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株式会社Ｈ＋Ｂライフサイエンス 情報誌
株式会社Ｈ＋Ｂライフサイエンス情報誌は、当社商品を実際の各臨床現場で使用していた
だいている先生方の生の声をお届けする事により、他の先生方との情報交換の場として、よ
り有用で効果的な商品の使い方ができるようになればと言う事を目的としています。
第１号は、乳果オリゴ糖商品の、精神科病院での有用性についてお話をいただいてきまし
た。また当社学術担当より、乳果オリゴ糖の概略的な説明を補足させていただいています。
（編集担当）
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便が腸管に停滞して腸管が無理やり押し広げ

■私のオリゴ糞闘記
■

られ腸管の筋肉（平滑筋）の断裂がおこり巨

臨床現場からの便秘対策

（新阿武山病院栄養・給食室長

大結腸になります。だからといって長期に下
剤や浣腸を使い続けていると、結腸粘膜の知

井戸由美子先生）

覚を鈍感に麻痺させ排便の反射機能がなく
なって、ひどくなれば麻痺性イレウスをおこ
してしまいます。また、アントラキノン系の
刺激性下剤（センナ、大黄など）は大腸黒皮
症（メラノーシス

コリ）など有害な腸機能

障害をきたす危険性もあるといわれていま
す。そこで、やはり便秘治療には下剤投与だ
野生の動物は便秘をしないといわれます。

けではなく、腸内環境を整えることが重要で

人類は文明の発達と共に「便秘」という大き

あるといえます。

な宿題をもらったようです。運動不足、食物
ラクトスクロースと便秘

繊維の不足など便秘の原因は色々あります
が、病気を治療する薬の副作用のため便秘で

ヒトに対する経口摂取において摂取期間中

苦しむ人も少なくありません。特に当院のよ

の糞便ビフィズス菌群占有率が上昇し、排便

うな精神科では、抗精神病薬や抗パーキンソ

状態改善効果が報告されているラクトスク

ン薬や抗うつ剤の副作用（抗コリン作用）に

ロース（以下ＬＳとする）は、１日あたり２

より便秘で困っている人が多くおられます。

−３ｇ程度の摂取量で効果が期待でき、下痢

便秘になるとお腹が張って苦しくなり、糞

をしにくいという点、から、多種あるオリゴ
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糖のなかでも安全と考え選択し患者さんに使
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用することにしました。
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認知症病棟で大活躍

㪏㪇

高齢者の便秘は、腹部膨満感や嘔吐・イレ

㪍㪇

ウスなどをおこし、食事が入らなくなれば栄

㪋㪇

養状態の低下を招く恐れがあり、便秘対策が

㧖㧖㪧䋼㪇㪅㪇䋱

㪉㪇

必要であるといえます。そこで、当院の認知
症病棟入院中の患者（ｎ＝20

䋪㪧䋼㪇㪅㪇㪌

平均年齢76. 6

㪇

非摂取期 摂取２カ月後 摂取１年後

歳）に麦茶150㏄にＬＳ３ｇを溶かし、水分

図２

補給時に飲用してもらいました。調査機関は

臨時下剤使用量の変化

平成20年４月22日から４週間を非摂取期と
し、その後ＬＳを飲用して２カ月後、１年後

㧖

（本）

の４週間での効果を調査しました。

㪊

《結果》排便回数は、２カ月後位までは有意
な増加はみられませんでしたが１年後には有

㪉

意な増加を示しました。これは、イレウス防

䋪㪧䋼㪇㪅㪇㪌

止のために必要排便回数を確保する必要があ

㪈

るからで、問題は下剤や浣腸が減少したかど
うかです。

㪇

非摂取期 摂取２カ月後 摂取１年後

図３

１年後に排便回数が増加した時点で、定期

浣腸使用量の変化

下剤の減量が示唆されました（図１）
。
便性状も、下剤や浣腸を使用してみられる

㧖

（回）

付着の回数は減り、中量が１年後には有意に

㪉㪇

増加しました（図４）。
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非摂取期 摂取２カ月後 摂取１年後

図１
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排便回数の変化

㪋
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臨時滴下下剤の使用量はＬＳ摂取期の方が
有意に減少し、２カ月後はほぼ６割程度にな

多量

中量

図４

少量

付着

排便量の変化

り１年後には半分以下に減りました（図２）。
浣腸の回数も、ＬＳ摂取により２ヵ月後は

また、ＬＳ使用の手ごたえについて病棟ス

約半数に減少し、１年後はさらに有意に減少

タッフへアンケートを行ったところ、ほぼ

を示しました（図３）
。

70％以上の方が、効果があったと回答され、
病棟スタッフの手ごたえはかなり良好でした。
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■乳果オリゴ糖

