第43回日本脳卒中学会学術集会ランチョンセミナー
共催：株式会社大塚製薬工場

腸内フローラからみた経腸栄養
排便コントロールを考える

2018 年 3 月 15 日（木）〜18 日（日），福岡国際会議場などに
おいて第 43 回日本脳卒中学会学術集会が行われた．16 日に
行われた株式会社大塚製薬工場共催のランチョンセミナーで
は，経腸栄養時の排便トラブルを腸内フローラの状態や腸内細
菌叢のコントロールによって解消する方法などが紹介された．

ヨーグルトの起源と

馬乳酒（クミス）の健康効果

座長

中瀬裕之氏

奈良県立医科大学
脳神経外科

丸山道生氏

医療法人財団緑秀会
田無病院 院長

酵乳」
と呼びます．現在，世界の民族的な

切に伝えられてきたことで，
「クミスはア

発酵乳は約 400 種類あるといわれていま

ルコールではなく健康食品」
という感覚で

す．

摂取されています．なお，クミスからの

京都大学の家森幸男先生は，食生活に

腸内細菌叢はさまざまな環境因子
（スト

ついて世界 61 か所
（ 25 か国）
で 20 余年か

レスや食事，薬物，手術など）
によってバ

けて調査し，その土地の人々の食生活と

ランスを崩しますが，細菌種や細菌数の

健康状態の関係を探りました．そして，

バランスが崩れたり減少することにより

グルジアの長寿村からクレモリス菌とア

細菌叢の多様性が低下した状態を

セトバクター桿菌のカスピ海ヨーグルト

「dysbiosis」
とよんでいます．dysbiosis

演者

を日本に持ち帰りました．

分離菌株にはさまざまな乳酸菌や酵母が
あることもわかっています．

プロバイオティクスと
腸内細菌が及ぼす影響
免疫力は腸管関連リンパ装置
（GALT）

が起こると下痢・便秘だけでなく，がん，

ウクライナやグルジアに以前からヨー

がプロバイオティクスを感知することに

感染症，アレルギー疾患，糖尿病，肥満，

グルトの食生活が根づいているのは馬乳

よって働きます．近年，腸内細菌叢の解

精神疾患などを誘発する可能性がありま

酒
（クミス）の食文化によるものです．ク

析法が進歩し，分子生物学的方法によっ

す．

ミスは中央アジアから東欧に伝わって

て細菌組成を知ることができるようにな

ウクライナ生まれのイリア・イリッチ・

ヨーグルトとなり，東アジアに伝わって

りました．また，無菌マウスにさまざま

メチニコフ先生は，1908 年に食菌作用の

マッコリやどぶろくになりました．現在

なプロバイオティクスを与えることでど

研究においてノーベル生理学・医学賞を受

でも中央アジアでよく飲まれており，
「胃

う反応するかという研究も進んでいます．

賞しましたが，ヨーグルトを世界にひろ

と腹によい」
「身体をきれいにする」
「肝臓

これらによって，
腸内細菌叢が免疫チェッ

と胆嚢によい」
「肺によい」
「血圧によい」

クポイント阻害薬
（PD-1 blockade）
の効

めたことでも有名です．ヨーグルトとい

「骨が丈夫になる」
「風邪をひかない」
「継続

果に与える影響も報告され，腸内細菌─

「乳酸桿菌のブルガリア菌と乳酸球菌の

して飲むことが健康によい」
などといわれ

腸─脳の相関についても行動や感情，認

サーモフィラス菌の 2 種類で乳酸発酵し

ています．カザフスタンでも
「クミスを飲

知機能に影響を及ぼすことが注目されて

ているもの」
とされており，それ以外は
「発

むと結核にかからない」
と遊牧民の間で大

います．腸内細菌が不安やうつ，自閉症，

う名称は原則的に国際食品規格により，
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痛み，肥満，炎症性腸疾患に関係してい
ることも報告されています．
クマは夏は太り冬にはやせますが，ク
マの便を調べてみると，夏はファーミ
キューテスが増加し冬には減少すること，

