小腸や大腸について勉強してみよう！
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胃で吸収される事が酔いが
早く回る一因（特に空腹時）

腸の食物や水分の吸収について

胃は食物を吸収しない。ただし、アルコールだけは吸収する。アルコール
の約 20％は胃で吸収され、残りの約 80％は小腸上部で吸収される。
十二指腸

空腸

回腸

栄養分の吸収は小腸（十二指腸、空腸、回腸）で行われる。小腸は全体で
約 3m（生体）の長さがある。胃の後に十二指腸→空腸→回腸→大腸と続く。
（空腸という名前は死体を解剖した時に腸に何も入って無かった事に由来）
る）
小腸には輪状ヒダ
小腸には絨毛（じゅうもう）
があり、栄養吸収
や微絨毛（びじゅうもう）が
面積を増大させる。 あり、栄養吸収面積が
更に増大する。
大腸（上行結腸～直腸）は栄養分を吸収しない。水分、電解質の吸収を行う。
水分吸収の約 80％は小腸が行い、残りの 20％を大腸が吸収する。

左写真は 1 本の絨毛の電子顕微鏡写真だが、
びじゅうもう
ひげのように沢山出ているのが微絨毛。

絨
毛

絨毛の分布は十二指腸が最も多い（栄養分を
良く吸収するため）。絨毛の長さは 0.5～1.5mm。

吸収面積を広げるのは
植物の根毛（こんもう）でも
見られる。

大腸には小腸に見ら
れるような輪状ヒダや
絨毛は無い。

吸収面積増加

輪状ヒダや絨毛、微絨毛が存在する事で
小腸の総面積はテニスコート１面（約 200ｍ２）
の広さ程度になり約 600 倍増加する！

輪状ヒダや絨毛、微絨毛が
無いと小腸の総面積は
新聞紙 1 枚程度の広さ。
下図は絨毛だが、絨毛の 1 個の細胞
から多数の微絨毛が出ている。

1 本の絨毛の 1 個の細胞には
約 3,000 本の微絨毛がある

1 本の絨毛

1 本の微絨毛の長さは約 1/1,000mm
(大腸菌の長さと同じくらい！）
1 個の細胞に約 3,000 本の微絨毛
があり 1mm2 に 2 億本もある。

1 個の細胞

核
核
上図は絨毛のイメージイラストだが、緑色
は乳び管（脂肪を吸収するリンパ管）。

小腸に輪状ヒダがある事で腸の面積
は 3 倍に増加する。絨毛は更に
10 倍、微絨毛は 20 倍腸面積を増加
させるので、3×10×20＝600 倍にも
腸面積は増加する。
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小腸や大腸にも筋肉（平滑筋）がある！

小腸壁の厚さは 1～2mm、大腸壁の厚さは約 5mm と薄い。小腸や大腸には内輪筋、外縦筋という
２種類の筋肉があり、食物や便を移動させる（蠕動運動）。蠕動運動には自律神経も関与する。
交感神経は蠕動運動を抑制、副交感神経は蠕動運動を活発にする。
外縦筋

アウエルバッハは報告した
ドイツ人医師の名前

内輪筋は輪状で収縮すると
小腸内腔が狭くなる。

外縦筋と内輪筋の間にはアウエル
バッハ神経叢があり、自律神経や
内臓知覚繊維がある。

内輪筋

外縦筋は縦方向に存在するので、外縦筋が収縮すると縦方向に狭くなる。
外縦筋

内輪筋と外縦筋が収縮することで食物や便が移動する
蠕動運動は副交感神経や食物や便が小腸を拡張させる刺激で起こる
小腸は蠕動運動により、どの程度の速度で食物を移動させている？
小腸は食物を１分間に１～2cm 移動させる。1 時間で約１～2ｍ移動する
ので小腸が 3m の長さ（生体）であれば約 3 時間で大腸に到達する。
便秘の原因は小腸や大腸の蠕動運動の低下で起こる事も一因。
副交感神経が蠕動運動活発化、交感神経は抑制→ストレスも一因。
排便したい、という便意は何故感じるのか？

