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【要旨】 

便秘治療のゴールは患者の訴えを軽減し、排便状況の満足を継続することである。近年、新規機序薬の開発によ

り便秘治療の選択肢は拡大したが、その選択は容易ではない。本研究では、2019年5月～2020年7月に当院便秘

外来を 3か月以上継続して通院し、便秘治療介入前に腹部超音波検査(US)、腹部レントゲン検査(X)を施行した患

者を対象に、治療薬と治療効果を調査した。また、USとX(US+X)を用いて便秘の病態分類し、治療効果の客観的評

価を試みた。当院便秘外来では87.1%の患者で 1～2剤の治療薬で治療効果ありであった。しかし、治療前後のUS

による便秘の病態分類は約半数で変化なかった。US+X による便秘の病態分類からは、便排出障害型便秘が治療に

難渋する可能性が示唆された。 
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【はじめに】 

 2017年10月に慢性便秘症診療ガイドライン2017が

発行され、ガイドラインに基づいて便秘診療を行うこ

とが可能となった 1）。医学的に便秘とは、「本来体外に

排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」

と定義され、便秘治療のゴールは患者の訴えを軽減し、

排便状況の満足を継続することである。近年、新規機

序薬の開発により便秘治療の選択肢は拡大したが、そ

の選択は容易ではない。本検討では、便秘を訴える患

者への治療薬と治療効果を調査した。また、US+Xを用

いて便秘の病態分類し、治療効果の客観的評価を試み

た。 

 

【方法】 

 2019年 5月から 2020年 7月までに当院便秘外来を

3 か月以上継続して通院し、便秘治療介入前に腹部超

音波検査(US)、腹部レントゲン検査(X)を施行した 62

症例について検討した。 

患者は，慢性便秘症診療ガイドライン 20171）の推奨

に従い、刺激性下剤は中止または週 1回程度の頓用に

変更した。また慢性便秘症診療ガイドライン 20171）を

参考に作成した当院便秘外来の治療薬フローチャート

に基づき治療を行った(図1)2）3）。つまり、75歳未満の

場合はエロビキシバット5～15mg/日を追加し、75歳以

上の場合はルビプロストン 12～48μg/日を追加した。

各々最大用量まで増量しても便秘改善がない場合はポ

リエチレングリコール(PEG)製剤を追加し、その後PEG

のみに移行した患者もいた。一方で、効果がない場合

には順に治療薬を追加変更した。治療効果判定は、患

者が 2回連続治療薬変更希望なしの場合に治療効果あ

りとし、それまでに追加した薬剤が1剤(A)、2剤(B)、

効果なし(C)の3群に分けた(図2)。 

画像評価は、治療開始前に US+X を施行し、US で便

の有無を上行結腸、横行結腸、下行結腸、Ｓ状結腸(S)、

直腸(R)の 5 か所で同定した。US 所見における便の有

無は、「腸管内腔に固形物や液体物を認めず、後壁エコ

ーを認める」場合を便なし。それ以外を便ありとした

(図3)2）3）。腹部X線で直腸ガスの有無を判定し、直腸

にガスありを排出障害型、直腸にガスなし、USでS a

nd/or Rに便ありを大腸通過遅延型、S+Rに便なしを大

腸通過正常型とした(表1、図4)2）～5）。便性状はブリス

トル便形状スケールを用いた(図5)6）。さらに、治療経

過中または治療後に2回目のUSを施行した39症例に

ついて前後のUSを評価した。 

①患者背景、②使用した治療薬とその効果、③US+X

線での便秘病態分類に基づいた治療効果を検討した。 

 

【結果】 

 結果①平均年齢66±17歳、性別男性20：女性42で

あり、A群37人、B群17人、C群8人となった。年齢
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に有意差があり、B群（2剤）で高齢であった。51症例

(82.3%)で過去に市販薬を含む便秘内服薬使用の既往

があったが、便形状スケール、便秘治療歴で有意差は

なかった(表2)。 

便秘治療内容は、A群は37人でそのうち最終的に内

服薬なし10人、エロビキシバット単剤10人、ルビプ

ロストン単剤10人、PEG単剤7人であった。B群は17

人で13人が（エロビキシバットorルビプロストン）

+PEGであった。C群は8人で、中央値12か月(6-14)通

院しており、3剤併用するも効果なしであった。 

初診時US+Xで排出障害型12人(19.3%)、大腸通過遅

延型36人(58.1%)、大腸通過正常型14人(22.6%)と分

類した(表3)。 

また、初診時ブリストル便形状を硬便(1-2)：普通便

(3-5)：水様便(6-7)とすると、大腸通過遅延型36人は

硬便21人(58.3%)：普通便11人(30.6%)：水様便4人

(11.1%)、大腸通過正常型14人は硬便4人(28.4%)：普

通便8人(57.4%)：水様便2人(14.2%)、であることか

ら US+X による病態分類はブリストル便形状と相関す

る傾向にあった。排出障害型12人は硬便3人(25.0%)：

普通便3人(25.0%)：水様便6人(50.0%)であり、排出

障害型に分類した患者では水様便が 50%を占めていた

(図6)。各病態分類型で有意差を認めた。治療介入後の

便性状の変化は、すべての症例で治療後ブリストル便

形状は普通便(3-5)であった(図7)。 

治療中または治療経過中に 2回目 USを施行した 39

人を検討対象とし、治療前後の病態を評価した。17人

(43.6%)はUS+Xによる病態分類に変化なかった(図8)。 

治療が満足いかなかったC群では中央値12か月(6-

14)通院しており、3 剤併用するも効果なしだったが、

治療後の US+X でも排出障害型が改善しえなかった症

例が治療効果に乏しい可能性が示唆された(図 9)。使

用薬剤による治療効果やその病態への影響は認めなか

った。 

 

