常閾値まで低下

したが,軽 症例では変化しなかつた.苦 味閾値は第

1例,第3例 では高度の上昇を示 し,第2例,第4

例でもやや高値を示 し,病 状軽快と共に低下する傾

向を示した.

以上の如 く甘味閾値は重症,軽 症に拘わらず変化

を来 し,鹹 味閾値は重症例に於て著明に上昇し,又

酸味及び苦味 も重症,中 等症例に於で閾値の上昇を

見た.

第20表　 注療前に比し治療軽快時の閾値の変化(4)

苦 味　 男子54例　 女子16例

6. 舌変化と味覚閾値

舌苔の有無による味覚閾値の変化については第22

表に示す如 く,厚 い舌苔を有する者に4味 覚共高い

値を示すものが多 く認められたが,甘,鹹,苦 味に

於ては舌苔の無い者でも正常以上の閾値を示すもの
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第21表　 口内炎患者の閾値の変化 酸 味

苦 味

*水 を 「甘い」と感ず

第22表　 舌 苔 と 味 覚 閾 値

甘 味　 男子27例　女子10例

鹹 味

++: 舌全面に厚い苔を有するもの

+: 舌面積の半分以上に明らかな苔を有するも

の

±: 舌苔が舌面積の半分以下のもの或は極めて

薄いもの
-: 舌苔無きもの

第23表　 舌変化と味覚閾値

があつた.又 同一人に就ての舌苔の変化と味覚閾値

の変化の関係は,こ こにはそれに関する表は省略す

るが,に 平行関係は見られなかつた.又 第23表 に
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示す如 く舌乳頭の萎縮 した者の味覚閾

値は4味 覚共正常範囲内にあり,舌 に

皸裂を有する2例 は甘,鹹,酸 味覚共

正常範囲の閾値を示 したが,苦 味では

高い閾値を示 した1例 が見られた.舌

乳頭が増殖 した5例 に就て見ると,鹹,

酸,苦 味では正常以上の閾値を示 した

ものは各1例 で,他 の4例 は正常範囲

内にあり,甘 味は2例 が閾値上昇を示

し, 1例 は水道水に対 しても 「甘い」

と感じた.即 ち乳頭増殖は甘味覚に変

化を及ぼすが,鹹,酸,苦 味覚には著

明な影響はないと思われる.

7. 肝機能と味覚閾値

肝炎,肝 硬変,胆 嚢症患者21例 に就

て,肝 機能検査法である2, 3の膠質反

応と味覚閾値の関係を検討して見た.

イ) 甘味:第24表 に示す如 く高田,

グロス, C. C. F.反 応共その陽性度と

味覚閾値との間に相関を認めず,陽 性,

陰性に拘わらず肝胆嚢疾患では高い閾

値を示すものが多いが,治 療後の閾値

は膠質反応陰性のものに低い閾値を示

すものが多い.

ロ) 鹹味 第25表 の如 く膠質反応

陽性,陰 性に拘わらず閾値は正常範囲

内のものが多いが,治 療後の膠質反応

陰性のものに低い閾値を示すものがや

や多い.

ハ) 酸味:第26表 の如 く膠質反応

陽性のものでも閾値は正常値を示すも

のが多 く,又 治療前後を比較しても特

に変化を認めない.

ニ) 苦味:第27表 の如 く閾値の上

昇したものは可成 り多数認められるが,

膠質反応陽性度との間には一定の傾向

は見られない.

なお同一人に於て膠質反応の変化と

味覚閾値との変化との関係に就ては,

甘味,苦 味閾値は膠質反応陰性化に伴

い低下する傾向を認めるが,鹹 味,酸

味には斯る傾向が見 られない(表 は省

略).