便が直腸到達→直腸壁が伸展→便意を感じる

①内肛門括約筋
大人は中枢でコントロール可能

②外肛門括約筋
便が直腸に到達
便意を感じる

下行結腸やＳ状結腸の強い運動
（大蠕動）で直腸に便が到達→
直腸壁が伸展→便意を感じる。

①内肛門括約筋が弛緩して排便するが、成人
では刺激が大脳皮質に伝達されて
②外肛門括約筋を収縮させて我慢できる。
乳児は便が直腸壁を伸展→仙髄副交感神経
（排便中枢）に刺激が伝達。脳中枢が未発達
で外肛門括約筋を収縮できず、すぐ排便する。

便秘の治療薬と作用機序について解説する
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①座薬

※市販のコーラック（内服）にも
ビサコジルが含まれている。
テレミンソフト（後発はビサコジル；ビサコジルが薬の一般名）
（市販のコーラックにもビサコジルが含まれている。）

作用機序

①直腸粘膜に直接作用して排便反射を刺激する。
②大腸から体内への水分吸収を抑制→腸内の水分が増加
③結腸や直腸粘膜の副交感神経末端を刺激して蠕動運動を高める
（交感神経は戦いの神経でもあり、戦う時に排便したらいけないので、腸管の蠕動運動
は抑制される。副交感神経は休息の神経。蠕動運動が活発になり排便も OK！)
下痢止めとして使用される薬剤（ロペミンや市販の下痢止めストッパーなど）には逆に
交感神経刺激薬が含まれているので、蠕動運動を抑制し下痢を止める。
センノシドはセンナ
の葉っぱの成分

②内服薬

（センナ；Senna はラテン語）

プルゼニド（先発）；後発はセンノシドでセンノシドが薬の一般名）

作用機序 センノシドが腸へ到達→腸内細菌によりレインアスロンという物質に変化→大腸を刺激
プルゼニドの名称は Pure(純粋な）Sennoside(センノシド）から付けられた。
アローゼンにはセンノシドが含まれている。アローゼンの名称は All(総ての）Sennoside(センノシド）から
付けられた。センノシドには A とＢの２種類があるが、アローゼンはどちらのセンノシドも含んでいる。
市販されているスルーラックはビサコジルとセンノシドの２種類含有。

③内用液（内服液）
ラキソベロン（先発）；後発はピコスルファートでピコスルファートが薬の一般名）

作用機序

腸内細菌酵素によりジフェノール体という物質に変化→腸管蠕動運動亢進させる
また、腸管からの体内水分吸収阻害→腸管内の水分増加で便をやわらかくする。

ラキソベロンの名前は緩下剤の Laxative(ラキサティブ）に由来するが、Laxa（ラキサ）はラテン語で
緩めるとかリラックスさせる、という意味。ピコスルファートは一般名だがスルファート（sulfate:硫酸塩）
が化学式に含まれているので付けられたと推測する。

④浣腸（グリセリン；通常は 50％程度の濃度）

イチジク浣腸の成分もグリセリン

直腸へグリセリンを注入→局所刺激→腸管の蠕動運動を亢進させる。
また、腸管の浸透圧が高くなり腸管壁から体内の水分を引き込み便を軟らかくする。
腸管へ引き込み
その他、便を軟らかくする薬として酸化マグネシウム（マグミット）がある。マグネシウムが腸管浸透圧を
上昇させて、腸管に体内の水分を引き込むことで便を軟らかくする。また、座薬としてレシカルボン座薬
があるが、直腸内に炭酸ガスを発生させて腸管を刺激する。
レシカルボンの名称は炭酸ガス（carbon ;カルボン dioxide gas)に由来する。