成分

100kcal（125mL）

タンパク質（16％）

4.0g

脂質（20％）

2.2g

n-6 系脂肪酸

0.39g

n-3 系脂肪酸

0.14g

MCT

0.64g

炭水化物（64％）

夏は腸内細菌の多様性に富み，冬は乏し

糖質

くなることがわかりました．夏と冬の便

食物繊維

をマウスに植えてみると，夏の便のマウ

水分

スは肥満になり，冬の便のマウスはやせ

16.8g
15.4g
1.4g
110g

通常は液体であるが，胃酸の影響を受けてpHが低下することで，イオン化したカルシウムと
ペクチンが反応しゲル状に物性が変化することが確認されている

たままで，耐糖能は夏の便のマウスのほ
うが冬の便のマウスより優れている
（夏の

図 1 ハイネイーゲルの成分

便のマウスのほうが代謝がよい）
，という
報告もあり，腸内細菌が肥満や代謝にか
なり影響していることがわかります．

腸内細菌叢のバランスと
下痢改善のメカニズム

クスには，①病原性細菌増殖を抑える，

と下痢が改善し好気性菌も減少するとい

②宿主免疫能を刺激する，③大腸粘膜の

うデータがあるのですが，食物繊維を中

代謝を改善するという下痢改善のメカニ

止すると好気性菌は再び上昇すると報告

ズムがあるといわれています．

されています．

経腸栄養時の下痢の頻度は 2 〜 95％と

抗菌薬関連下痢症・腸炎の主要な原因菌

半固形化栄養剤は胃食道逆流による誤

かなり幅が広いのですが，これは下痢の

であるクロストリジウム・ディフィシルに

嚥性肺炎を予防するために開発されまし

定義によるものだと思われます．ただ，

よる感染症（CDI）を抑制するためには，

たが，下痢の予防にも効果を発揮してい

急性期の場合は腸内細菌叢が変化し下痢

①予防的な抗菌薬投与を避ける，②予防

ます．ペクチン含有消化態タイプの濃厚

を起こしやすいことは確かです．とくに

的な胃酸分泌抑制薬投与を避ける，③食

流動食品
（ハイネイーゲル）は，配合され

食物繊維を含有していない経腸栄養剤を

物繊維含有の経腸栄養剤を使用する
（成分

ているペクチン
（100kcalあたり0.9g配合）

使うと総細菌数と嫌気性菌が減少し好気

栄養剤を避ける）ことが大切です．また，

が胃酸と混合すると半固形化するという

性菌が増加し，短鎖脂肪酸が減少して便

CDIの再発予防には便移植が有用だと報

性質をもっています
（図 1 ）
．

pHが上昇します．また，ストレスや手術，

告されており，炎症性腸疾患や過敏性腸

抗菌薬の服用によって腸内細菌叢が変化

症候群にも便移植が応用されています．

しdysbiosisが起こり，下痢がより誘発
されます．

日本静脈経腸栄養学会の臨床研究委員
会・多施設共同研究
「ペクチン含有消化態

プロバイオティクスとプレバイオティ

濃厚流動食品の臨床的有用性および安全

クスを同時に使用することをシンバイオ

性の検討」
（多施設共同無作為化群間比較

食物繊維が大腸に流入すると，腸内細

ティクスといわれており，下痢・便秘はも

研究）
では，
「下痢がなく栄養管理が完遂で

菌叢で代謝されて短鎖脂肪酸を産生し，

とより，胆道がんなどの大きな手術後の

きた率」
は対象栄養剤に比べハイネイーゲ

腸管内のpHが低下して腸内細菌叢が改

合併症の予防にも効果的だといわれてい

ルは有意に良好でした（図 2 ）．つまり，

善されます．したがって，下痢の予防と

ます．

ハイネイーゲルを使用することで下痢が

してプロバイオティクスやプレバイオ
ティクスが使用されています．プロバイ
オティクスは腸内細菌叢のバランスを改
善することにより人に有益な作用をもた

予防できることがわかりました．

経腸栄養時の下痢を予防する
濃厚流動食品

経腸栄養時の便秘を予防する
食物繊維

らす生きた微生物で，プレバイオティク

食物繊維を含有している栄養剤は，総

スは大腸に共生する有益な細菌で善玉菌

細菌数やビフィズス菌，短鎖脂肪酸が増

慢性期の経腸栄養では便秘が問題とな

の選択的な栄養源となり増殖を促進しま

加し腸内環境がよくなります．また，高

りますが，腸内細菌の改善を考慮し便秘

す．
プロバイオティクスとプレバイオティ

齢者経腸栄養患者に食物繊維を使用する

症を改善することができます
（図 3 ）
．便
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CDI：clostridium difficile infection，クロストリジウム・ディフィシル感染症
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●下痢がなく栄養管理が完遂できた率（Kaplan-Meier曲線）

①デザイン：オープン，ランダム化並行群間比較試験

100％

②観察期間：7 日間
③研究対象品：ハイネイーゲル（EG），ハイネ（対照群，ST）

ハイネイーゲル

95％

④目標症例数：200 例

対象栄養剤

90％

⑤主要評価項目

85％

◦栄養管理完遂率
（イベント非発生率）
◦イベント：1 日 2 回以上の水様便（ブリストルスケール スケール 7）
◦イベント：排便処置（下剤投与，浣腸，摘便）
◦イベント：処置が必要な腹部膨満感，発熱等により医師の判断に
より経腸栄養剤の投与量を予定の半量以下まで減少も
しくは中止