第24表　 治療前後に於ける肝機能と味覚閾値(1)

第25表　 治療前後に於ける肝機能と味覚閾値(2)

第26表　 治療前後に於ける肝機能と味覚閾値(3)

8. 腎機能と味覚閾値

腎臓疾患に於ける糸球体濾過量
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(G. F. R.)と 味覚閾値との関係を見ると第28表 及

び第1図 に示す如 く甘,鹹,酸 味覚と糸球体濾過量

との間には平行関係は認められないが,苦 味閾値は

糸球体濾過量が低下した場合高い閾値を示

し,糸 球体濾過量の正常化と共に正常閾値

へ復する傾向が認められる.

Ⅳ. 総括並びに考按

健康者男子32例,女 子30例 に就て全口腔

法を用い味覚閾値を測定 して得た成績は各

味覚共可成りの個人差が認められたが,そ

の平均値は三村12),佐 々木8),大 沢13)等の

報告とほぼ一致する.然 し乍 ら性別による

味覚閾値の差 に就て三村12),松 永,辻21)

等は4味 覚共女子が男子より敏感であつた

と言い,大 沢13),渡 辺,南 里14),藤 野16)

は男女で差がないと述べ, Bailey u. Nichols

(Henning22)よ り引用)は 鹹味は男子が女

子より敏感であると述べ意見の一致を見て

いないが,著 者の成績では甘,酸,苦 味は

女子が男子より敏感であり,鹹 味のみは男

子 が女子 よ り敏 感 で あつ てBailey u.

 Nicholsの 成績に近い.年 令による味覚閾

値の差に就て茂 手木17)は5～25才 に於て

甘味覚に有意の差を認め,成 年期には甘味

に対する感知濃度が低下,又 老年期には鈍

感になると述 べ てい るが,辻15),藤 野16)

の報告では年令差を認めていない.著 者は

65才までの62例につ き味覚閾値を調べたが

4味 覚共年令別に有意の差を認めなかつた.

次に試験液の液温が味覚閾値に影響をも

たらすことは既に都築19)は 果糖 の甘味度

に及ぼす温度の影 響 に就 て述 べ,新 庄23)

は刺戟液が同一で も温度により潜伏期が異

なることを示 し,稻 永他24)は 味覚刺戟時

に於ける大脳皮質の電位変動を測定 し試験

液の温度により電位変動の差のあることを

報告 している.更 に, Jacques LeMagnen25)

は液の温度が高 くなるほど甘味に対する感

受性は増大するが,鹹 味及び苦味は甘味と

は逆の関係にあり,酸 味は10～40℃ に於

てその感受性は不変であると述べている.

又財津は鹹味閾値が外気温により影響され

ると報告 している.

第27表　 治療前後に於ける肝機能と味覚閾値(4)

第28表　 糸球体濾過量と味覚閾値

男子9例　 女子6例

第1図　 治療前後に於ける糸球体濾過量と閾値の変化

本実験に於ける男子32例,女 子30例 に就

て液温による味覚閾値の分布を見ると,酸 味及び苦

味閾値は液温の高低による差は認められないが,甘

味は女子に於て10～30℃ の間で高温になるほど低



7404　 本 田 公 昶

い閾値を示す者が多 く,鹹 味はその逆の傾向が認め

られ,甘 味及び鹹味閾値は液温によつてある程度左

右されると考えられる.然 し乍 ら10～30℃ の液温

では甘鹹は0.9%以 上の閾値を示した者な く,鹹 味

も0.7%以 上の閾値を示 した者は男女62例 中1例 の

みであつたため,一 応厳寒,酷 暑を避け,液 温10～

30℃ の範囲内で実験を行つ た.斯 る条件の下で同
一人に就て日を変えて検査を行つたが閾値に殆んど

変化を見なかつた.

