
 
 

 
 

 

2022年度平成塾通信講座 
ー 第2回 ー  

 
– 超高齢社会における薬剤師のための薬物療法 – 

 
 

 シリーズ２ まず習得したい！ 
消化器系疾患の病態生理と薬物療法 

 
（３）過敏性腸症候群の病態生理と薬物療法  

      （４）クローン病・虫垂炎の病態生理と薬物療法 
 

 
 

 

 



 
 

受講者の皆様へ 

 

一般社団法人昭薬同窓会・平成塾の受講をしていただき誠にありがとうござい

ます。教科書として「薬物治療学(南山堂)」を採用いたしております。本書は教科

書として評判の良い書であり、本年は昨年の改訂 10版から改訂 11 版となり、

最新の情報が掲載されております。本解説書は今回のテーマについて簡単に解説

してありますので、教科書を読む際の道しるべとしてご活用ください。 

後半の【理解度チェック】は四者択一形式の問題となっております。解答は 

はがきによる郵送かあるいはインターネットによる方式のどちらかが選択できます。 

いずれも正答率 60％以上で単位シールを受け取れます。60％未満の場合には

60％を超えるまで年度内であれば何度でも解答できます。 

さらに、年間を通じて 8単位取得された方には「修了証」を発行しております。 

この修了証２枚で翌年の受講料 20パーセントの割引が適応されますので、修

了証は大切に保管ください。 

 

また、認定薬剤師の申請（新規・更新）にも平成塾をご愛用ください。平成

塾は現在消費税免除事業者のため消費税は掛からず、１万円丁度の手数料

で申請できます。ご検討ください。 
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★★★令和4（２０２2）年度平成塾通信講座第2回配信★★★ 
 

シリーズ２ 『まず習得したい！  
 過敏性腸症候群・クローン病の病態生理と薬物療法 

クローン病・虫垂炎の病態生理と薬物療法』 
 
（３）過敏性腸症候群の病態生理と薬物療法 

 

【過敏性腸症候群】疾患番号 25（202頁-208頁） 
過敏性腸症候群（TBS）の成因 

ストレス、過労等を原因として発症する事がある。又、感染性腸炎後

に発症する事もある。IBSのタイプは便性状から4型に分類され、便秘

型、下痢型、混合型、及び分類不能型に分類される。便秘型は硬便、兎

糞状態が便形状の25％以上を占め、軟便や水様便が便通の25％未満の

状態である。下痢型は、軟便、水様便が便形状の25％以上を占め、硬便

や兎糞状便が25％未満の場合である。混合型は硬便や兎糞状便が25％

以上、又、軟便も水様便も25％以上の場合である。 

又、分類不能型は便形状の異常が不十分であり、便秘型、下痢型、混合

型のいずれにも属さない便通異常である。 

一般にIBS患者の下部食道括約筋圧は低く、胃食道逆流症を起し易

い。小腸運動のMMCと呼ばれる腸管運動の異常はIBSで頻発し、特に

便秘型より下痢型で起こり易い。IBSでは、下行結腸に於ける知覚閾

値の低下と、蠕動反射の亢進、消化管抑制反射の低下を認め、内臓知

覚過敏と消化管運動異常が関与している。 
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［定義］（203頁 参照） 

過敏性腸症候群・IBSとは、腹痛、或いは腹部不快感とそれに関連す
る便通異常、便秘・下痢が慢性若しくは再発性に持続し、器質的な異常
所見を伴わない。ストレスが原因とされる状態である。 

 
[診断] （203頁 参照） 
診断では、癌や、炎症性腸疾患/IBSと言う器質的疾患を除外して、 

Rome4基準に基づきおこなう。Ｒome4診断基準ではIＢＳは少なくて
も診断の6ケ月以前に症状が出現し、過去3カ月間、週に1回以上に亘っ
て腹痛が繰り返し起こり、腹痛が以下に関連する。 
① 排便に関連する ② 排便頻度の変化に関連する ③便形状の変化 
に関連するという項目の2項目以上の特徴を示すものである。 
便の形状評価はブリストル便の形状スケールを使用する。 
（204頁、図1） 