作用機序

掲示板への掲載は No3 迄とし、これ以降は医療従事者のために追加解説する
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腸内細菌や乳酸菌製剤の解説
乳酸菌という名前の細菌は存在しない。乳酸や酪酸などを産生するビフィズス菌や、乳酸を
産生する乳酸桿菌などを総称して乳酸菌と呼ぶ。
ビフィズス菌の名前の由来は？
左図はビフィズス菌の電子顕微鏡写真。Ｙという形になっている。ビフィズス
（bifidus)の bi は 2 つという意味。bifidus の fidus はイタリア語が語源で根（木な
どの根っこ）という意味。ビフィズスは 2 つに分かれた根っこといった意味。
bi(２つ）の付いた言葉には bicycle(バイシクル；自転車）や
bilingual(バイリンガル；2 カ国語ペラペラ）などがある。
3 カ国語ペラペラは trilingual(トライリンガル）。楽器のトライ
アングルは triangle(angle は角度）
ビオフェルミンやミヤＢＭの名称の由来は？乳酸菌はどれくらいの数が含まれている？
ビオフェルミンの歴史は古く、大正４年に開発、販売された。ビオフェルミン（Biofermin)の
bio(ビオ、バイオ）は生きているという意味。フェルミン（fermin)は ferment(発酵、酵素）の意味。
ビオフェルミンにはビフィズス菌が入っている。１錠のビオフェルミンにはビフィズス菌
が 100 万個～10 億個入っている（ビオフェルミン製薬インタビューフォーム参照）。
ミヤＢＭは千葉千葉大学の宮入（ミヤイリ）博士が 1933 年に発見された腸内細菌の酪酸菌（宮入菌；
ミヤイリ菌と命名）に由来する。宮入菌は人の糞便から発見され、抗腐敗性で芽胞に包まれているの
で胃酸などの影響を受けずに腸へ到達する。
人の腸内には 500～1,000 種類、数にして 100～1,000 兆個もの膨大な数の腸内細菌が
存在する。腸内細菌の合計重量は約 1kg あると言われる。ビフィズス菌や乳酸桿菌は
善玉菌と呼ばれるが、善玉や悪玉という言葉は東大教授の光岡先生が提唱した。
乳酸菌はオリゴ糖や食物繊維を栄養源とする。オリゴ糖の多いタマネギ
やアスパラガスなどの野菜類にも多い。乳酸菌はチーズ、納豆、味噌、
漬物などにも含まれる。その他、かつお節やみりん、日本酒などにも含
まれる。和食、野菜が体にも良い。
腸内細菌叢を腸内フローラと呼ぶが、フローラは植物相、植物群という
意味がある。また、フローラはギリシャ神話では花の女神として登場する。
フローランテ宮崎というのもある。ランテは庭園の意味。植物（花）の庭園。
肥満や２型糖尿病患者の腸内細菌叢には特徴がある。
ヨーロッパや中国などの報告では２型糖尿病患者では酪酸産生菌の割合が低く非酪酸産生菌の割合
が高いとしている。酪酸産生菌は腸内で食物繊維などを分解、発酵させて酪酸を産生する。
酪酸は大腸の粘膜上皮細胞のエネルギーの 60～80％を供給するなど重要な働きをしている。
酪酸菌を含む食物はぬか漬けなど限られている。食物繊維を多く摂取する（酪酸菌の栄養源）事も
重要で、また運動が酪酸菌を増加させるとの報告もある。

乳酸菌が体に良いとされる理由を以下に列記する。
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①病原菌の繁殖抑制作用；腸内を酸性に保ち、病原菌の繁殖を抑制する。女性の膣内にも同様に
乳酸桿菌やビフィドバクテリウムが存在している。これらの細菌は総称してデーデルライン桿菌と呼
ばれ、膣を PH5 程度の酸性に保って、病原菌繁殖を抑制している（腟の自浄作用と呼ぶ）。
デーデルラインという名称はドイツ人の産婦人科医の名前。
②腸の炎症を抑える；毒素産生型フラジリス菌（ETBF 菌）の産生を抑制する作用がある。この細菌
は潰瘍性大腸炎や大腸癌の一因とも言われる。その他、O157 などの病原性大腸菌の抑制作用が
あるとの文献もある。

③免疫力を上げる；NK（Natural Killer;ナチュラルキラー）細胞の活性を増加させて、感染や癌を予防
する効果が期待出来る。発酵乳摂取が多かった群では乳癌発生が低かったとする文献や膵癌発
生が低かったとする文献などがある。
④便秘や下痢に有効；便秘や下痢は逆の症状で奇異に感じるかもしれないが、それぞれ以下の
作用機序で症状を改善する期待が持てる。悪玉菌に属するウェルシュ菌や大腸菌が発生する腐
敗産物やガスが蠕動運動低下の一因となることがあり便秘の原因となる事がある（弛緩性便秘）。
乳酸菌はこれらの細菌を抑制→便秘の改善につながる。
下痢に関しては悪玉菌による腸管炎症→下痢の一因となる。乳酸菌飲用で下痢が改善。

便移植（糞便微生物移植）

他人の便を移植する？エーッと思うかもしれないが、
過敏性大腸炎や潰瘍性大腸炎、抗生物質投与によ
る偽膜性腸炎などに対して行われる事がある。
ただし、最近米国では多剤耐性菌による死亡例が
報告されており、注意が必要。
現時点で有効性が確認されているのは抗生物質投
与後のクロストリジウム腸炎のみ。