疾病罹患時の鹹覚に関する報告は産婦人科の方面

では武田3), Hansen4)等 の報告があり,耳 鼻科的疾

患に就ては坂井6),平 田7)等 の報告があるが,内 科

的疾患に於ては佐々木8)が 胃疾患に於ける味覚閾値

に就て述べている外,系 統的に調べた報告は見 られ

ないようである.著 者は消化器疾患,発 熱疾患,そ

の他2, 3の 疾患144例 に就て味覚閾値の変動を調べ

た.甘 味は疾患に罹患した際症例の48.6%が 正常以

上の閾値を示し,そ の上昇程度は0.4%以 下の軽度

のものが65.7%あ り,又 疾病罹患時異常閾値を示 し

た39例 中治療後閾値の正常化を来 した例は66.7%に

認められた.之 を疾病別に見 ると胃疾患に於て慢性

胃炎は正常以上の閾値を示す ものは58.8%と 可成 り

多いが,そ の上昇度は全例0.4%以 下であり,胃 潰

瘍は異常閾値を示す例は35.7%と 慢性胃炎に比 し低

率であつたが,正 常以上に上昇 した4例 は0.3%以

上の上昇度で,高 度に上昇 したものも認められ,甘

味障害程度は慢性胃炎と可成り異つている.胃 癌は

例数が少 く之のみにて判断する事は早計であるが,

 3例 中1例 は正常以上の閾値を示 し上昇度も中等度

であつた.十 二指腸潰瘍では正常以上の閾値を示 し

たものは67.1%で 高度に上昇 したものも可成り認め

られた,肝 臓疾患に於ては急性及び慢性肝炎は正常

以上の閾値の上昇 したものは60～70%で あるのに反

し肝硬度では22.2%の 低率である.然 し乍 らその上

昇度は両者共高度に上昇した例が多い.腎 臓疾患,

心不全,発 熱疾患に於ても可成 りの閾値上昇が認め

られたが,貧 血患者では0.2%以 下の軽度の上昇で

あつた.

鹹味は144例 中正常 以上 の閾値を示 したものは

22.9%で 甘味に比 し可成り低率であるが,慢 性腎炎,

心不全に於てはやや高率に認められた.又 その上昇

度も症例の69.7%は0.4%以 下であり,腎 炎,心 不

全を含めた外 くの疾病に於て0.4%以 下の軽度上昇

であつたが,肝 臓疾患,重 症口内炎では高度に障害

されたものも見 られた.即 ち疾病に罹患 した際,鹹

味は甘味に比 し障害され難いと考えられる.

酸味も疾病に罹患した際,正 常以上の閾値を示 し

たものけ症例の23.9%に 過ぎず,そ の上昇度は70.6

%は0.04%以 下の上昇であつたが,疾 病に於て特に

注 目され る点は発熱疾患のそれで,発 熱時正常以上

の閾値を示したものは54.5%で 他疾患に比 し高率で

あり,そ の上昇度も高度のものが可成り多 く,而 も

治療後の閾値は9例 中8例 が治療前に比 し低下した.

この発熱患者の大部分は 「すつぱい物」を慾してお

り,椿 他5)は 妊婦に於て酸味閾値の極度に上昇 して

いるものが多い事を認め,妊 娠時に於ける酸味に対

する嗜好が増す事と関係があると推論 しているが,

発熱疾患に於ても酸味閾値と嗜好の関係は興味深い.

苦味は症例の30.6%が 閾値上昇を認め,そ の上昇

度も0.001%以 上のものが47.7%と 可成 り高率を示

し,治 療前後の閾値の変動を見ても治療前異常閾値

を示 したものの大部分は治療後正常化の傾向を認め

た.特 に肝臓疾患に於て顕著であつた.

口内炎患者に於ては重症例は4味 覚共高度の閾値

上昇を認め,中 等症,軽 症例でも何れかの味覚が障

害されていた.

即ち疾病罹患 した.際最も障害を受け易い味覚は甘

味で,次 で苦味,酸 味,鹹 味の順で,鹹 味は概して

障害程度が軽度である.