 
【治療】 
患者の重症度と推測される病態に基づき、食事・生活指導、消化器症

状の対症療法、中枢神経系作用薬、心理療法を行う。 
最初優勢症状に基づいて、消化管主体の治療を行う。消化管機能調節

薬、プロバイオティクス、高分子重合体を投与する。 
下痢型には5―ＨＴ拮抗薬、便秘型には粘膜上皮機能変容薬を投与す

る。これまでで改善が無ければ4型に基づき薬物を追加投与する。 
腹痛には抗コリン薬を投与、便秘型には下剤を投与するが、アントラキ
ノン系・センナ等の常用は避ける。これらの薬物で改善が無ければ、う
つ優勢なら抗うつ薬、不安が優勢であれば、抗不安作用を持つ抗うつ薬
や5－T1A薬を投与する。 
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治療薬は単剤投与が基本、第一段目薬物の消化管機能改善薬、5－HT3
拮抗薬粘膜上皮機能変容薬と、2段目薬のプロバイオティクス、高分子
重合体を組み合わせても良い。 
 
【治療薬】204頁―208頁 
治療薬は以下の様に分類されている。 
１. 消化管機能に作用する薬物 
２. 粘膜上皮機能変容薬 
３. 胆汁酸トランスポーター阻害薬 
４. 浸透圧下剤 
５. 自律神経調整薬 
６. 腸内細菌叢フローラの改善薬 
 
１．消化管機能に作用する薬物 
消化管機能に作用する薬物には以下がある。 
A. 抗コリン薬 
B. ロペラミド 
C. 止瀉薬 
D. 5―ＨＴ3拮抗薬 
E. 体内非吸収性の高分子重合体 
F. 消化管運動機能改善薬 
G. 塩類下剤 
H. 大腸刺激下剤 
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メモ：ブリストル便の形状スケール 
1型：硬くてコロコロした兎糞状便 
2型：ソーセージ状だが硬い便 
3型：表面にひび割れのあるソーセージ状の便 
4型：表面が柔らかいソーセージ状又は蛇状の便 
5型；しわのある柔らかい半分固形の便 
6型：フニャフニャの不定形の小片便、泥状の便 
7型：水様で固形物を含まない液体状の便 
 
Ａ.抗コリン薬 
ロートエキス、ブチルスコポラミン、メペンゾラート 

ムスカリンＭ３受容体に於いてアセチルコリンと競合的に拮抗し、鎮痛

作用、消化管運動抑制作用等を示す為、ＩＢＳ患者に診られる異常な消

化管運動亢進に有効である。 

薬学管理：出血性大腸炎、緑内障、前立腺肥大による排尿障害、重篤な

心疾患、麻痺性イレウス、細菌性下痢患者に対しては禁忌。 

Ｂ.ロペラミド 

腸のコリン作動性神経シナプス前膜のオピオイド受容体を刺激し、アセ

チルコリンの遊離を抑制して腸運動を抑制する。又、消化管からの水分

吸収を促進し、IBS患者に診られる異常な消化管運動亢進に有効。 

薬学管理：出血性大腸炎、抗菌薬投与による偽膜性大腸炎、低体重児、

6ケ月未満の乳児、新生児には禁忌。 

C.止瀉薬 
①タンニン酸アルブミン 

腸内でタンニン酸を遊離、タンニン酸の収斂作用により止瀉作用。 
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薬学管理：出血性大腸炎、牛乳アレルギー、鉄剤服用者には禁忌。 

