
 

 

便秘は女性の悩みと思われがちですが、高齢になると男性の患者も急増します。 

厚労省が発表した 2016 年の国民生活基礎調査によれば、便秘患者の割合は 20～50 代では女性が

圧倒的に多いのですが、60 代から男性が増加し、80 代になると男女ともに 10.8％と差がなくって

います。この統計によると、人口 1000 人あたりで男性は 26.0 人、女性 48.7 人が便秘に悩んでい

るというデータが出ています。 

●便秘のタイプ 

一口に便秘といっても、実は様々なタイプに分類されております。 

 

慢性便秘は、大腸内に便がとどまり、数日間便通のない状態が日常的に起こることで、原因別に 

以下の 3 タイプに分類されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●便秘で悩む方の多くは弛緩性便秘、直腸性便秘と言われます。 

◆弛緩性便秘・・大腸の動きが弱り、おなかの筋力の低下が原因 女性や高齢者に多い 

◆直腸性便秘・・直腸（大腸の末端、肛門に最も近い部分）の反応が鈍くなり、便がたまっていて 

も便意を感じなくなっている状態。便意を我慢してしまうタイプの人に起こりや 

すいとされています。 

●何日間出ないと便秘？ 

本来体外へ排出すべき便を十分量かつ快適に排出できない状態を便秘としています。 

「3 日以上排便がなければ便秘と考える」人が多いのですが、これは少し違います。 

食べたものの消化・排便までの時間は 24 時間が目安ですので、良好な腸内環境であれば排便は 

1 日 1 回となります。しかし食べる量が少なかったり、加齢に伴い腸の動きが低下した高齢者の場

合は、1 日 1 回の排便がなくても自然だという意見もあります。昔と比べず、気にし過ぎることは

よくないです。一般的に、週に 2～3 回しかお通じがない、張りなどの不快感がある、便が硬くて

スムーズに排泄できないなどといった場合は便秘といえます。 

多くの方が 

慢性便秘です 

便秘解消へのヒント 

 

 

多くの人が慢性的に悩んでいます。 
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●便の水分量 

一般的な便の水分量は便全体の 80%ですが、大腸に長時間とどまっている便からは水分がどんど

ん吸収されていくので 70%以下になり、硬くなってしまいます。硬くなると余計に腸内で動きに

くくなり、どんどん溜まる・・・と悪循環に陥ってしまいます。 

 

●便秘の影響 

便秘は、腸内に便が長期間溜まった状態ですから、私達の腸内細菌に悪い影響を与えます。 

便がエサとなって、クロストリジウムなどの悪玉菌が増殖し、発ガン物質、発ガン促進物質、 

アンモニア、硫化水素などの有害物質や、おならの元となるガスを発生させます。 

そして便秘が続くと、それらの有害物質はどんどん腸壁から吸収されて、血液中をめぐります。 

肌荒れや吹出物をはじめ様々な病気にもつながると考えられています。  

 