佐々木8)は 胃疾患の味覚閾値に就て,慢 性胃炎で

は4味 覚共正常範囲にあり,胃 潰瘍では酸味閾値は

正常,甘 味及び苦味閾値は僅かに上昇し,鹹 味閾値

は著明な上昇が見られたと述べている.著 者の実験

では慢性胃炎に於て甘味閾値が上昇したものを可成

り'認めたが,そ の上昇度は全て軽度であり,鹹 味及

び酸味も同様で,苦 味は17例中1例 も正常範囲以上

の閾値を示す者を見ず,佐 々木の成績とほぼ一致す

るが,胃 潰瘍では甘味及び酸味は正常以上の閾値を

示 した例は共に28.6%と 低率であつた.然 しその上

昇度は可成 り高度に上昇 したものも認めた。鹹味は

上昇例少 く,上 昇度も全て0.2%以 下であつた.苦

味は正常以上に上昇したものは42.9%と 他の3味 覚

に比 し高率であり,高 度に上昇したものが多かつた,

即 ち胃潰瘍に於ては苦味が最も障害 され,次 で甘味

及び酸味で,鹹 味障害は軽度であり佐々木の成績と

一致しない.

なお全症例を通 じて治療後の閾値が治療前に比 し

上昇したもの,或 は不変のものが可成 り認められた

が,之 は対象とした患者が殆んど入院患者であり,

凡てが全治退院者でないためと考えられる.



味 覚 の 臨 床 的 研 究　 7405

多くの疾病に於て舌に変化を来す事は周知のこと

であ り,味 覚の変化が味受容器たる舌の変化と関係

あるであろうことは容易に想像され る所 であ る.

 Baradi26),清 水27)は舌表面に於ける種々の酵素分布

を調べ,味 覚との関係に就て述べているが,舌 乳頭

の変化及び舌苔と味覚に就て記述 した報告に接しな

い.

著者は舌苔の有無 と味覚閾値の関係を調べたが,

 4味 覚共厚い舌苔を有するものに閾値上昇 した例が

多く,舌 苔が消失す るにつれて閾値は低下する傾向

を認めた.又 舌に皸裂あるもの,或 は萎縮せるもの

では味覚に変化な く,乳 頭増殖するものに甘味閾値

の変化したものが多い.即 ち舌苔は味に対する感受

性を低下させ,又 乳頭増殖は甘味覚に影響を及ぼす

と考えられる.

本実験に於て疾病に罹患した際多 くは味覚障害を

来すが,そ の程度は疾病により可成 り差が認められ

る.肝,腎 機能 と味覚閾値に関する報告は見当らな

いので,著 者は肝臓機能 検査 の中高 田,グ ロス,

 C. C. F.の 膠質反応と味覚閾値の関係に就て調べた

が4味 覚共特に相関々係は認めない.又 腎臓疾患に

於ける糸球体濾過量と味覚閾値の関係は糸球体濾過

量が低下す ると苦味閾値が上昇する傾向が見 られた

が,他 の3味 覚との関係は見 られない.即 ち糸球体

濾過量と苦味閾値は相反する関係にあつた.

V. 結 論

患者144例 につき入院時及び治療軽快時の味覚閾

値を測定し,次 の結果を得た.

(1) 疾病に罹患 した際,味 覚閾 値が正常以上の

値を示 した者の比率は甘味が最も高 く,次 で苦味,

酸味,鹹 味の順であつた.

(2) 正常範囲以上に上昇 した閾値の上昇度は甘,

鹹,酸 味は軽度の者が多 く,苦 味は高度の上昇を示

すものが可成 り多かつた.

(3) 治 療前後の味覚閾値の変動を見ると,鹹 味

及び酸味は正常範囲内で変化する者が多 く,甘 味及

び苦味は治療前異常闘値を示す者が可成り多く認め

られた.然 しながら4味 覚共治療前異常閾値を示 し

た者は治療後に於て正常値へ復帰する傾向が見 られ

た.

(4) 疾病により味覚閾値の上昇程度は異 り,甘

味は十二指腸潰瘍,肝 炎で高度の上昇を認め,慢 性

胃炎,貧 血では軽度であつた.鹹 味は上昇例少 く.