②次硝酸ビスマス 

腸粘膜の蛋白質と結合し粘膜の感受性を低下させ、止瀉作用。 

② 天然ケイ酸アルミニウム 

吸着作用により腸内の異常有害物質、過剰水分・粘液等除去。 

D.HT3拮抗薬 

ラモセトロン 

遠心性神経の腸管の神経節に存在する 5HT3受容体を遮断し、ストレス

による大腸輸送能亢進、大腸水分輸送異常を改善し、排便亢進・下痢を

改善。又、求心性神経の終末の 5－HT3受容体遮断により、腹痛、内臓

知覚神経過敏を改善。 

薬学管理：下痢型ＩＢＳに使用、虚血性大腸炎、重篤な便秘に注意。 

Ｅ.体内非吸収性の高分子重合体 

ポリカルボフィル剤 

酸性条件下でＣａを脱離し、ポリカルボフィルとなる。これは腸管で吸

収されず、小腸や大腸の中性条件下高い吸水性、保水性を示し下痢に対

応。又、便秘時にも腸内水分を吸水して膨潤し、内容物を軟化させる。 

Ｆ.消化管運動機能改善薬 

トリメプチン 

副交感神経終末にあるオピオイド受容体に作用しアセチルコリンの遊離

を抑制し、消化管運動を抑制、又、運動低下状態の腸管ではノルアドレ

ナリン遊離を抑制する。 
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Ｇ.塩類下剤 

酸化マグネシウム 

Ｈ.大腸刺激下剤 

①ピコスルファートナトリウム 

②センナシド  

2. 粘膜上皮機能変容薬 

Ａ.Ｃｌチャネルー2賦活薬 

ルビプロストン 

ルビプロストンは小腸上皮頂端膜にある ClC-2Clチャネルの局所性活性

化物質であり、腸管内への腸液の分泌を挙げ、便の水分含量を増加し、

排便回数を増加させる。 

Ｂ.グアニル酸シクラーゼＣ受容体アゴニスト 

リナクロチド 

腸管に存在するグアニル酸シクラーゼに作用し、グアニル酸シクラーゼ

C受容体を活性化する事により細胞内のサイクリック GMP濃度を増加

させ腸管分泌、腸管輸送能を促進させる。 

３. 胆汁酸トランスポーター阻害薬 

エロビキシバット 

回腸末端部の上皮細胞に発現している胆汁酸トランスポーターを阻害

し、胆汁酸の再吸収を抑制し、第腸管内に流入する胆汁酸量を増加、 

胆汁酸は大腸管腔内に水分、電解質を分泌させ、更に消化管運動を亢

進。 
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4. 浸透圧下剤 

A.マグロゴール４０００ 

モビコール配合内用薬 

マグコロール4000の物理化学的性質により、高い浸透圧効果を有し、
消化管内に水分を保持し、容量依存的に便の排出を促進する。 
B.ラクツロース 
ラグノスNF経口ゼリー分包 
ラクツロースは経口投与されると、経口投与されると大部分が消化・吸
収されずに株消化管に達し、腸管内容物の浸透圧を高め、腸管内への水
分分泌を促進し、感下作用を発揮する。 
又、ラクツロースは大腸内で腸内細菌により分解され有機酸を生成さ
れ、腸管運動亢進、浸透圧性感下作用を示す。 
5. 自律神経調整薬 

トフィソパム 
高位中枢である視床下部に作用し、自律神経の緊張不均等を是正。 

６．腸内細菌叢フローラの改善薬 
プロバイオティクス 
カゼイン菌、ラクトミン、ビフィズス菌、宮入菌 
腸内細菌の乱れが生じない様に調整を行い、下痢症状を止める。 
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【クローン病】疾患番号 24（199頁-201頁） 
［定義］（176頁 参照） 
クローン病は若年者に好発し、腹痛、下痢、体重減少を主症状とする

消化管全体に亘る原因不明の炎症性腸疾患である。潰瘍性大腸炎と違い
消化管全域に於いて炎症が見られる。 
 
［疫学・成因・症状・診断］（200頁―201頁 参照）  
日本ではクローン病としての特定疾患医療受給者証交付件数は10年間で
2倍に増加している。後発年齢は10代後半から20代で男女比は2：1と男
性に多い。 
成因として食事成分の偏りや腸内細菌叢の乱れと環境的素因が関与