◆体臭、口臭 

便秘になると腸内に腐敗した便などの毒素が溜まり、これらの毒素は血液を通して体中に流れて行

き、汗腺から汗と一緒に毒素を出そうとします。また呼気からも排出されます。その結果、体臭や

口臭がきつくなったり、オナラの臭いがきつくなるのです。 

◆肥満 

便秘になると悪玉菌が有害物質を発生させ、血液中をめぐると、身体はそれを排除しようと働き、

本来の働きであるエネルギー代謝が落ちて、痩せにくい身体になっていくという報告があります。 

◆痔 

また「便秘に痔は付き物」というくらい、痔は便秘が原因になりやすいものです。特に、排便の際

に強くいきむことで直腸がうっ血して腫れる「イボ痔」、硬い便で肛門周辺を傷つける「切れ痔」

は便秘によって起こりやすい痔であるといえます。 

◆アレルギー 

花粉症やアレルギー性鼻炎などのアレルギー症の原因の一つに、便秘があると考えられています。

便秘によって大腸に滞留した便が、腸内の悪玉菌の作用で腐敗して発生する有害物質が腸壁から吸

収されることで、アレルギー症を引き起こす原因になるというのです。 

◆高血圧 

便秘が続くと、排便するために強くいきむ癖がついて、強くいきむと腹圧が高まり、全身の血の巡

りが早くなります。これが常態化すると、高血圧症に繋がっていきます。高血圧症は脳卒中や動脈

硬化を引き起こす原因にもなるので、二重三重に危険を伴うといえます。 

◆疲労感、倦怠感、不眠症、無気力 

便秘が慢性化すると（慢性便秘）、ストレスがたまるなどして疲労感・倦怠感・不眠症・無気力な

どの症状が現れやすくなります。 

◆腸閉塞 

腸閉塞とは、何らかの原因で腸が塞がってしまい、腸の内容物が通らなくなり、腸に長時間留まっ

てしまったために、さまざまな症状を引き起こす病気のことで、別名イレウスとも呼ばれています。 

◆大腸がん 

大腸ガンは戦後、欧米化した食生活などが原因で日本でも増加傾向にある病気で、直腸ガンと結腸

ガンに分けられます。また長期間の便秘が大腸ガンの原因ともいわれています。 

◆腰痛 

溜まった便が腸からおなかの内側を圧迫し、腰痛がでることがあります。 

便秘解消で腰痛が治ったという事例もあります。 



●便秘の原因 

★水分不足 

便秘の大きな原因の一つ“水分不足”。食べ物は腸壁から水分を吸収されて固形物になり、そして

排便されます。しかし水分が不足すると大腸で水分が吸収されより一層硬い便（大便・糞）となり、

排便しずらくなり、腸内に便が残りやすくなります。 

★食事不足    

便秘の原因の一つ“食事不足”。そもそも食べる量が少なければ出る物も出ません。また食べ物が

大腸へ送られてこなければ大腸への刺激が減り、蠕動運動も弱くなり、より一層、便秘を助長して

しまいます。            しっかり食事を摂取していることが排便の前提 

★食物繊維不足 

便秘の大きな原因の一つ"食物繊維不足"。食物繊維が不足すると、腸内で善玉菌の減少や消化吸収

機能の低下など、腸内環境が悪化し、排便を阻害してしまいます。 

★運動不足 

便秘の大きな原因の一つ“運動不足”。体が運動不足になると腹筋が弱まり、腸（大腸）の蠕動運

動も弱まりますので、便秘になりやすくなるのです。また運動不足が原因の便秘は弛緩性便秘とい

われています。 

★ストレス 

便秘の原因の一つといわれている精神的ストレス。ストレスが溜まると自律神経のバランスが崩れ

てしまい、胃や腸などの消化器系の働きが弱まってしまい、 蠕動運動が弱まり、便秘になりやす

いといわれているのです。 

★睡眠不足 

便秘の原因としてはあまり知られていないかもしれませんが、睡眠不足も便秘に大きく関わってい

るのです。 

★喫煙・タバコ 

タバコを吸うとニコチンの作用で最初は便を催して、便秘に効果があると思いますが、タバコを吸

い続けニコチンも摂取し続けると、自律神経がニコチンによって狂い始め、便秘になります。 

自律神経が狂うと一番影響を受けるのが胃腸です。腸の運動が正常な働きをできなくなってしまう

のです。またニコチンは腸内の悪玉菌のエサとなり、腸内環境を悪化させてしまいます。腸内環境

が悪化すると便が固く、臭くなる性質があります。以上のようにタバコを吸い続けることによって

便秘になってしまうのです。長期間タバコを吸い続けると腸の運動が鈍くなってしまう弛緩性便秘

の原因になります。 

★病気･ケガ 

便秘が原因で病気やさまざまな症状を引き起こすことがありますが、逆に病気やケガが原因で便秘

になってしまうこともあります。この病気が原因で起こる便秘を症候群性便秘といいます。 

★がまん癖 

がまん癖とは便意を感じたときに忙しかったり、恥ずかしかったり、近くにトイレがないなどの理

由で便意をがまんする癖のことです。このがまん癖は知らないうちに習慣化し、便秘の大きな原因

となってしまいます。     おならもがまんしない！ 溜まったガスはぜんどう運動低下に！ 

★薬の副作用 

便秘は生活習慣や食生活・運動不足・ストレス・病気以外にも、薬の副作用が原因で起こるともあ

ります。生活習慣や食生活を見直しても便秘が改善されない場合は、薬の副作用を疑ってみる必要

便秘の原因の多くは、生活習慣改善で取り除けま

す！ 



があるかもしれません。気になる方は、薬剤師に相談してください。 

 