当院で長期入院者の多い精神科一般病棟で

ラクトスクロースとは

（n ＝47、平均年齢59. 6歳）で、昼食時に３
ｇのＬＳを飲用する調査を16週間行なったと

（株式会社Ｈ＋Ｂライフサイエンス学術担当）

ころ、結果は、ＬＳ摂取により排便回数は増

乳果オリゴ糖（ラクトスクロース）は乳糖

加し、
臨時滴下下剤の使用量は減少しました。

とショ糖を原料に、酵素（β−フラクトフラ

中でも、排便回数の内容を見てみると、Ｌ

ノシダーゼ）
の糖転移反応を用い、
マルチトー

Ｓ摂取により便秘傾向であった方は排便回数

ルやトレハロースを開発した林原生物化学研

が増え、下痢傾向であった方は排便回数が減

究所の酵素技術で開発されたオリゴ糖です。

るという結果が得られました。これにより、
ＬＳ摂取により腸内環境の改善に期待ができ
ると考え、ペグなど経腸栄養で下痢が続いて
いる患者さんに使用したところ、２−３日目
から有形便に改善されました（図５）
。
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ラクトスクロースは、数ある各種オリゴ糖
の中でもビフィズス菌増殖効果が非常に高

１日２回未満
0.5 回以上

く、腸内環境を改善する効果に優れた難消化
性オリゴ糖です。

非摂取期

摂取期

中止期

各種オリゴ糖の中でも、少量で効果が期待

１日 0.5 回
未満

でき、摂り過ぎても下痢しにくい、安全域の

図５ ＬＳ摂取による排便回数の変化（回／日）

広いオリゴ糖です。
また、各種オリゴ糖の中で最も砂糖に近い
味質を持つあっさりしたさわやかな甘さの糖

現在、精神科病棟ではスタッフの了解の下

質です。

に、コップ１杯でＬＳ３ｇが提供できるお茶
を、自分の排便状態を考慮しながら自由に摂

難消化性オリゴ糖は小腸では消化吸収され

取してコントロールして頂いています。費用

ず、素通りするので血糖値を上げませんが、

は栄養課の持ち出しになりますが、安価であ

大腸で腸内細菌によって分解され、短鎖脂肪

り食材費の中で工夫できる範囲です。患者さ

酸と呼ばれる有機酸に変換されて整腸効果に

んの排便状態改善は、スタッフの浣腸や下剤

力を発揮します。
また、食物繊維などと比べてすぐれたビ

投与やオムツ交換の

フィズス菌増殖効果を持ちます。

手間の軽減にも繋が
り喜ばれました。し

ビフィズス菌は、クロストリディウムやバ

かし、なにより患者

クテロイデスなどの悪玉菌が産生した硫化物

さんのＱＯＬの向上

やアンモニアなどの悪玉物質を食べてくれ、

に繋がることが一番

ビタミンを産生します。さらに、悪玉菌が作

大切なことだと思い

るインドールやスカトールと言った臭いの元

ます。

やガスの産生が低減しますので、下腹部の膨
3
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満感も低減されます。
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改善、尿毒素である悪玉菌由来のインドキ