【考察】 

便秘を訴える患者への治療薬と治療効果を調査し、

腹部超音波検査を用いた便秘の病態分類を用いて、治

療効果の客観的評価を試みた。本検討では、当院便秘

外来では87.1%の患者で1～2剤の治療薬で治療効果あ

りであった。治療介入後の便性状の変化は、すべての

症例で治療後ブリストル便形状は普通便(3-5)と改善

したが、治療前後のUSによる便秘の病態分類は約半数

で変化なかった。 

2017年 10月に慢性便秘症診療ガイドライン 20171）

が発行され、ガイドラインに基づいて便秘診療を行う

ことが可能となった。医学的に便秘とは、「本来体外に

排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」

と定義され、簡便な定義である印象を受ける一方で、

便秘に伴う症状は排便回数減少、排便困難、残便感な

ど様々である。また、近年、新規機序薬の開発により

治療の選択肢は拡大したが、その選択は容易ではなく、

確立もされていない。そのため、便秘治療で満足を得

られるまでに時間を要する場合や、コンプライアンス

の低下も懸念される。 

便秘は大きく分類して、大腸通過正常型、大腸通過

遅延型、便排出障害がある。既報で、大腸通過時間を

腹部超音波検査で評価した報告もある 7）。また我々も

以前より腹部超音波検査と腹部レントゲン検査を併用

した便秘病態分類を報告してきた 2）3）。 

本検討では、便秘の訴えで当院便秘外来を受診した

患者の治療薬、治療効果を調査し、より効果的な治療

薬の選択につながらないかを考察したが、87.1%の患者

で1～2剤の治療薬で治療効果あり、という結果であっ

たが、治療薬別に治療効果に特徴はなかった。USによ

る病態分類別に有用な治療薬を検討したが、特徴はな

かった。しかし、治療後に排出障害型であると判断さ

れた患者 2人はいずれも治療効果がなかったと主張し

ており、排出障害型が改善しえなかった症例が治療効

果に乏しい可能性が示唆された。 

排出障害型便秘は便の断片化、排便時いきみ、残便

感、用手排便を要することなどを特徴とする便秘の一

種である 8）9)。経肛門膣超音波、肛門直腸内圧測定およ

びバルーン排出試験、および心理学的評価がその診断

に役立つ可能性がある 10）11)。食物繊維食を含む食事摂

取などの保守的な治療法に加え、バイオフィードバッ

ク法も有効な治療であるが、その治療に難渋する場合

も多い 12)。当院通院中の便秘患者においても、USによ

る病態分類で排出障害型に分類した患者では、大腸通

過遅延型や大腸通過正常型の患者と比べて治療に対す

る満足度が低い印象であった。排便に対する満足度が

低く、初診時の便性状も他院処方や市販薬など様々な

下剤投与により水様便になっていることが散見された。

便性状は、ブリストル便形状スケールで 4がもっとも

患者のQOLがいいことが知られており、水様便ではQO

Lが低いことがわかる 13）。 

本研究は、症例数も少なく、またUSによる便病態分

類による評価であり、大腸通過時間や排便造影などの

検査をしていないという制限がある。一方で、すでに

機能性便秘の評価や治療の経過観察に腹部超音波検査

が有用であるという2例報告がある 14）。また、排便障

害型の便秘のその他の大腸通過遅延・正常型の便秘で

は、治療への反応が異なる印象があり、それらを区別

して診断・治療していくことが今後の治療効率化につ

ながると考えている。そのために使用する腹部超音波

検査は非侵襲的検査であり、簡便に繰り返してできる
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検査である。便秘の治療効果判定には複数回にわたる

評価が必要であることからも、非侵襲的検査である腹

部超音波検査は適していると考える。さらなる症例の

集積を行い、効果的な治療薬での治療につながること

を期待したい。 

 

【結語】 

当院便秘外来では87.1%の患者で1～2剤の治療薬で

治療効果ありであった。治療前後のUSによる便秘の病

態分類は約半数で変化なかった。 
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本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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図1 便秘外来治療薬フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 治療効果判定 
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図3 腹部超音波検査による便の有無と局在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 腹部超音波検査による便秘の病態分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 ブリストル便形状スケール 
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図6 US+X病態分類別の初診時便性状(ブリストルスケール) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 治療介入後の便性状変化(ブリストルスケール) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 治療介入前後のUS+X便秘病態変化 
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図9 US+X病態分類別の治療効果 


