
　桜田　そうですね。一般的にニトロ
グリセリンとか亜硝酸剤を、昔、好ん
で出す医師がいらっしゃったと思うの
ですけれども、治療の根幹はどちらの
タイプもCa拮抗剤がファーストチョイ
スです。ところが、Ca拮抗剤を出して
も効かない場合があります。量が足り
ないのか、あとは１種類だけで合わな
くて、Ca拮抗剤も２種類合わせて使っ
たほうが効く場合もある。ただ、その
方々の中には、動悸がしたり、むくみ
が出て、いろいろ変更しなければなら
ない場合もけっこう出てきます。それ
でも、一般的にはかなりの先生は、狭
心症にニトログリセリンが効くと思っ
ているところが難しいのです。
　それと、普通の一般的な大きな血管
が痙攣するタイプの人は、ニトログリ
セリンを舌下すると１～２分で効くの
ですけれども、微小循環型の狭心症は
ニトログリセリンが効きにくいのです。
一般的に閉経前の女性も多いといわれ
ているのですけれども、最近は若い人
にも多いのです。そういう若い人に、
狭心症を疑って、痛いときにニトログ
リセリンを含んでといっても、なかな
か効かないし、痛みも20～30分、長い
ときには半日も続いたりとか、典型的
ではないパターンが多いのです。
　池脇　話がずれるかもしれませんけ

れども、先生は数多く患者さんを診て
おられますが、Ca拮抗剤の中で、特に
こういうものが効くというのはあるの
でしょうか。
　桜田　効きにくい薬はあります。ノ
ルバスクとかアムロジンは血圧の薬と
しては効果があります。アムロジピン
は、Ca拮抗剤なのでこの人は効くはず
だと思っても、冠攣縮には効かないの
です。
　池脇　案外だめですか。
　桜田　ですから、ヘルベッサー、ア
ダラートとかコニールとかお勧めで、
ワソランも一部には効きますけれども、
そういうタイプのCa拮抗剤を選んでも
らうことと、それと血圧が下がってき
て、なかなか使いにくい場合にはCa拮
抗剤を減量して亜硝酸剤を併用されて
もいいと思うのです。
　ただ、Ca拮抗剤を１種類出してもな
かなか効かないという場合に、「あな
たは狭心症ではない」と言う前に、薬
を変更されたり、増量するということ
を試してもらうのが大事かと思います。
　池脇　冠攣縮性の狭心症はなかなか
診断が難しいし、狭心症ではないと思
っても、実はそうだということもある
ことを頭に入れたほうがいいですね。
　桜田　はい。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　まず、成人、小児、特に学童
レベルを中心にお話をうかがいます。
まず成人ですが、高齢化でだんだん増
えてきている印象があります。これは
事実なのでしょうか。
　中島　慢性便秘といいますと、女性
の病気と思いがちです。確かに60歳未
満では女性の方が圧倒的に多いのです
けれども、便秘患者のハイボリューム
ゾーンというのは60歳以上。60歳から
男性が徐々に増えて、80歳になると性
差がない、高齢者の病気と考えてよい
かと思います。
　山内　まず便秘の定義に関してです
が、俗に３日出なかったらというのが
あります。これは正しいのでしょうか。
　中島　半分正しくて、半分間違いだ
と思うのです。医師の視点から言いま
すと、お通じがない、排便回数が低下

するというのを便秘ととらえがちなの
ですけれども、実はほとんどの患者さ
んはお通じが２日、３日なくてもあま
り気にならなくて、排便困難症、便が
固いことによる怒責、力み、それから
残便感、あるいは１回に出切らない頻
回便、あるいは肛門部が締めつけられ
るような肛門部の閉塞感、こういう排
便困難症を訴える方がかなりの割合で
いらっしゃいます。
　ですから、慢性便秘というと、確か
に先生がおっしゃるように、週３回未
満という排便回数の減少、これは定義
としては正しいのですけれども、排便
困難症状だけでも慢性便秘ととらえて
よいのではないかと思います。便秘の
方のうち７割ぐらいは排便困難症状で
す。
　山内　そうすると、極端な例ですと、