ビフィズス菌は腸管免疫を刺激して免疫力

シル硫酸の低減）

を強めるとも言われていますが、外から摂取

その他膵臓食・心臓食・化学療法食（薄味

したビフィズス菌や乳酸菌（プロバイオティ

や薬剤での食欲低下に伴う食事量低減によ

クスと呼ばれます）は定着しません。その点、

る便秘改善や、化学療法剤などの薬剤によ

もともと自分の腸内に存在しているビフィズ

る消化管機能低下改善）

ス菌を増やす事は、定着するビフィズス菌増

易消化食、経腸栄養食（難消化性糖質が少

殖効果がより高いと言えます（プレバイオ

なく短鎖脂肪酸が減少するための便秘、下

ティクスと呼ばれます）。

痢改善）など

難消化性オリゴ糖は腸内細菌によって短鎖

多くの臨床現場で使用され、ＱＯＬ向上や

脂肪酸と呼ばれる有機酸に変換されますが、

早期回復に貢献しています。

この短鎖脂肪酸も多くの有用効果が知られて

当社の乳果オリゴ糖（ラクトスクロース）

います。

は、いろいろな薬剤による腸内菌叢の乱れに

短鎖脂肪酸は大腸の栄養源になります。そ

よる便秘や下痢にも最適ですが、下剤のよう

うすると大腸が元気になり、蠕動運動が活発

に苦痛を伴う下痢を誘発させるのではなく、

になると便秘改善、水分吸収力が活発になれ

自然な排便が期待できますので、
ＱＯＬ向上、

ば下痢改善につながります。また、腸管免疫

介護者の負担軽減やオムツ代低減効果など、

が活発になり、酸性状態が強まれば、クロス

経済的にも効果が期待できます。

トリディウム・ディフィシルによる偽膜性腸

特に近年では、マグネシウム下剤の高マグ

炎などの各種感染防御や食物アレルギー軽減

ネシウム血症、大腸刺激性下剤の便秘助長な

効果が期待できますし、ミネラル吸収力アッ

どの問題や、食品を疾病治療や予防に使う事

プも期待できます。

が国際的にも大きな流れになってきている事

また、短鎖脂肪酸は小腸の酵素活性を上昇

などにより、ラクトスクロースを効果的に

させたり、腸管粘膜増殖ホルモン（エンテル

使って行くことが医療の質の向上と経費削減

グルカゴン）の分泌を促進し、同時に神経性

ために欠かせなくなってきていると考えます。

ペプチドの分泌も亢進させて大腸や小腸粘膜
を増殖させ、これによって BT（バクテリア

岡山大学病院での
乳果オリゴ糖飲料
使用例

ルトランスロケーション）の発生が抑制され
るとも考えられています。
病院や老人施設でも、
高齢者の便秘や下痢
精神科病院での抗精神病薬によるイレウス
（腸閉塞）予防
術後絶食後の消化管機能低下による下痢防
止
炎症性腸疾患改善（短鎖脂肪酸の低下によ
る消化管機能低下改善、短鎖脂肪酸による
抗炎症効果）
妊婦や透析患者の便秘改善
腎不全食（食物繊維不足や薬剤による便秘
4
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ブルーベリーキャンディは、近頃の健康志

商 品 紹 介

向のブルーベリーブームで、やはりお客様の
要望が多く、新しく発売しております。ジャ
ムと同様に、果汁たっぷりでおいしく仕上

■マービー低カロリースティックジャム10

がっています。ぜひお試し下さい。

本入りを発売しました
便利な使い切りタイプのスティックタイプ
のジャムに、お求めやすい10本入りパックが
追加されました。
ストロベリージャム、ブルーベリージャム、
オレンジマーマレード、あんずジャム、りん
ごジャム、の５種類の味があります。
35本入りの商品は以前から販売していまし
たが、
いろいろな味を楽しみたいのに、ちょっ
と数が多すぎると言う声もあり、手軽にいろ
いろな味が楽しめる、10本入りを発売する事

■乳果オリゴ糖飲料『オリゴワン』が、最近

になりました。

注目されています
「オリゴワン」は、乳果オリゴ糖と発酵乳
をブレンドした爽やかなヨーグルト味の飲料
です。乳果オリゴ糖は、大腸内のビフィズス
菌のえさとなり、効率よくビフィズス菌を増
やし、おなかの調子を整える、消費者庁許可
の、特定保健用食品です。
食品を疾病治療や予防に使う事が国際的に
も大きな流れになってきているため、あらた
めて注目されてきています。
お腹の中を健康にすれば、便秘や下痢の改

■マービーシュガーレスキャンディに、ブ

善だけでなく、各種疾病予防や早期回復につ

ルーベリーキャンディとマイルドバター

ながります。結果的に QOL 向上と経費削減

キャンディを追加

につながります。

マービーシュガーレスキャンディに、さわ
やかな香りと甘酸っぱい味わいのブルーベ
リーキャンディと、まろやかでやさしい味わ
いのマイルドバターキャンディが追加されま
した。
マイルドバターキャンディは、以前販売し
ていましたバタースカッチの復刻要望の声が
多く寄せられており、マイルドな味に仕立て
なおして登場しました。
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■ハンド清浄保湿ジェルを販売中

売されました

エタノール、シメン−５−オール（イソプ

乳果オリゴ糖シロップ小さじ１杯分を分包

ロピルメチルフェノール）
、
ハッカ油を配合。

にしました。

保湿成分に、トレハロース、ヒアルロン酸な

以前より、乳果オリゴ糖シロップの分包タ

どを配合した、携帯用ジェルです。

イプのご要望が多くあり、このたびついに発

昨年、大騒ぎになった新型インフルエンザ

売となりました。

や、各種院内感染予防のため、病院・施設ス

お茶、コーヒー、紅茶などに入れても良い

タッフや調理スタッフの方も、頻繁にエタ

し、ごはんや料理にも入れられます。

ノールによる手指消毒が行われる様になって

また、経腸栄養の洗い込用の白湯に溶かし

いますが、エタノールは皮脂を溶かし手を荒

て使う事もできます。

します。

安価なので、一度に２包、３包と使っても

しかし、
「ハンド清浄保湿ジェル」は保湿

経費負担になりにくくなっています。

成分を配合しているため、
肌荒れを防ぎます。
食事を食べる前に、作る前に、手軽に使え
ます。頻繁に使えば使う方ほど、効果がわか
ります。
各種保湿成分配合の「ハンド清浄保湿ジェ
ル」を、ぜひお勧めします。
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