上昇度 も軽度であるが,腎 炎,心 不全患者では多数

認められた.又 肝臓疾患では上昇例は少いが,上 昇

した者の内では高度に上昇した例が多かつた.酸 味

は多くは上昇度は軽度であつたが,肝 硬変及び高熱

時の閾値は高度に上昇した者が多い.苦 味は可成り

高度の上昇 を認め,特 に胃潰瘍,肝 疾患,心 不全,

発熱時に著明であつた.然 しながら慢性胃炎,糖 尿

病では殆んど上昇例を見なかつた.

(5) 厚い舌苔を有す るものは高い 閾値 を示す者

が多 く,舌 乳頭増殖は甘味覚に影響すると思われる.

乾頭萎縮及び舌に皸裂のあるものでは閾値の著明な

変化は見 られなかつた.

(6) 肝臓疾患に於ける肝機能膠質反応と味覚 閾

値の間には特に一定の関係は見られない.

(7) 腎臓疾患に於で糸球体濾過量の低下 してい

る者では苦味閾値の上昇 している者が多いが.鹹 味

その他の味覚との関係は認められない.

稿を終るに臨み終始御懇切なる御指導と御校閲を

賜わ りました岡山大学医学部第一内科小坂淳夫教授

並びに国立岩国病院副院長岩原定可先生に衷心より

感謝致します.

また研究の機会をお与え下さいました国立岩国病

院々長渡辺真澄先生に深謝致します。

本研究は厚生省医療研究費に負うた事を附記する.

本論文の要旨は昭和33年10月 第13回 内科学会中

国四国地方会に於て発表した.
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Clinical Studies on the Taste

Part 1 Studies on the Change of the Throshold Value of Taste

By

Kimiaki Honda

The First Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Chief: Prof. K. Kosaka; Director: S, Iwahara Ph, D., Iwakuni National Hospital)

The threshold value of taste was measured in 144 cases on the admission and the con

valescent period with treatment. And the result were as follows .

1. On the attac of disease, the rate showing the threshold value over normal was high 

in ordor of the sweet, bitter, sour and salty taste.

2. As for the rising degree of threshold value over normal limit, many cases showed 

the slight rise of sweet, salty and sour taste and there were considerably many cases with 

the high rise of bitter taste.

3. As for the change of the threshold value of taste before and after the treatment, 

the salty and sour taste changesd within normal limit in many cases, the sweet and bitter 

teste showed abnormal threshold value before the treatment in pretty many cases. But the 

cases showing abnormal threshold value of the above 4 tastes before the treatment showed the 

returning tendency to normal threshold value after the treatment.

4. The resing degree of the threshold value of taste was different with eaoh disase, 

the sweet saste showed the high rise in dncdenal ulcer and hapatitis and it showed the slight 

rise in chronic gastritis and anemia. The cases with the rise of salt taste were few and the 

degree of rise was ,also slight, but there were many cases with the rise of salt taste in nep
hritis and heart failure. And there were few cases with the rise of salt taste in fever disease, 

out there were many cases with the high rise in the above cases. The rising degree of sour 

taste was slight in many cases, but there were many' cases with the rise of the threshold 

value in livercirrhosis and high fever.
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The bitter teste showed considerably high rise, especially it was remarkable in stomach 

ulcer, liver disease, heart failure, and high fever. But it died not show in most of chronic 

gastritis and diabetes.
5. There were many cases showing the high threshold value in the cases with thick 

fur and it was thought that the multiplication of tongue papilla influenced upon the sweat 

taste. The remarkable change of threshold value was not observed on the cases with papillar 

atrophy and tongue fissure.

6. No fixed correlation between the colloidal reaction of liver function in liver disease 

and the threshold value of taste was observed.

7. The rise of the threshold value of bitter taste was observed on many cases with the 

decline of glomerular filtrating dosis in kidney disease, but the relation to the salt taste and 

other taste was not observed.


