
できるものなのでしょうか。
　片山　年齢に制限がありまして、３
歳未満のお子さんと65歳以上の高齢者
に対しては、保険適用範囲内で使用す
ることが可能です。
　山内　いわゆるハイリスク群と考え
てよいですね。
　片山　そうです。
　山内　治療に関してですが、比較的
短期間で治っていくということは、自
然に治っていくと考えて、あまり特別
な治療は要しないのですか。
　片山　そうです。ただ、診断キット
の対象に入っていらっしゃる３歳未満、
65歳以上の年齢層に対しては、急速な
脱水などに対するケアが必要になるこ
とがありますので、注意深く見ていた
だきたいと思います。
　山内　これは外来で例えば点滴など
をしてもいいという程度のものなので
しょうか。
　片山　はい。それぐらいでよいかと
思います。また、経口補水液のような
ものをお勧めいただいて、取れる方は
取っていただくとよいでしょう。
　山内　最後に、新型ノロウイルスと
いうものが出てきていますけれども、
これに関して少しお話し願えますか。
　片山　今年は、今まで人類が経験し
たことがない新しいかたちのものが出

たのです。ウイルスの表面の蛋白質の
性質がだいぶ変わっていまして、免疫
応答がついていかなくなる可能性があ
ることから、流行に対して非常に注意
を呼びかけました。症状はあまり変わ
りません。
　山内　比較的予後がいいということ
には変わりがない。
　片山　今までと同じです。
　山内　あまり怖がる必要はないと。
　片山　そうです。ただ、１つだけ注
意していただきたいことがありまして、
今の診断キットがこの新型に対してあ
まり感度がよくないのです。ですから、
見逃すことがあるので、臨床症状をき
ちんと診断していただいて、ノロウイ
ルスが疑われる場合には、ノロウイル
スに従ったアドバイスをしていただく
といいかと思います。
　山内　予防は手洗いに尽きると考え
てよいでしょうか。
　片山　そうですね。これはとても効
果的です。便１g中に１億個ぐらいの
量が排泄されます。いかに飛び散るか
を考えていただくと、手につく量も半
端な量ではないことがわかります。石
けんをつけて、流水で手洗いしていた
だくとかなり落ちますので、それで対
処していただくのがよいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　質問は60歳の女性で、１カ月
前から１日10～15回便意があり、その
都度、少量の排便がある。下痢、腹痛
は認めないということです。これはど
う考えたらいいのでしょうか。
　鈴木　この患者さんですが、１日
10～15回と非常に頻回に便意がある。
トイレに行く回数もすごく多いので、
一般的には便秘ではないと思ってしま
うこともあるわけです。ところが、便
秘なのだと思います。便秘の患者さん
の訴えはそれぞれ様々なのですが、排
便回数が少ないことを主訴にして来る
患者さんはむしろ意外にも少ないので
す。多くは腹部膨満感や不快感、腹痛
などの腹部症状、それから便が硬くな
り、踏ん張らないと出せなくなってし
まう怒責、残便感、むしろ頻回の便意

と、症状は様々です。
　この患者さんの場合は下痢や腹痛は
ないと言っています。ただし、１日 
10～15回という頻回便があり、毎回、
便がすっきりと出きらない、つまり、
残便感があるわけです。
　池脇　正直びっくりしたのは、便秘
というと何日間も便が全く出ない患者
さんと理解していたのですけれども、
こういうタイプの便秘もあるのですね。
　鈴木　そうです。便秘の定義をする
ときに、ローマⅢ基準では残便感であ
ったり、便回数が少ないとか多過ぎる
とか、あるいは腹痛とか、幾つかの項
目があり、単に回数だけでは定義しま
せん。
　池脇　全く出ない便秘よりも、１日
に何回、何十回も便意を催してトイレ

排便障害の診断と治療

慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター教授
鈴　木　秀　和

（聞き手　池脇克則）

　60歳女性、フラダンス講師の方が来院。１カ月前より１日10〜15回便意が
あって、少量ずつ排便があります。下痢、腹痛等は認めません。診断、鑑別、
対処法などご教示ください。

