
くりかえす下痢は、IBSという病気かもしれません。

トイレに何度も行くより、トイレに何度も行くより、
診察室で一度相談を。診察室で一度相談を。

　　　川崎医科大学総合医療センター総合内科学2 特任教授 春間 賢 先生
監修　淳風会医療診療セクター長・統括医長

東北大学名誉教授 本郷 道夫 先生



試験の前で。 通勤の途中で。

大事な会議の前で。

旅行先で。

通学の途中で。

急におなかが痛くなる、
トイレに駆け込む、
慌ててトイレを探す。
くりかえす、下痢や腹痛…

下痢型IBSかもしれません。

こんな経験、
ありませんか？



｢IBS（過敏性腸症候群）｣は、おもにストレスに起因して、

下痢や便秘を慢性的にくりかえす疾患のこと。

なかでも下痢型IBSは、下痢症状が多く出るタイプのIBSです。

日本人のおよそ7人に1人がIBSに当てはまると

推定されており、30代より若い年代に比較的多くみられる

傾向があります＊。

下痢型IBSとは ※IBSは
　Irritable Bowel Syndrome の
　頭文字です。

IBSには、症状を抑えられる

治療法があります。

思い当たる経験があれば、

一度、医師にご相談ください。

＊ Hiroto Miwa. Patient Prefer Adherence. 2008; 2: 143-147.