                 【お薬編】 

便秘の解消のためには、まずはお薬の力を借ります。お薬も飲み薬(錠剤、粉ぐすり、液剤がある)、

おしりに入れる座薬、浣腸液があります。 

分類すると、 

・腸で水分を集めて便を柔らかくし、排便に導く機械的下剤 

・腸を刺激して排便を促す刺激性下剤 

・腸の動きを良くして排便を促す自律神経作用薬 

・おしりから入れて、直接大腸を刺激する座薬 

・お薬による腸の刺激と十分な水分量で便を柔らかにする作用をもった浣腸液 があります。 

最近では、腸のイオンに作用し、水分を集めるもの、便通に影響がある胆汁に作用する薬など新し

いお薬が増えております。 

また下剤ではないですが、乳酸菌製剤の整腸薬も便通改善に良いということも分かっております。 

 

【お薬を飲むときのポイント】 

◆どのタイプの飲み薬でも、飲むときは十分な水分で服用する 

◆お薬服用で調子が良くなったら、おなか、便の具合をみながら一旦とめたり飲む回数減らす 

■さあ、便秘を解消しよう！ 

飲みすぎで腸をイジメな

い！ 



  

 

◆毎回服用で調子が良い、快便なら継続してください。 

◆お薬服用で、腹痛や下痢、便が緩くなった場合は、一旦飲むのをやめる 

               【食生活の改善編】 

下剤に頼るだけでなく、日々の生活や食事を改善することも、便秘の予防や解消に役立ちます。 

便秘解消・予防のためのポイントを確認し、改善のヒントにしてください。 

◆食事について 

★食物繊維の多い食事を摂る 

食物繊維を多く含む食品を、積極的に食事に取り入れましょう。食物繊維は消化されにくいため、

便中に水分を蓄え、便の量を増加させてスムーズな排便を促します。食べる量が少ない、食物繊維

が少ないといった偏った食事が続いたりすると便秘につながることがあります。 

食事は 1 日 3 回、なるべく規則正しく、栄養バランス良く食べることが重要で、特に食物繊維を多

く含む食材が便秘によいことが知られています。 

食物繊維を多く含む食品：たけのこ、根菜類、きのこ類、こんにゃく、海藻、果物、穀物など   

 

★３食きちんと食べる 

食事は 1 日のリズムに大きな影響を与えます。規則正しい 3 度の食事は、排便をスムーズにしま

す。特に、朝の食事は排便の刺激を得るためにとても重要です。なお、きちんと食事をしてい

ても、食事の量が少ないと便秘になります。適度な量を食べることも大切です。夜更かしや朝食を

食べないなど生活習慣の乱れも便秘の原因となります。特に朝食をしっかり食べることは腸の刺激

となり「便意」を生みます。朝食を食べてトイレの時間を作ることが便秘改善につながります。 

 

★脂肪を適度に摂取する 

脂肪（油脂類）は腸粘膜を刺激し、便がスムーズに排出されるよう働きます。 

そのため、適度な脂肪の摂取は便秘改善に大変有効です。 適度な脂分はおなかの潤滑油！ 

 

★水分を十分に摂る 

水を飲む量が少なかったり、発汗が多かったりすると体内の水分が少なくなり、食物のカスなどが

乾きやすく、腸の働きが低下し便も硬くなって、排出されにくくなります。便秘が気になる人は、

1日にコップ 7〜8杯ほどの水分を摂りましょう。 

特に、朝起きた時にコップ 1 杯の冷水や牛乳を飲むと、腸が刺激されて排便が促されます。 

温かい水で腸をゆるめる 

大量の冷たい水分は腸の働きを抑えてしまうので、お湯やお茶、白湯など温かい飲み物で補いまし

ょう。白湯を飲むことで腸が刺激され、腸が収縮や弛緩を繰り返す「ぜんどう運動」が活発になり

ます。ぜんどう運動によって、便のモトが肛門に運ばれます。起床時は冷たい水でも日中は温かい

白湯の方が、ぜんどう運動を活発にする副交感神経の動きを高めるのでオススメです。 

また「糖反射」といって砂糖を摂ると胃腸の働きが停滞してしまうので、ノンシュガーの飲み物が

おすすめです。糖質が多いものは腸内環境を悪化させてしまうので控えましょう。 

 