＜新潟県開業医＞
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に行かなければいけないタイプの便秘
のほうがちょっと厄介ですよね。
　鈴木　この方の場合はおそらく下痢
ではない。だから、便の形はびちゃび
ちゃと水分が多いわけではないのです。
むしろウサギの糞のようなころころし
た、小さい、硬い便ではないかと考え
られます。もちろん、こういう病気を
診るときには、一度は大腸内視鏡検査
などを実施して器質的疾患（悪性腫瘍
や炎症性腸疾患など）を除外すること
が重要です。そのうえで、機能性便秘
（functional constipation）と考えるわ
けです。残便感が常にあるので、つい
トイレに何回も行ってしまう。そうい
う癖がついてしまっていると思います。
　池脇　便秘の中でも排便障害につい
てお聞きしたいと思うのですけれども、
今先生が言われた、例えば炎症性腸疾
患、あれも直腸に便はたまっていなく
ても便意を催すということで、似たよ
うな病態を取りうるのでしょうか。
　鈴木　ただし、実際には便の形状が
違います。炎症性腸疾患で特徴的なの
は、どちらかというと下痢便、潰瘍性
大腸炎などは粘血下痢便ですので、そ
れによるしぶり腹、または大腸のしわ
（ハウストラ）が消失していて、鉛管
状になっているので、一気にザーッと
出てしまう。どちらかというと、これ
は便秘というよりも、大腸炎のための
水の吸収障害を伴う下痢になると思い
ます。

　池脇　ちょっと違いますね。さて機
能性の排便障害とはどういうものなの
でしょうか。
　鈴木　診断の流れとして、一度は器
質性の排便障害や便秘を起こすような
ものを除外するために大腸内視鏡検査
をするのが大事です。そのうえでの機
能性ということになります。実は、機
能性便秘というのが便秘のうちのほと
んどなのです。全世界で高頻度で認め
られる便秘の多くはこれであり、その
中に機能性便秘、あるいは、便秘型の
過敏性腸症候群（IBS-C）が考えられ
ます。さらに、先ほど申し上げました
便排泄障害型便秘も分類されてきます。
　池脇　これは頻度はどうなのでしょ
うか。けっこう多いのですか。
　鈴木　便秘自体は、報告によってば
らばらですけれども、だいたい人口の
２～27％、1/4ぐらいではないかとい
われています。ご存じのように、便秘
というと若年世代では、ほとんど女性
の病気です。日本では女性は男性の約
２倍になります。特に50歳以下では女
性が圧倒的に多く、だんだん歳を取る
と男性でも多くなってきます。高齢に
なると性差がなくなってくるという状
況です。
　池脇　典型的な機能性便秘は特に若
い女性というのがキーポイントという
ことですね。
　鈴木　そうですね。若い女性の便秘
のほうがなかなか手強いことも多いで

すが、若い女性の便秘と高齢者の便秘
はちょっと性質が異なるとも考えられ
ます。
　池脇　こういったことに関しては、
国内外でいろいろな診断基準のような
ものも制定されているのでしょうか。
　鈴木　以前は機能性について「気の
せい」などと言われていて、あまり定
義されてこなかったのですが、ローマ
委員会が結成され、ローマ基準で機能
性消化管障害（Functional Gastroin-
testinal Disorders：FGIDs）について、
口から肛門まで、そして小児から成人、
そして高齢者まで定義されています。
そのFGIDsの中に機能性腸障害があっ
て、さらにその中に機能性便秘、また
は過敏性腸症候群が含まれます。
　池脇　いわゆる機能性便秘とは、ま
たさらに幾つかの病態に分けられるの
でしょうか。
　鈴木　機能性便秘は、大きく形態学
的、あるいは機能的に説明されます。
機能的なところからみますと、大腸通
過時間と便の出方、排出障害の面が 
重要です。大腸通過時間が正常な型、
normal transit typeと、結腸の通過時
間が遅延している型、slow transit type、
それから便排泄障害型といって、outlet 
obstruction type、この３つに分類さ
れます。
　池脇　診断には専門的な検査が必要
ですか。
　鈴木　専門的な検査といいますと、