基礎疾患のない慢性便秘
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毎日出ているけれども便秘というもの
もあるのですね。
　中島　そういうことです。そこがま
さに重要で、患者さんは毎日出ている
のですけれども、すっきり出せないと
いうのが不満で、かかりつけの医師に
言うのです。患者さんが毎日出ている
と言うと、主治医のほうがそれを翻訳
できない。こういう不幸な状況が現実
の医療に起こっていると思います。
　山内　高齢者で多いというと、一般
的には水分摂取が足りないのだろうと
いう印象なのですが、原因としてはほ
かにもいろいろとあるのでしょうか。
　中島　はっきりはわかっていません
が、患者さんを見ていますと、特に定
年退職なされた後の男性が特徴的です。
先生がおっしゃるように、水分摂取量
が非常に減ってくる。それから運動量
が減ってきます。食事量もわりと減っ
てくる方が多い。あと不規則になりま
すので、そういう生活習慣の乱れも一
つの原因だと感じます。
　もう一つは、どうしても年齢ととも
に排便を促す筋肉、腹筋を中心とした
筋肉が衰えてきますので、それも一つ
の原因ではないかと思います。
　山内　そのあたりを踏まえて、最近
の治療法について早速うかがいたいの
ですが、最近、新薬も随分出てきてい
るようですね。
　中島　わが国の便秘に使う薬という
のは、長らく臨床治験を経ない、エビ

デンスレベルの低いものだったのです
けれども、最近、ルビプロストンとい
う薬が32年ぶりに保険適用になり、治
療効果の確立したものが使えるように
なったというのがトピックスです。
　しかしながら、圧倒的にわが国では
酸化マグネシウム、刺激性下剤として
はセンナ系の刺激性下剤が使われてい
まして、海外とは全く違う、独特の治
療状況です。
　山内　ちなみに海外と違うといいま
すと、海外ではどういったものが使わ
れているのでしょうか。
　中島　日本での保険適用はありませ
んが、海外ではポリエチレングリコー
ルが圧倒的に多いです。それから、日
本では使えませんが、先ほど言いまし
たルビプロストン以外に、リナクロタ
イドあるいはプルカリプライドといっ
た、エビデンスレベルの高い薬が使え
る状況です。日本ではこれから、この
数年でどんどん新しい薬が出てくると
思いますので、この分野に精通してお
くことも重要ではないかと思います。
　山内　ポリエチレングリコールなど
は非常に効くのでしょうか。
　中島　これはOTCですけれども、海
外では、ほとんどファーストチョイス
になっています。
　山内　そういったものが出てくると、
現在の治療法が一変する可能性もある
のですね。
　中島　変わってくる可能性がありま

す。
　山内　とりあえずそれまでの間にな
りますが、第一選択薬、ないし最初の
ステップとしては、どういったものが
推奨されているのでしょうか。
　中島　いろいろ考えがあるとは思う
のですけれども、基本的にはまず便秘
の患者さんに会いましたら、緩下剤で
す。日本で使える緩下剤は幾つかある
のですが、私は酸化マグネシウム、あ
るいは先ほど言いました新薬のルビプ
ロストン、このどちらかをファースト
チョイスで使って、ベースを緩下剤で
まず始めます。それでも患者さんによ
っては、例えば旅行に行ったり、いろ
いろな状況で出ないことがあります。
緩下剤を毎日使ってもお通じがないと
きには、時々刺激性下剤をのむという
使い方が一番スマートではないかと思
います。
　一方では、刺激性下剤を淡々と毎日
のみますと、それに対する依存性や習
慣性が出てきます。やはり刺激性下剤
は本当に排便回数が少なくて困ったと
きだけにするという使い方がよいので
はないかと思います。
　山内　坐薬で刺激するものもありま
すけれども、これについてはいかがな
のでしょう。
　中島　直腸まで便が出ているときに、
重層坐薬で二酸化炭素を発生させて便
意を催すもの、あるいはビサコジルと
いう坐薬があります。坐薬を使える方

