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7 嗅覚障害
  嗅覚障害診療ガイドライン（2017）NEWNEW

嗅覚障害の原因として最も多いのは慢性副鼻腔炎によるものであり，内視
鏡を用いる鼻腔の診察，画像診断は必須である。
好酸球性副鼻腔炎と従来の細菌感染による慢性副鼻腔炎とは治療法が異な
るため，JESRECスコアによる鑑別を行う。
パーキンソン病，アルツハイマー型認知症など神経変性疾患の初期症状の
1つであることが判明している。

アルゴリズム 嗅覚障害の治療アルゴリズム

嗅覚障害 慢性副鼻腔炎

アレルギー性鼻炎

感冒

頭部・顔面外傷

中枢神経疾患

薬物性・中毒性

薬物療法／処置／手術

薬物療法／手術／免疫療法

薬物療法

薬物療法

原因疾患の検索

原因薬物

QOLの変化
Disabilities への対応

先天性

加齢変化

原因不明

診断
・問診
・内視鏡検査
・画像診断
・嗅覚検査

 （筆者作成）
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総説
	 定義
❶量的障害
①嗅覚脱失：においが全くしない。
②嗅覚低下：においが弱い。
❷質的障害
①異嗅症
1）刺激性異嗅症：本来のにおいと違った
においに感じる，何を嗅いでも同じに
おいに感じる。
2）自発性異嗅症：においがないところで
もにおいを感じる，突然，鼻や頭にに
おいが現れる。
②嗅覚過敏：においが鼻について不快と
感じる。
③嗅盲：ある特定のにおいのみ感じない。
④自己臭症：自分が口臭，鼻臭，体臭な
ど悪臭を放っていると感じる。
⑤悪臭症：口腔咽頭や鼻の炎症性疾患で
悪臭を放ち，それを自覚する。

	 診断
障害原因の診断
❶慢性副鼻腔炎：嗅覚障害の原因として
最も多い。鼻閉，鼻漏，後鼻漏などの
鼻症状を伴うことが多い。発症時期が
明確ではなく，慢性副鼻腔炎と診断さ
れた患者に嗅覚障害の有無を尋ねる
と，初めて気づくこともある。鼻内視
鏡により鼻ポリープ（鼻茸）や膿性また
は粘性鼻漏を認める。CTにより副鼻
腔陰影を認める。
❷アレルギー性鼻炎：アレルギー性鼻炎
でも嗅覚低下を認めるが，鼻炎の症状
発現時に限られるため，嗅覚障害を訴
えて受診する患者は少ない。高度で通
年性のアレルギー性鼻炎では，嗅裂炎
による嗅覚障害を起こす。このような
場合は，CTが診断に有用である。
❸感冒後嗅覚障害：感冒を契機に嗅覚障
害を発症し，感冒が治癒した後も嗅覚
障害が継続する状態である。鼻腔，副

鼻腔には内視鏡でもCTなどの画像で
も異常を認めず，問診が唯一の診断の
決め手となる。

❹外傷性嗅覚障害：頭部または顔面外傷
により発生する。交通事故，転倒，転
落によるものがほとんどであり，特に
前後方向からの頭部の打撲で発症しや
すい。頭蓋内損傷で起こることが多い
ため，鼻内視鏡で鼻内に異常を認めな
いことが多く，MRI で嗅球，前頭葉
の挫傷，浮腫などを認めることがある。

❺薬物性嗅覚障害：一部の抗癌剤などで
発生する。鼻内視鏡，画像診断で異常
を認めない。

❻先天性嗅覚障害：生来においを感じな
いが，実際に嗅覚障害を訴えて受診す
るのは10歳以降であることが多い。
Kallmann症候群は，先天性嗅覚障害と
性腺機能低下症を伴う症候群であり，
MRIで嗅球の欠損を認めることがある。
❼中枢性嗅覚障害：頭部外傷や脳腫瘍，
脳神経外科手術で発生する。アルツハ
イマー病やパーキンソン病など神経変
性疾患では，嗅覚障害を伴うことが知
られており，これらの疾患の初期症状
として嗅覚障害が出現することがある。
障害程度の診断（嗅覚検査）

❶閾値検査：嗅覚閾値を測定する検査。
総合的な嗅覚障害の程度を示すのに有
用である。本邦では，T ＆ Tオル
ファクトメトリーの平均検知域値，認
知域値をもって表される。臨床的に障
害程度は，平均認知域値により正常か
ら脱失までの 5段階に分けられる。

❷同定検査：嗅いだにおいが何のにおい
に近いかを判別する検査である。本邦
では，T＆ Tオルファクトメトリー
の平均認知域値が参考となる。嗅覚の
中枢機能の判定に有用である。近年，
においスティック，Open Essenceな
ど，日本人になじみの深い 12 種のに
おいを用いた同定検査が発売されてい
るが，保険適用外である。
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❸識別検査：あるにおいと，別のにおい
の違いがわかるか否かを判別する検査
である。本邦では専用の検査装置はな
いが，T＆ Tオルファクトメトリー
の嗅素をもって応用可能である。
❹後鼻嗅覚検査：いったん口腔咽頭内に
入ったにおいが，鼻の後ろから鼻腔に
向かって出た際ににおいを感じるか否
かを判定する検査である。本邦では，
アリナミン注射液を用いる静脈性嗅覚
検査が該当する。嗅覚障害の予後の判
定に有用である。