P＝0.003

80％
75％
70％

0

1

2

3

4

5

6

7

8
（日）

（多施設共同無作為化群間比較研究）
図 2 ペクチン含有消化態濃厚流動食品の臨床的有用性および安全性の検討

食物繊維
◦腸内細菌
（善玉菌）の増殖
◦SCFA産生・ガス発生→腸蠕動亢進
◦便容積の増加

リハビリに必要な栄養を考えた
サポート飲料

「リハデイズ」

プレバイオティクス
◦オリゴ糖，イヌリンなど
◦善玉菌の増殖
（乳酸菌・ビフィズス菌など）
◦SCFA産生・ガス発生→腸蠕動亢進

シンバイオティクス
◦便秘への効果あり

プロバイオティクス
◦乳酸菌・ビフィズス菌など
◦便秘患者に排便回数を増やす作用がある
◦その機序 ◦腸内細菌叢のバランスを改善
◦代謝産物(SCFA)の腸運動亢進作用
◦腸内環境を改善（PHなど）

講演のなかで丸山氏は，新し
い清涼飲料水「リハデイズ」に
ついて紹介した．
「リハデイズ」
は筋肉のための栄養に配慮し，
高タンパク（11g/パック）で，
高BCAA（3,400mg/パック：ロイシン含む）
・
高ロイシン（2,300mg/パック）に加え，シトル
リン（1,000mg/パック）も配合している．また，
吸収効率に配慮し，乳タンパクとホエイタン
パクを配合しているので，リハビリ時に飲用
することで筋肉量の上昇が期待されるという．

図 3 腸内細菌の改善を考慮した便秘症の治療

秘症に対するプロバイオティクスの効果

プレバイオティクスに関する研究
「便秘

養剤から 2 週間後にハイネイーゲルに変

として，①腸通過時間を短縮する，②排

患者
（慢性期病棟・経管栄養）
へのオリゴ糖

更し，その 1 か月後にまた食物繊維が含

便回数を増やす，③便性状を改善するこ

の効果」
では，オリゴ糖を投与した期間は

まれていない栄養剤に戻すという試みを

とがわかっています．

排便回数が増え便処置回数が減少し，投

しました．結果は，排便の日数も排便の

1 週間に 4 回以下しか排便しない人が

与を中止すると元に戻ってしまい，
ビフィ

回数も有意に増えるということがわかり

プロバイオティクスをとると排便回数が

ズス菌の占有率も投与中のみ高くなって

ました．摘便や浣腸の回数も減り，経管

増えること，ビフィズス菌内服により善

いました．

栄養患者さんに対する看護・介護業務が軽

玉菌が増加して便秘への効果があるとい
う報告もあります．

ハイネイーゲルは便秘にも効果的です．
当院では，食物繊維が含まれていない栄

減しました．便の性状にも変化がありま
した．便秘の患者さんにハイネイーゲル
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●調査方法
0週

2週

4週

対照品
（FF）

6週

8週

ハイネイーゲル（EG）

基準値

対照品（FF）

◦症例：療養病棟入院中の
13 例（男：女＝9：4）
◦年齢：84±5 歳
◦身長：151.2±7.8cm
◦体重：40.2±5.3kg

対象値

◦BMI：17.6±2.4kg/m2

観察期間：8 週間

FF：対照栄養剤
EG：ハイネイーゲル

●排便回数（回/2 週間）

p=0.017

14.0
12.0
排便回数
︵回︶

正常便［ブリストルスケール 3，4，5］の割合が

10.0

FF群 52％に対してEG群では 76％に増加した

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

FF
（1 ～ 2 週）

EG
（3 ～ 4 週）

EG
（5 ～ 6 週）

（％）
100

FF
（7 ～ 8 週）

80

●便性状の変化（2 週間）

FF群
正常
52％

EG群
下痢
24％

ピーク面積比

下痢
41％

正常 76％

便秘 7％
FF群
EG群

推定される分類群
others
Clostridium cluster XVIII
Clostridium cluster XI
Clostridium cluster IX

便秘状態
［1，
2］ 正常［3，4，5］ 下痢状態［6，7］
計
5
（7％）
39（52％）
31（41％）
75（100％）
0
（0％）
83（76％）
26（24％）
109（100％）

Clostridium subcluster XIVa
Clostridium cluster IV
Prevotella
Bacteroides
Lactobacillales 目
Bifidobacterium

60

40

20

図 4 ハイネイーゲルが経腸栄養と患者の排便に及ぼす影響

0

前

1週 2週 3週 4週
ハイネイーゲル投与

後

図 5 ハイネイーゲル投与時の腸内細菌の変化
（T-RFLP法による解析）

を使用すると，性状のよい便が出やすく

イーゲルのペクチンの影響で，糞便内に

経腸栄養において排便コントロールは

なってくるのです
（図 4 ）
．

増加してくる傾向が認められました（図

欠かせません．腸内細菌の改善を考慮し

さらに患者さんのフローラ解析をした

5）
．しかし，使用をやめると元に戻って

たうえで排便コントロールを考えていく

ところ，食物繊維を含まない栄養剤を使

しまうので，食物繊維摂取の継続が重要

ことが，経管栄養管理における看護・介護

用していた当初はごくわずかだったラク

なのだと思います．

の労力を減らし，患者さんのQOLの向上

トバチルス属やビフィズス菌が，ハイネ

90
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◆

につながると考えます．