欧米では消化管シンチグラフィや放射
線不透過マーカー（ジッツマーク）な
どを使って診ていくのですが、日本で
は便秘に対してこのような画像診断は
一般的にはあまりされていません。結
腸通過時間を必ずしも定量しないで診
療が行われているのが現状です。
　そうなると、実地診療の中で一番当
てになるのは、便の形を患者さんに言
ってもらうことが大事になります。便
形状については、ブリストル便形状ス
ケールがあり、このスケールを用いる
と、ある程度、患者さんとの意思疎通、
下痢便なのか、硬便なのか、または、
ちょうどよいバナナのようなソーセー
ジ状の便なのかがわかるのです。
　池脇　そういう意味では、この質問
の患者さんはどういうタイプが当ては
まるのでしょうか。
　鈴木　少なくともslow transit typeで
はありません。結腸通過時間は遅延し
ていないと思います。排便回数は１日
に10～15回もあるのですから、normal 
transit typeの中で残便感を訴える、ま
たは便排泄困難感を訴えるタイプの人
だと思います。この方は腹痛はないの
ですが、慢性機能性便秘の過半数は
normal transit typeで、その多くは今
回の患者さんのように便排出障害型、
outlet obstruction typeという、肛門に
近い出口のところにきている便がうま
く出せないという症状を合併している
ことが多いわけです。
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に行かなければいけないタイプの便秘
のほうがちょっと厄介ですよね。
　鈴木　この方の場合はおそらく下痢
ではない。だから、便の形はびちゃび
ちゃと水分が多いわけではないのです。
むしろウサギの糞のようなころころし
た、小さい、硬い便ではないかと考え
られます。もちろん、こういう病気を
診るときには、一度は大腸内視鏡検査
などを実施して器質的疾患（悪性腫瘍
や炎症性腸疾患など）を除外すること
が重要です。そのうえで、機能性便秘
（functional constipation）と考えるわ
けです。残便感が常にあるので、つい
トイレに何回も行ってしまう。そうい
う癖がついてしまっていると思います。
　池脇　便秘の中でも排便障害につい
てお聞きしたいと思うのですけれども、
今先生が言われた、例えば炎症性腸疾
患、あれも直腸に便はたまっていなく
ても便意を催すということで、似たよ
うな病態を取りうるのでしょうか。
　鈴木　ただし、実際には便の形状が
違います。炎症性腸疾患で特徴的なの
は、どちらかというと下痢便、潰瘍性
大腸炎などは粘血下痢便ですので、そ
れによるしぶり腹、または大腸のしわ
（ハウストラ）が消失していて、鉛管
状になっているので、一気にザーッと
出てしまう。どちらかというと、これ
は便秘というよりも、大腸炎のための
水の吸収障害を伴う下痢になると思い
ます。

　池脇　ちょっと違いますね。さて機
能性の排便障害とはどういうものなの
でしょうか。
　鈴木　診断の流れとして、一度は器
質性の排便障害や便秘を起こすような
ものを除外するために大腸内視鏡検査
をするのが大事です。そのうえでの機
能性ということになります。実は、機
能性便秘というのが便秘のうちのほと
んどなのです。全世界で高頻度で認め
られる便秘の多くはこれであり、その
中に機能性便秘、あるいは、便秘型の
過敏性腸症候群（IBS-C）が考えられ
ます。さらに、先ほど申し上げました
便排泄障害型便秘も分類されてきます。
　池脇　これは頻度はどうなのでしょ
うか。けっこう多いのですか。
　鈴木　便秘自体は、報告によってば
らばらですけれども、だいたい人口の
２～27％、1/4ぐらいではないかとい
われています。ご存じのように、便秘
というと若年世代では、ほとんど女性
の病気です。日本では女性は男性の約
２倍になります。特に50歳以下では女
性が圧倒的に多く、だんだん歳を取る
と男性でも多くなってきます。高齢に
なると性差がなくなってくるという状
況です。
　池脇　典型的な機能性便秘は特に若
い女性というのがキーポイントという
ことですね。
　鈴木　そうですね。若い女性の便秘
のほうがなかなか手強いことも多いで

すが、若い女性の便秘と高齢者の便秘
はちょっと性質が異なるとも考えられ
ます。
　池脇　こういったことに関しては、
国内外でいろいろな診断基準のような
ものも制定されているのでしょうか。
　鈴木　以前は機能性について「気の
せい」などと言われていて、あまり定
義されてこなかったのですが、ローマ
委員会が結成され、ローマ基準で機能
性消化管障害（Functional Gastroin-
testinal Disorders：FGIDs）について、
口から肛門まで、そして小児から成人、
そして高齢者まで定義されています。
そのFGIDsの中に機能性腸障害があっ
て、さらにその中に機能性便秘、また
は過敏性腸症候群が含まれます。
　池脇　いわゆる機能性便秘とは、ま
たさらに幾つかの病態に分けられるの
でしょうか。
　鈴木　機能性便秘は、大きく形態学
的、あるいは機能的に説明されます。
機能的なところからみますと、大腸通
過時間と便の出方、排出障害の面が 
重要です。大腸通過時間が正常な型、
normal transit typeと、結腸の通過時
間が遅延している型、slow transit type、
それから便排泄障害型といって、outlet 
obstruction type、この３つに分類さ
れます。
　池脇　診断には専門的な検査が必要
ですか。
　鈴木　専門的な検査といいますと、