し、慢性的な消化管粘膜の免疫調節機構の障害により、粘膜の炎症が持
続すると考えられている。しかし、未だ原因不明である。 
クローン病の症状は腹痛、下痢、血便等の消化器症状に加え、痔瘻、

肛門周囲膿瘍等肛門部症状を来す事が多い。病変は小腸や大腸に縦走潰
瘍や飛び石病変等の病変を示し、小腸型、小腸・大腸型、大腸型の3つ
に分類される。（200頁 図1参照） 
診断は消化器症状、肛門部位の病変から診断される場合もあるが、口

腔内、関節、皮膚、眼病変を伴う事もある。診断には以下がある。 
① 血液検査 
② 上部・下部内視鏡検査 

 
［治療］（201頁 参照） 
治療には以下がある。 

A．薬物療法 

B. 血球成分除去療法 

C．栄養療法 
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A.薬物療法 

潰瘍性大腸炎の治療にも用いられるサラゾスルファピリジン、メサラジ

ン、ステロイド薬、免疫抑制薬、及び生物学的製剤のインフリキシマ
ブ、アダリムマブ、ウステキヌマブが適応する。インフリキシマブは 

腫瘍壊死因子・ＴＮＦ-αモノクロナール抗体製剤である。 

従来の治療で効果が得られない中等度以上の活動期の患者が対象であ

る。劇的な効果が得られるが、結核などの感染性の発現に注意する。 

アダリムマブは完全ヒト型のＴＮＦ―α抗体製剤である。ウステキヌマ

ブはＩＬ－12及びＩＬ－23を阻害し、ステロイド抵抗性の難治例に使

用される。 

Ｂ.血液除去療法 

炎症に関与する白血球を除去する。 

Ｃ.栄養療法 

クローン病では経腸栄養と、中心静脈栄養により積極的な栄養療法が行

われる。経腸栄養は通常の食事では必要な栄養成分摂取が不可能な場合

に、残存している消化吸収機能を利用して栄養管理を行うものである。 

経腸栄養成分は抗原性を示さないアミノ酸を蛋白源とし、脂肪分を殆ど

含まず、腸管の安全性を保つ。 

重度な下痢が続き、経腸栄養継続では消化管の負担がかかり、症状が悪

化する場合には中心静脈栄養が望ましい。 

患者は再燃・再発を繰り返す場合が多く、定期的に血液検査を行う。 
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【虫垂炎】疾患番号 26（209頁） 
［定義］（209頁 参照） 

 （急性）虫垂炎とは盲腸の下端部に起こる炎症である。リンパ濾胞過

形成、糞石、結石、腫瘍、寄生虫等が原因で中枢内腔が閉塞し、管腔内

圧上昇、血流障害が生じる。更に腸内細菌に感染する事で粘膜層、筋

層、漿膜の炎症を来す。虫垂炎には炎症が粘膜に限定するカタル性、全

身に及ぶ蜂窩織炎性、壊疽性がある。 

 

［病態］（209頁 参照） 

上腹部症状：心窩部痛、食欲不振、吐き気・嘔吐により発症、痛みは下

腹部移動、限局する。 

下腹部痛：右下腹部に限局される痛み、発熱。 

 

［治療］（209頁 参照） 

治療目標は虫垂炎の原因となる感染症の治療、又は虫垂切除 

1. 薬物療法（保存的治療） 

炎症所見が軽度な場合は起炎菌（グラム陰性桿菌、嫌気性菌）を考慮

した抗菌薬・セフメタゾール等を投与し、絶食、補液療法にて経過を

観察する 

2. 外科療法 

薬物療法で治癒傾向を認めない場合、蜂窩織炎性、壊疽性虫垂炎（特

に穿孔例）の場合：腹膜鏡下或いは開腹による虫垂摘出術を行う。 

  


	（３） 過敏性腸症候群の病態生理と薬物療法