はいいのですが、日本の患者さんはな
かなか坐薬を使うことに対してためら
われる方が多いのが現状で、コンプラ
イアンスがよくないと思います。やは
りのみ薬がまず一番よいのではないか
と思います。
　ただ、寝たきりとか、なかなかのめ
ない方には、坐薬は非常に重用すると
いうことがあります。
　山内　生活習慣も随分言われますが、
これもかなり漠然としたものが多いよ
うです。先生ご推奨の生活習慣はいか
がでしょう。
　中島　まず通常の便秘ですと、繊維
分の多いものを食べるというのが、最
初の基本になると思います。意外と繊
維分の摂取というのは難しくて、最低
でも20gぐらい。20gといいますと、１
日でキャベツ１玉とかですから、現在
の生活では非常に繊維分が取りにくい
のです。我々でも、便秘の患者さんを
見ると、１日２gとか、通常量の10分
の１しか取っていない方が多いですか
ら、繊維分を取る生活習慣に変えてい
く。それから水分です。
　そして、便秘に関して何といっても
一番重要なのは、便意がなくても朝ト
イレに行くこと。普通ですと、まず便
意が来て、「あ、トイレに行きたいな」
となってトイレに行くのですけれども、
便秘の方は便意を自ら抑制した結果、
便秘になっている方も多くて、あまり
トイレに行く気がしないのです。です
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毎日出ているけれども便秘というもの
もあるのですね。
　中島　そういうことです。そこがま
さに重要で、患者さんは毎日出ている
のですけれども、すっきり出せないと
いうのが不満で、かかりつけの医師に
言うのです。患者さんが毎日出ている
と言うと、主治医のほうがそれを翻訳
できない。こういう不幸な状況が現実
の医療に起こっていると思います。
　山内　高齢者で多いというと、一般
的には水分摂取が足りないのだろうと
いう印象なのですが、原因としてはほ
かにもいろいろとあるのでしょうか。
　中島　はっきりはわかっていません
が、患者さんを見ていますと、特に定
年退職なされた後の男性が特徴的です。
先生がおっしゃるように、水分摂取量
が非常に減ってくる。それから運動量
が減ってきます。食事量もわりと減っ
てくる方が多い。あと不規則になりま
すので、そういう生活習慣の乱れも一
つの原因だと感じます。
　もう一つは、どうしても年齢ととも
に排便を促す筋肉、腹筋を中心とした
筋肉が衰えてきますので、それも一つ
の原因ではないかと思います。
　山内　そのあたりを踏まえて、最近
の治療法について早速うかがいたいの
ですが、最近、新薬も随分出てきてい
るようですね。
　中島　わが国の便秘に使う薬という
のは、長らく臨床治験を経ない、エビ

デンスレベルの低いものだったのです
けれども、最近、ルビプロストンとい
う薬が32年ぶりに保険適用になり、治
療効果の確立したものが使えるように
なったというのがトピックスです。
　しかしながら、圧倒的にわが国では
酸化マグネシウム、刺激性下剤として
はセンナ系の刺激性下剤が使われてい
まして、海外とは全く違う、独特の治
療状況です。
　山内　ちなみに海外と違うといいま
すと、海外ではどういったものが使わ
れているのでしょうか。
　中島　日本での保険適用はありませ
んが、海外ではポリエチレングリコー
ルが圧倒的に多いです。それから、日
本では使えませんが、先ほど言いまし
たルビプロストン以外に、リナクロタ
イドあるいはプルカリプライドといっ
た、エビデンスレベルの高い薬が使え
る状況です。日本ではこれから、この
数年でどんどん新しい薬が出てくると
思いますので、この分野に精通してお
くことも重要ではないかと思います。
　山内　ポリエチレングリコールなど
は非常に効くのでしょうか。
　中島　これはOTCですけれども、海
外では、ほとんどファーストチョイス
になっています。
　山内　そういったものが出てくると、
現在の治療法が一変する可能性もある
のですね。
　中島　変わってくる可能性がありま