混合

フィルターで
濾過する。

便移植の効果とリスクについて

濾過した液体
を大腸へ注入

古代中国（４世紀）の書物にも下痢患者に
正常な人の便汁を飲ませて良くなったとい
う記述がある。ビックリ！

実際の方法は上図を参照してもらいたい。内視鏡で入れる方法や浣腸で入れる方法などがある。
要は正常な人の腸内細菌叢を患者の腸に入れて、患者の腸内細菌叢を正常化させようというもの。
マウスの実験では肥満マウスの腸内に痩せているマウスの便を入れたら体重が減少した、という報
告もある。カプセル化して内服も出来るようになるかもしれない。将来、痩せ薬が出来る？
ただ、現在はまだ臨床研究段階で自費負担となっており滋賀医科大学では 10 数万円が必要。
その他の病院でもネットで広告を出しているが 100 万円近い自己負担を呈示しているところもある。

肺癌と同様に大腸癌は最近増加し続けている。食生活の変化も影響している。
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大腸癌の約 35％は直腸癌、Ｓ状結腸癌も
同程度の頻度。
便潜血陽性に出やすい部位でもある。
痔がある人は出血があると、痔のせいだ
と思う人がいる。注意が必要。
私の所属していた宮崎大学第 1 内科の
教授も痔による出血と考えていたが
大腸癌で、亡くなられた。
遺伝的要素もあり約５％程度は遺伝によ
るとされる。

ステージ 0 期 ステージⅠ期
癌が粘膜内にとどまりリンパ節転移や遠隔リンパ
節転移の無いステージ 0 期の大腸癌の 5 年生
存率は 93％（直腸癌 97.6％）。
固有筋層にまでとどまり、同じくリンパ節転移や
遠隔リンパ節転移の無いステージ I 期では大腸
癌の 5 年生存率は 92.3％（直腸癌 90.6％）。
家族、友人などにも便潜血検査をしておくように
勧めてください。
便潜血は早期大腸癌の 50％以上は陰性（報告
で差がある）なので、家族に大腸癌のある人は
数年に 1 回程度大腸カメラをする事を推奨する。
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痔の話

胎児初期には肛門は無い。胎児の成長に伴い腸が下降し、肛門付近
の皮膚が次第にへこんで腸と一緒になる事で肛門が開通する。
この時の境界線が歯状線。歯状線より外側の痔が外痔核。歯状線より
内側の痔が内痔核と呼ばれる。

肛門の発生と解剖

歯状線

胎児の発育異常で肛門の開通が出来ないのが
鎮肛（さこう）。5,000 人に 1 人の割合で発症。

胎児の肛門が開通した時の境界線

痔は大きく分類して３種類ある。
①痔核（肛門周囲の静脈うっ滞。俗称イボ痔）
内痔核

②裂肛（肛門上皮が切れる。俗称切れ痔）
③痔瘻（肛門腺が下痢などで傷つく→大腸菌など
の細菌感染→肛門周囲膿瘍→皮膚に開通）

歯状線
肛門腺

外痔核

（歯状線には肛門陰窩と呼ばれるポケット状の穴が開
いていて、粘液を出す肛門腺がある。）

肛門周囲の静脈うっ滞が痔核の原因。
肝硬変なども静脈うっ滞の原因となる。妊娠は静脈
還流が障害→痔の悪化の原因となる。

（イラスト原図は
123RF より有料でダウンロード）
（イラスト原図は
123RF より有料でダウンロード）

痔核など根治手術（静脈結紮、切除術など）が必要に
なる事も多い。ボラギノールはステロイドや局所麻酔
のリドカイン、組織修復のアラントイン、血管拡張作用
を期待してのビタミン E を含有している。
歯状線より内側にあるのが内痔核。この付近には知覚神経
が少ないので痛みがあまり無い。
歯状線

ボラギノールの名称由来は？有効成分の紫根エキス
（ムラサキという紫根染めにも使う根から抽出）に由来。
ムラサキ科の植物の科名がラテン語で Boraginaceae
（ボラジナシー或いはボラジナシエと発音）

肛門腺の細菌感染→肛門周囲膿瘍→皮膚とのトンネル開通が痔瘻