その他の症状（こんなことが起こる場合もあります）

下痢型IBSの
症状

下痢型IBSが単純な下痢と大きく違うのは、おもな原因がストレスであること、
腹痛などおなかの症状をともなうことです。

精神症状…………不眠、不安感、抑うつなど

全身性症状………頭痛、頭重感、疲れやすさ、めまい感、背部痛、肩こりなど

吐き気、嘔吐、食欲不振など消化器症状………

おなか
の
症状

おなかが
張る感じ

腹痛

下痢

残便感

ガス症状、
おなかが
ゴロゴロ鳴る

おなかが
なにか

気持ち悪い



IBSのタイプ

便形状の分類（ブリストル・便形状スケール）

コロコロ便 硬くコロコロの便
（うさぎのふんのような便）

硬い便 短く固まった硬い便

やや硬い便 水分が少なく、ひび割れている便

普通便 適度な軟らかさの便

やや軟らかい便 水分が多く非常に軟らかい便

泥状便 形のない、泥のような便

水様便 水のような便

下痢型
「泥状便・水様便」が多い。
下痢症状は男性に多い。

便秘型
「硬い便・コロコロ便」が多い。
便秘症状は女性に多い。

混合型
「泥状便・水様便」になったり、
「硬い便・コロコロ便」になったりする。

その他

上記のどれにも当てはまらない。

IBSはその症状によって、4つのタイプに分類されます。



下痢型IBSの
治療法

香辛料や冷たい飲食物、
脂っこいものなどを避け
ます。乳製品やアルコール
も下痢の原因になる可能性
があるので、控えたほうが
いいでしょう。

適度な運動は腸の働きを
整える効果が期待できる
ほか、気分転換・ストレス
解消にもなります。体操や
散歩などの軽い運動を生活
に取り入れましょう。

食事療法や運動療法をはじめとする生活習慣の改善でも十分な効果がみられない
場合は、薬物療法が用いられます。

食事療法

運動療法



薬物療法

便に含まれる水分量を改善して、便をちょうど良い硬さに保つお薬です。
●高分子重合体

消化管の動きを活発にしたり、抑えたりするお薬です。
●消化管運動調節薬

腸内の乳酸菌を増やすことで、腸内環境を整えるお薬です。
●乳酸菌製剤

腸の異常な運動を抑えるお薬です。
●抗コリン薬

腸内でのセロトニンの作用を抑え、腸の運動異常・痛みの感じやすい状態を
改善するお薬です。毎日のストレスや不安が腸に響かないようにします。

●セロトニン5HT₃受容体拮抗薬

あなたの症状に適した治療法、お薬の種類については、医師に相談しましょう。



IBSの診察の
流れ

かかりつけの医師に相談しましょう。
IBS以外の疾患で通院中の場合でも、まずは医師に、IBSについての不安や疑問を
相談してください。

1.医師に相談する

2.診察（問診・検査）

くりかえす、慢性的な下痢や腹痛、腹部の不快な症状などがあって、
｢もしかしたら『IBS』かもしれない｣と思ったら、
病医院で受診しましょう。

□
□
□

問診ではしっかりと自分の症状や生活スタイルを説明できることが
大切です。
次ページのセルフチェックと診察メモをご活用ください。

現在、内服しているお薬がありましたら、お薬手帳など
分かるものを持参しましょう。

最近受けた健康診断の結果があれば、持参するとよいでしょう。

大腸がんや炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病など）といった
病気が潜んでいないかどうかを確認するために、血液や便の検査、
大腸内視鏡検査などによる詳しい検査を行う場合もあります。



3.治療法の決定

IBSと診断されたら、まず食事療法や運動療法による生活習慣の改善が行われますが、
十分な効果がみられない場合は、お薬による治療（薬物療法）を行うのが一般的です。

医師から処方される治療薬はIBSのタイプ（下痢型・便秘型・混合型）によって
異なります。
下痢をくりかえす「下痢型IBS」には、腸のセロトニンの働きを抑えたり、
消化器官の機能を調整したり、
下痢の症状をやわらげるお薬などが用いられます。
また、薬物療法でも改善しない場合は心理療法を用いることもあります。

※IBSの診断や治療は医師が行います。

1人で悩みを抱え込まず、
ぜひ医師にご相談を。



IBSかな？と思ったら、セルフチェックを実施してみましょう。
最近3ヶ月のあなたの下痢・便秘、おなかの痛みや不快感について答えてください。

セルフチェック

START
おなかの痛みや不快感を1ヶ月に2回以上くりかえす

セルフチェックに当てはまる項目があり、
おなかの症状や痛みに不満や不安を抱えている方は

結果について、医師に相談してみましょう

以下に当てはまる項目はありますか？

□おなかの痛みや不快感は排便をするとやわらぐ

□おなかの痛みや不快感にともなって、
　排便の回数がいつもより増えたり減ったりする

□おなかの痛みや不快感にともなって、
　便がいつもより軟らかくなったり硬くなったりする

※おなかの不快感とは、おなかが張る感じ、
　おなかがなにか気持ち悪い、ガスが溜まっている感じ、
　おなかがゴロゴロ鳴る、残便感などの状態があります



セルフチェック(左ページ)で気になる点はありましたか？
この診察メモは、セルフチェックの結果と併せて、医師に相談するときにお役立ください。
受付や医師にお渡しいただくか、問診時の自分用のメモとして、ご利用いただけます。

診察メモ

便通の状態と腹部の症状について

１ 以下のうち、もっともつらい症状は？（複数の場合はすべて医師にお伝えください）

 □下痢　□便秘　□下痢と便秘の両方　□腹痛　

 □腹部不快感（おなかが張る、おなかが気持ち悪い、おなかがゴロゴロする、おなかが鳴る）

２ 上記の症状はいつごろ（何歳）から発症しているか　（　  年　  月（　  歳））ごろから

３ 排便回数はどのくらいか　（　　　）日に（　　　）回くらい

４ 便に血液か粘液が混じっていることはないか　□ある　□ない

５ 症状は、排便することによって軽くなったり消えたりするか

 □排便で症状が軽くなる　□排便しても軽くならない

６ 睡眠中に腹痛などで目が覚めることがあるか　□ある　□ない

１ タバコを吸っているか　□吸う［１日約　  本］　□吸わない　□以前吸っていた（　  歳ごろまで）

２ お酒を飲むか　□飲む　□飲まない　□以前飲んでいた（　　　歳ごろまで）

３ 睡眠はどれくらいとっているか　（平均　　　時間）

４ 日ごろ運動をしているか　□している　□していない

５ 体重が最近　□減っている　□増えている　□変わらない

生活スタイルや体調について



形のない泥のような便

水分が多く非常に軟らかい便

適度な軟らかさの便

水分が少なくひび割れている便

短く固まった硬い便

硬くコロコロの便（うさぎのふんのような便）

水様便

泥状便

やや軟らかい便

普通便

やや硬い便

硬い便

コロコロ便

水のような便

便の形

その日の状態に当てはまる
マークに○をつけましょう。
快　調
（症状がない）
普　通
（症状はあっても、
つらくはない）
不　調
（症状が少しつらい）
絶 不 調
（症状がとてもつらい）