★乳酸菌製品や発酵食品を積極的に摂る 

腸には体内でもっとも多くの細菌が存在しています。 乳酸菌等は私たちを病原体から守ってくれ

ますが、加齢やアルコールの過飲、ストレスなどにより善玉菌は減少、悪玉菌が増加傾向になると

いわれています。善玉菌が優勢になるためにヨーグルトなどの乳酸菌を多く含む食品や発酵食品を

■さあ、便秘を解消しよう！ 

      

  

 
 



日々摂ると腸内環境が整ってきます。ヨーグルト、ぬか漬け、キムチ、納豆、味噌、甘酒など

またオリゴ糖は腸内の有用菌のエサとなります。 

バナナ、ごぼう、豆乳、玉ねぎ、きな粉などに多く含まれています。 

                 【生活習慣について】 

睡眠不足や食事の時間が不規則である方など生活リズムがずれている方は便秘になりがちです。規

則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間を決めて一定時間トイレに入ることを心がけて

ください。朝食を済ませた後は、排便反射が起こり腸の動きが活発になりやすくなるので、排便習

慣をつけやすくなります。 

 

排便の習慣をつける 

毎日朝食後に、便意の有無に関わらずトイレに行きましょう。一定時間トイレに入ることで自然と

便がもよおされるようになり、規則的な排便の習慣が作られます。朝食を済ませた後は、排便反射

が起こり腸の動きが活発になりやすくなるので、排便習慣をつけやすくなります。 

 

便意をガマンしない 

「便意があるのに排便しない」ということを繰り返していると、直腸の神経の感度が鈍って便意を

催さなくなる直腸性便秘の原因となります。     もよおした便意は逃さない！ 

日中仕事などで便意を我慢する必要がないよう、朝食後に排便するという規則的な排便習慣をつけ

ることが大切です。朝食は、食べることで胃から直腸にかけての反射が起き、排便が促されるため、

規則的な排便リズムを作るためには欠かすことができません。 

 

腹部を温める 

腹部や腰を温めると腸への血流が増加し、腸の動きが良くなり、排便が促されます。腹巻やカイロ、

温灸などで腹部周りを温めたり、入浴時に腹部をマッサージしたりするとよいでしょう。 

 

腸をマッサージする 

腸のマッサージも便秘の解消に効果的です。あとでいくつかのマッサージを紹介しますので、お試

しください。 

「腹式呼吸」もオススメです。「腹式呼吸」は腸を刺激しつつ、マッサージする働きがあります。

腸を刺激することで腸の働きを活発にします。やり方は、鼻からゆっくり息を吸ってお腹をふくら

ませ、次に鼻か口からゆっくり息を吐き、お腹をへこませます。慣れない人は仰向けになって、お

腹に手を当てながら行うとやりやすいでしょう。 

 

適度な運動をする 

運動不足は腸の働きを鈍らせ、便を押し出すのに必要な腹筋力を低下させる原因になります。また

体を動かすと、血流が良くなり腸の動きが活発になります。まずはできる範囲で、おススメは、寝

る前に仰向けになり少し体を起こす、腹筋運動のような体操です。完全に体を起こす必要はありま

せん。少しおなかに力が入る位で良いです。これを毎晩数回行い、できるだけ継続してみて下さい。 

 

禁煙、寝不足解消 

タバコも便秘と大きな関わりがあります。また便秘の原因の一つには睡眠不足も挙げられていま

す。いずれも健康な体、生活には結びつかないものです。 

■さあ、便秘を解消しよう！ 



 

ストレスをためない 

ストレスがたまると、交感神経、副交感神経のバランスが崩れて、腸の活動が低下します。日ごろ

からストレスをため過ぎないように解消方法などを見つけておきましょう。 

 

■排便時の姿勢  ロダンの「考える人」 

排便時の姿勢としては、右の図を参照してください。 

ロダンの考える人の姿勢をとると、直腸肛門角が開き、腹圧も 

かかりやすくなります。さらに、ロダンの像の姿勢はかかとを 

上げています。そうすることであまりいきまずに自然に腹筋に 

力を入れられるようになります。 

★踏ん張る腹筋の外圧 

◆前かがみ  ◆かかとを浮かす  ◆ヒジはももの上 

◆深呼吸して、ゆっくりおなかに力を入れていく 

おなかに力が入れられない方は、左手でおなかの左側を押さえて 

力添えをすると良いです。 

便器が高く、かかとを浮かせてもおなかに力が入らないという方は、足元に台などを置き、高さを

あわせると安定した排便姿勢がとれます。 

直腸と肛門の角度からみると、実は和式便器の方が排便しやすいと言われております。 

 