	 治療方針
 慢性副鼻腔炎による嗅覚障害（図 1）

❶細菌感染による慢性副鼻腔炎
①慢性副鼻腔炎に対する JESREC score
（表 1ならびに「最近の話題」参照）に
て 11 点未満の場合，以前からある細
菌感染型で好中球浸潤が優位の副鼻腔
炎である。
②マクロライド系抗生物質の少量長期投

与，粘液溶解薬に加えて，副腎皮質ス
テロイド点鼻療法を行う。副腎皮質ス
テロイド点鼻に際し，薬液が鼻腔後上
方へ流下するように懸垂頭位で行い，
点鼻後は 3～5分間，頭位を維持する。
③薬物療法で改善が得られない場合は，
鼻内視鏡下副鼻腔手術を行う。
❷好酸球性副鼻腔炎
①JESREC score に て 11 点 以 上 の 場
合，好酸球性副鼻腔炎と診断される。
高度の鼻茸を合併し，鼻茸組織中には
好酸球の浸潤を認める。喘息の合併率
が高く，難治性，易再発性疾患である。
②副腎皮質ステロイドの内服が有効であ
る。副腎皮質ステロイドの内服療法が
効果を示した後は，点鼻，噴霧と減量
する。
③難治性，易再発性の場合は，従来の慢
性副鼻腔炎と同様，鼻内視鏡下副鼻腔
手術を行う。
感冒後嗅覚障害
❶漢方薬の当帰芍薬散が有効との報告が
みられるが，いまだ前向きの研究はな
されていない。
❷自然治癒も含めて改善例も少なくない
が，改善までの期間は長く，数ヵ月～ 
 1 年以上の期間を有することもある。
❸近年，欧州圏を中心に嗅覚刺激療法
（olfactory training）が行われ，前向

治療前所見 血中好酸球
両側性病変
鼻茸あり
篩骨洞病変優位（CT）

3点
2点
2点

2〜5％
5〜10％
10％〜

 4 点
 8 点
10 点

上記合計が 11 点以上をもって好酸球性副鼻腔
炎とする

表 1　JESREC	score

図 1　慢性副鼻腔炎による嗅覚障害治療アルゴリズム

慢性副鼻腔炎

手術

無効 無効

好酸球性副鼻腔炎

副腎皮質ステロイド
内服・点鼻・噴霧

副腎皮質ステロイド
点鼻・噴霧

感染型慢性副鼻腔炎

マクロライド少量長期
副腎皮質ステロイド点鼻

粘液溶解薬

マクロライド少量長期
副腎皮質ステロイド点鼻

粘液溶解薬

JESREC score≧11 JESREC score＜11
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き研究（RCT）でその有効性が報告さ
れている。これは毎日朝晩の 2回，4
種類のにおいを嗅ぐ治療法である。 

専門医へのコンサルト
　嗅覚障害の原因の多くが慢性副鼻腔
炎であるため，鼻内の診察ができる耳
鼻咽喉科医への紹介が望ましい。感冒
後に発症したと患者が訴える場合で
も，鼻腔の深部に鼻茸があり，これが
嗅覚障害の原因となっていることもあ
るためである。

最 近 の 話 題
　嗅覚障害と認知症との関連が注目を集めている。嗅覚障害を有することによ
り，5年後に軽度認知障害となる確率が 50％増加するとの報告や，軽度認知障
害からアルツハイマー型認知症への移行が有意に上昇するとの報告がある。筆
者らの 12 種類のにおいを用いた研究では，健常高齢者と比較して軽度認知障
害，アルツハイマー型認知症と進むにつれて嗅覚同定能が低下し，なかでもカ
レーのにおいはほとんどの健常高齢者で正解できたが，軽度認知障害，アルツ
ハイマー型認知症と進むにつれて正解率が著明に低下した。したがって，嗅覚
障害は認知症の早期発見のツールとして有用であり，日本人ではカレーが認知
症発見に最適なにおいであるといえる。

【金沢医科大学耳鼻咽喉科学　三輪　高喜】

具体的処方具体的処方
病型分類 処方例 ポイント

▶慢性副鼻腔炎
ⅰ）細菌感染型 ①＋②＋③を2～3ヵ月継続

①クラリス
㆓₀₀ mg×㆒ 回/日，朝食後

①②2～3ヵ月間継続する。

②ムコダイン
⓹₀₀ mg×叅 回/日，毎食後
③ リンデロン点眼・点耳・点鼻液

約 叅 滴×㆓ 回/日，両側鼻腔
内に滴下，起床時，就寝前

③点鼻後はできる限りうがいを行
う。長期間投与する場合は，血中
コルチゾールを測定する。

ⅱ）好酸球性 ①→②→③
①リンデロン

㆒ 週目：㆒ mg×㆒ 回/日，
朝食後，柒 日間
㆓ 週目：₀.⓹ mg×㆒回/日，
朝食後，柒 日間

①は 1週毎に減量し，3週目から
②の点鼻を行う。

② リンデロン点眼・点耳・点鼻液
叅 週目以降：約 叅 滴×㆓ 回/日，両
側鼻腔内に滴下，起床時，就寝前

②点鼻後はできる限りうがいを行
う。長期間投与する場合は，血中
コルチゾールを測定する。

③アラミスト
またはナゾネックス
各鼻腔に ㆓ 噴霧×㆒ 回/日
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