下の表を参考にして、
それぞれの便の形ごとの
回数を記入しましょう。

他に症状がある場合には、
その症状についても
記入しましょう。

気になることがあれば、
ここに記入しましょう。

記入例



（　　　　　　）年
月　日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

食　事 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

便通の有無 あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

便の形状と回数

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

薬の服用 （飲んだら○）

備　考
（気になることがあれば
ご記入ください）

お
な
か
の
症
状

気　分

おなかが痛い

おなかが張っている

おなかが気持ち悪い

おなかが
ゴロゴロ鳴る

残便感

トイレに駆け込み
たくなる感じ
その他
（症状：　　　　　）

※ 前ページの表を
 参考にしてください

快　調（症状がない） 普　通（症状はあっても、つらくはない）

不　調（症状が少しつらい） 絶不調（症状がとてもつらい）



（　　　　　　）年
月　日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

食　事 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

便通の有無 あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

便の形状と回数

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

薬の服用 （飲んだら○）

備　考
（気になることがあれば
ご記入ください）

お
な
か
の
症
状

気　分

おなかが痛い

おなかが張っている

おなかが気持ち悪い

おなかが
ゴロゴロ鳴る

残便感

トイレに駆け込み
たくなる感じ
その他
（症状：　　　　　）

※ 前ページの表を
 参考にしてください

快　調（症状がない） 普　通（症状はあっても、つらくはない）

不　調（症状が少しつらい） 絶不調（症状がとてもつらい）



　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

　 月　 日　 曜日

朝食  昼食  夕食

あり（　　）回
なし

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回



（　　　　　　）年
月　日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

食　事 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

便通の有無 あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

便の形状と回数

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

薬の服用 （飲んだら○）

備　考
（気になることがあれば
ご記入ください）

お
な
か
の
症
状

気　分

おなかが痛い

おなかが張っている

おなかが気持ち悪い

おなかが
ゴロゴロ鳴る

残便感

トイレに駆け込み
たくなる感じ
その他
（症状：　　　　　）

※ 前ページの表を
 参考にしてください

快　調（症状がない） 普　通（症状はあっても、つらくはない）

不　調（症状が少しつらい） 絶不調（症状がとてもつらい）



　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

　 月　 日　 曜日

朝食  昼食  夕食

あり（　　）回
なし

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回



（　　　　　　）年
月　日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

食　事 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

便通の有無 あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

便の形状と回数

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

コロコロ便 （　）回
硬い便 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便 （　）回
やや軟らかい便
 （　）回
泥状便 （　）回
水様便 （　）回

薬の服用 （飲んだら○）

備　考
（気になることがあれば
ご記入ください）

お
な
か
の
症
状

気　分

おなかが痛い

おなかが張っている

おなかが気持ち悪い

おなかが
ゴロゴロ鳴る

残便感

トイレに駆け込み
たくなる感じ
その他
（症状：　　　　　）

※ 前ページの表を
 参考にしてください

快　調（症状がない） 普　通（症状はあっても、つらくはない）

不　調（症状が少しつらい） 絶不調（症状がとてもつらい）



　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日 　 月　 日　 曜日

朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食 朝食  昼食  夕食

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

あり（　　）回
なし

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回

　 月　 日　 曜日

朝食  昼食  夕食

あり（　　）回
なし

コロコロ便  （　）回
硬い便　　 （　）回
やや硬い便 （　）回
普通便　　 （　）回
やや軟らかい便
　　　　　 （　）回
泥状便　　 （　）回
水様便　　 （　）回



IBSには、症状を抑えられる

治療法があります。

思い当たる経験があれば、

一度、医師にご相談ください。

（‘22年1月印刷）DEN-KI
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