欧米では消化管シンチグラフィや放射
線不透過マーカー（ジッツマーク）な
どを使って診ていくのですが、日本で
は便秘に対してこのような画像診断は
一般的にはあまりされていません。結
腸通過時間を必ずしも定量しないで診
療が行われているのが現状です。
　そうなると、実地診療の中で一番当
てになるのは、便の形を患者さんに言
ってもらうことが大事になります。便
形状については、ブリストル便形状ス
ケールがあり、このスケールを用いる
と、ある程度、患者さんとの意思疎通、
下痢便なのか、硬便なのか、または、
ちょうどよいバナナのようなソーセー
ジ状の便なのかがわかるのです。
　池脇　そういう意味では、この質問
の患者さんはどういうタイプが当ては
まるのでしょうか。
　鈴木　少なくともslow transit typeで
はありません。結腸通過時間は遅延し
ていないと思います。排便回数は１日
に10～15回もあるのですから、normal 
transit typeの中で残便感を訴える、ま
たは便排泄困難感を訴えるタイプの人
だと思います。この方は腹痛はないの
ですが、慢性機能性便秘の過半数は
normal transit typeで、その多くは今
回の患者さんのように便排出障害型、
outlet obstruction typeという、肛門に
近い出口のところにきている便がうま
く出せないという症状を合併している
ことが多いわけです。
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　池脇　便秘は便が硬いと思っていた
のですが、必ずしもそうではない。
　鈴木　必ずしも硬いだけではないの
です。最後のところまできているのに、
うまく出せないということがあって、
直腸のコンプライアンスが増加したり、
知覚閾値が高くなっていることが問題
です。
　この患者さんは、ダイエット目的で
食事量を少々減らしてしまったり、低
残渣の食事にしてしまって、便の塊の
大きさを小さくしてしまっているのか
もしれません。こういうのが便容積の
減少による排便障害につながっていく
可能性があるのではないかと思います。
　池脇　こういう方に対してどう対処
していくのか、教えてください。
　鈴木　今回の患者さんはフラダンス
の先生ということで、おそらく食事量
や体形とかに関心が高い方だと思うの
です。そうすると、ダイエット目的な
どで食事を減らしたり、低残渣食を積
極的に摂っている可能性があります。
こういうタイプの患者さんにはむしろ
食物繊維、食物残渣の多いものを摂っ
ていただいて、便をやわらかく、かつ
大きさとしてはある程度大きい便にす
るという方針をとるべきだと思います。
　池脇　食事に関しては、先生の言わ
れた指導が大事だということはわかり
ました。便秘というとマグネシウム製
剤と思っていましたけれども、今ちょ
っと問題が出てきたと聞いていますが。

　鈴木　おっしゃるとおりで、マグネ
シウム製剤は腎機能が悪くなければ、
これまで非常に多くの便秘患者さん 
に使われてきましたが、高齢者では、
CKD（Chronic kidney disease）など
により腎機能も低下してきますし、高
マグネシウム血症のリスクも最近報告
されるようになってきて、ある意味、
社会的問題になっていると思います。
そうすると、これまで通りにはマグネ
シウム製剤を使いづらいということに
なります。
　もう一つは、センナ・センノシドを
中心とした刺激性下剤ですが、こうい
うタイプの方は刺激性下剤の乱用の癖
をつけてしまうと、さらに直腸のコン
プライアンスが増加してしまうのでよ
くない。知覚の閾値が上がってしまう
ので、さらに排便障害がひどくなる可
能性があります。
　池脇　そういう意味では、最近新薬
が出たと聞いていますけれども。
　鈴木　2012年からわが国の市場に出
ているクロライドチャネルアクチベー
ター、ルビプロストンという薬があり
ます。これはプロスタグランジンE１
の誘導体である脂肪酸の一種ですが、
腸管の上皮細胞表面の２型クロライド
チャネル（CLC-２）へのアゴニスト
作用により、腸管よりクロライドの豊
富な分泌を促進し、便の膨化をもたら
すとともにその便の輸送も促します。
排便回数の改善は数日で、腹部症状は

１週間程度で改善するといわれており、
主な副作用は嘔気と効き過ぎによる下
痢、あるいは頭痛です。嘔気対策には、
食後の服用を徹底することが重要です。
　池脇　今回の症例以外のほかの一般
的な便秘に関しても、こういった薬は
効果があると期待してよいのでしょう
か。
　鈴木　そうですね。ただし、比較的
若い女性の便秘の場合はあまり奏効し
ないこともあります。ダイエットを厳
しくやっているような方の場合は、あ
る程度食事量を安定させてから、薬剤

で調節していくことが大事です。その
食事療法をしっかりとやっていないと、
むしろルビプロストンでは、あまりに
も空っぽの腸管をいきなり膨脹させて
しまい、嘔気が起こってくるわけです。
ある程度ボリュームとしてしっかり食
べたあとにルビプロストンを服用して
いただくことが非常に重要です。
　池脇　便秘の治療は、薬だけではな
くて、食事を含めたライフスタイルの
指導が重要だということですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　池脇　ありがとうございました。
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