■排便を促す運動 

ロダンの「考える人」、おなかへの手添えでもなかなかでない場合は、便座に腰かけたまま前かが

みになり、右手で左足のつま先を触るようにおなかをひねり、続いて左手で右足のつま先を触るよ

うにおなかをひねる、この「ひねり体操」を１５～３０回行い、息を整えてまた「考える人」にな

ると出易いともいわれます。ただし腰の痛い方は控えて下さい。 

 

■排便時の注意 

長時間トイレに座り続けて何度もいきむと、肛門のうっ血をきたし、痔の発症や増悪につながりま

す。血圧が上昇する一因にもなります。 

うまく排便ができないときは、一度トイレから出て改めて便意を催すのを待つのも良いです。 

 

■おなかの溜まったガスを出す・・・寝る前に行う 

大腸のガスは多くは口から入るものですが、それ以外に腸内細菌が食べ物を分解する際に出すもの

もあります。腸内細菌が出すものには水素ガスやメタンなどがありますが、それらは大腸の動きを

遅くする働きがあります。そのためガスが溜まってくるとおなかが張り、腸の動きが悪くなってし

まいます。また便秘になると更にガスが溜まります。 

ＮＨＫ「ためしてガッテン！」で紹介された方法で、約 8 割の人がおなかが張る、便秘が改善した

という「うつ伏せ」ポーズです！ 

具体的なやり方は・・ 

1、うつぶせ寝を 10 分間行う・・・枕やクッションをおへそのあたりにあてるとより効果的です。 

2、次に左右に 5 往復動く・・・（うつぶせの状態から左右に体を起こすようにゴロゴロします） 

 

 

■さあ、便秘を解消しよう！ 



 

番組では便秘に悩む 4 人の女性が 2 週間試したところ、皆さん改善され効果を実感していました。 

なぜうつ伏せが効果があるのかというと、うつ伏せになると直腸が上向きになります。 

大腸のガスは空気よりも軽いので直腸（出口）の方へ向かいやすくなります。 

そのためおならが出やすくなります。効果が 1番あるのは、大ぜん動の起こる夜です。 

夜行うと寝ている間にガスが出やすくなります。 

                 【体操・マッサージ編】 

 

●立ちながらの「ひねり体操」 

先ほど記載した「ひねり体操」を立ったまま行うのも効果があると言われます。腸をほぐして動き

を良くする効果があり、主に横行結腸と下行結腸のマッサージになります。 

両手を水平に広げ、上体を左右交互にひねる、ラジオ体操のひねり運動そのものです。 

朝と晩に１分間行っていくと良いといわれています。 

 

●おなか「のの字」マッサージ 

以下の手順で行ってみてください。 

あお向けで腰の下に枕を入れ、腹部を伸ばします。人指し指から薬指までの 4本指で、へその周り

をのの字を書くように、右回りに約 30回ゆっくり軽くマッサージします。 毎晩寝る前に行うとよ

いです。 

 

●落下腸改善体操 

便秘の原因のひとつに「落下腸」という症状があります。文字通り腸が骨盤内に落ち、腸全体が上

から圧迫されている状態です。この状態だと腸の動きも鈍くなり、またスペースにも余裕がなく便

が動きにくいといいます。それを改善するマッサージです。 

以下の手順で行ってみてください。 

あお向けで腰の下に枕を入れ、腹部を伸ばします。人指し指から薬指までの 4本指の指の腹で、 

下腹部全体を右から左まで、下からおへその上あたりまで徐々に押し上げていくことを２分間行い

ます。その後、Ｓ字結腸の辺りを１分間、指先で軽く叩いて刺激をする 

これを朝晩行うと良いといわれます。 

 

 

便秘は、日常生活の工夫である程度改善できるといわれております。一時的な特効薬よりも、根気

強く体質や習慣を変えることで改善していく方が体にも良いと思われます。 

この冊子に記載していることをご参考にしていただき、取り入れられる部分を少しずつ継続してい

ただくと良いと思います。 

 

■さあ、便秘を解消しよう！ 

 

この３箇所に適切なマッサージを施すことが

できれば、便通改善への効果が期待できます。 

 



 

薬局では、お薬や健康に関する様々なご相談をいつでも受け付けております。 

年中無休  夜間・緊急連絡先：０９０－６４２６－３６５６ 

川辺調剤薬局 