す。
　山内　とりあえずそれまでの間にな
りますが、第一選択薬、ないし最初の
ステップとしては、どういったものが
推奨されているのでしょうか。
　中島　いろいろ考えがあるとは思う
のですけれども、基本的にはまず便秘
の患者さんに会いましたら、緩下剤で
す。日本で使える緩下剤は幾つかある
のですが、私は酸化マグネシウム、あ
るいは先ほど言いました新薬のルビプ
ロストン、このどちらかをファースト
チョイスで使って、ベースを緩下剤で
まず始めます。それでも患者さんによ
っては、例えば旅行に行ったり、いろ
いろな状況で出ないことがあります。
緩下剤を毎日使ってもお通じがないと
きには、時々刺激性下剤をのむという
使い方が一番スマートではないかと思
います。
　一方では、刺激性下剤を淡々と毎日
のみますと、それに対する依存性や習
慣性が出てきます。やはり刺激性下剤
は本当に排便回数が少なくて困ったと
きだけにするという使い方がよいので
はないかと思います。
　山内　坐薬で刺激するものもありま
すけれども、これについてはいかがな
のでしょう。
　中島　直腸まで便が出ているときに、
重層坐薬で二酸化炭素を発生させて便
意を催すもの、あるいはビサコジルと
いう坐薬があります。坐薬を使える方

はいいのですが、日本の患者さんはな
かなか坐薬を使うことに対してためら
われる方が多いのが現状で、コンプラ
イアンスがよくないと思います。やは
りのみ薬がまず一番よいのではないか
と思います。
　ただ、寝たきりとか、なかなかのめ
ない方には、坐薬は非常に重用すると
いうことがあります。
　山内　生活習慣も随分言われますが、
これもかなり漠然としたものが多いよ
うです。先生ご推奨の生活習慣はいか
がでしょう。
　中島　まず通常の便秘ですと、繊維
分の多いものを食べるというのが、最
初の基本になると思います。意外と繊
維分の摂取というのは難しくて、最低
でも20gぐらい。20gといいますと、１
日でキャベツ１玉とかですから、現在
の生活では非常に繊維分が取りにくい
のです。我々でも、便秘の患者さんを
見ると、１日２gとか、通常量の10分
の１しか取っていない方が多いですか
ら、繊維分を取る生活習慣に変えてい
く。それから水分です。
　そして、便秘に関して何といっても
一番重要なのは、便意がなくても朝ト
イレに行くこと。普通ですと、まず便
意が来て、「あ、トイレに行きたいな」
となってトイレに行くのですけれども、
便秘の方は便意を自ら抑制した結果、
便秘になっている方も多くて、あまり
トイレに行く気がしないのです。です
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から、ともかく朝、時間をつくってト
イレに行く。そこで集中して、排便す
るという習慣です。
　もう一つは排便姿勢です。理想は大
腿と背中の角度が35度以下ですから、
かなり前のめりです。かなり前屈の姿
勢にならないと出にくいのです。トイ
レに行って、かつ座って新聞を読むな
んていう姿勢ではなくて、前屈みにな
る姿勢が重要ではないかと思います。
　山内　重症化した場合、専門の先生
にご紹介するポイントとは、どういっ
たものなのでしょうか。
　中島　通常ですと、先ほど言った緩
下剤と刺激性下剤でお通じがあるので
すが、そうやって薬物治療をすれば、
軟便ないしは水様便が普通に出ます。
ところが、便が非常に軟らかくなって
も、非常に怒責が強いとか、頻回に行
くようでしたら、直腸・肛門の機能異
常が疑われるので、薬物療法は限界で
す。専門の医師に紹介するのがよいと
思います。
　もちろん、便秘といいましても、背
後に大腸がん、あるいは特に若い女性
ですと甲状腺機能低下など症候性の便
秘があるので、その辺も常に念頭に置
いて、薬が反応しないときには続発性
のものがあることも考えなくてはいけ
ないと思います。
　山内　今、若い女性という話があり
ましたが、学童期から若年にかけての
女性に、非常に多いような印象もあり

ますけれども、最近増えているのでし
ょうか。
　中島　世界で小児の便秘は非常に増
えています。アジア地域は特に増えて
います。その原因としては、学童期に
なるに従って、親がまずトイレトレー
ニングをしない。それから、日本の場
合ですと、都市化が進んで、なかなか
好きなときにトイレに行けない。特に
学校などですと、なかなか行きづらい
ということで、便意があっても抑制し
てしまう。そういうことが原因だと考
えられています。
　山内　そういった習慣づけが非常に
大事になってくるのですね。
　中島　はい。
　山内　実際に便が詰まってくるとい
ったこともあるのですね。
　中島　fecal impaction、便塞栓とい
いますが、おなかに触れると、便が直
腸にたまっているとわかるぐらい我慢
しているお子さんがいます。
　山内　そういったものは大人になっ
ても、どんどんひどくなっていくので
しょうか。
　中島　新生児とか乳児ですと治療を
すればいいのですけれども、学童期の
便秘は、ひとたびコントロールできな
いと、高率に成人に移行します。そう
いうことを考えますと、今後、さらに
便秘患者は増えてくるのではないか。
特に女性は、女性ホルモンの影響で大
腸の蠕動が抑制されることがわかって

いますので、女性で、思春期発症の便
秘の方は、気をつけないと、どんどん
進行することが知られています。
　山内　かなり高度なものになってい

くのですね。
　中島　大腸全摘をするような方も中
にはいらっしゃいます。
　山内　ありがとうございました。
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から、ともかく朝、時間をつくってト
イレに行く。そこで集中して、排便す
るという習慣です。
　もう一つは排便姿勢です。理想は大
腿と背中の角度が35度以下ですから、
かなり前のめりです。かなり前屈の姿
勢にならないと出にくいのです。トイ
レに行って、かつ座って新聞を読むな
んていう姿勢ではなくて、前屈みにな
る姿勢が重要ではないかと思います。
　山内　重症化した場合、専門の先生
にご紹介するポイントとは、どういっ
たものなのでしょうか。
　中島　通常ですと、先ほど言った緩
下剤と刺激性下剤でお通じがあるので
すが、そうやって薬物治療をすれば、
軟便ないしは水様便が普通に出ます。
ところが、便が非常に軟らかくなって
も、非常に怒責が強いとか、頻回に行
くようでしたら、直腸・肛門の機能異
常が疑われるので、薬物療法は限界で
す。専門の医師に紹介するのがよいと
思います。
　もちろん、便秘といいましても、背
後に大腸がん、あるいは特に若い女性
ですと甲状腺機能低下など症候性の便
秘があるので、その辺も常に念頭に置
いて、薬が反応しないときには続発性
のものがあることも考えなくてはいけ
ないと思います。
　山内　今、若い女性という話があり
ましたが、学童期から若年にかけての
女性に、非常に多いような印象もあり

ますけれども、最近増えているのでし
ょうか。
　中島　世界で小児の便秘は非常に増
えています。アジア地域は特に増えて
います。その原因としては、学童期に
なるに従って、親がまずトイレトレー
ニングをしない。それから、日本の場
合ですと、都市化が進んで、なかなか
好きなときにトイレに行けない。特に
学校などですと、なかなか行きづらい
ということで、便意があっても抑制し
てしまう。そういうことが原因だと考
えられています。
　山内　そういった習慣づけが非常に
大事になってくるのですね。
　中島　はい。
　山内　実際に便が詰まってくるとい
ったこともあるのですね。
　中島　fecal impaction、便塞栓とい
いますが、おなかに触れると、便が直
腸にたまっているとわかるぐらい我慢
しているお子さんがいます。
　山内　そういったものは大人になっ
ても、どんどんひどくなっていくので
しょうか。
　中島　新生児とか乳児ですと治療を
すればいいのですけれども、学童期の
便秘は、ひとたびコントロールできな
いと、高率に成人に移行します。そう
いうことを考えますと、今後、さらに
便秘患者は増えてくるのではないか。
特に女性は、女性ホルモンの影響で大
腸の蠕動が抑制されることがわかって

いますので、女性で、思春期発症の便
秘の方は、気をつけないと、どんどん
進行することが知られています。
　山内　かなり高度なものになってい

くのですね。
　中島　大腸全摘をするような方も中
にはいらっしゃいます。
　山内　ありがとうございました。
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