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旨

過敏性腸症候群(irritablebowel syndrome; IBS)は，頻度が高い心身症，かつ， ストレス
関連疾患である. IBSが概念形成された時代は，情動のCannon‑Bardtheoryが確立された時
期にあたる． ストレスによるIBSの消化器症状の発症・増悪という現象に対してもまた，脳か
ら消化管に向かう信号を前提とする研究が進んだ．視床下部‑下垂体‑副腎皮質軸の最初に位置

するペプチドとして, corticotropin‑releasinghormone (CRH)が注目されCRHはIBS様の
病態を惹起することから, IBSにおけるCRHの役割が注目される． その一方で, IBSにおい

ては，消化管知覚過敏が存在することが判明した．

ここから, IBSはJames‑Langetheoryの

復活とその妥当性を証明する臨床の病態となったと言える. IBS研究は，脳科学とゲノム・プ
ロテオーム・マイクロビオーム科学の急速な進歩の途上にある．脳腸相関の進歩から，他の臓
器においても心身相関の解明が応用されて行くと予見する．

キーワード：心身相関，脳腸相関，過敏性腸症候群，脳内プロセシング
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疾患全体を考える上で,過敏性腸症候群(irritable
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bowel syndrome: IBS) を代表とする機能性消化
管障害の研究は，重要である'). IBSはストレス
により発症・増悪する内科疾患であり， その殆ど
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が代表的な心身症である1). IBSは脳からの遠心

223

脳腸相関と内臓知覚過敏

性信号による小腸・大腸の機能異常の病態を有す
る．欧米で心身症が概念形成されたのは,Walter

IBSでは，大腸の知覚から運動に至る経路が異

B.Cannonが情動の中枢説が確立された時代であ

常であると考えられる. IBS患者で大腸伸展刺

る2)．

ストレスによるIBSの消化器症状の発症．

激を頻回に加えると，腹痛および反射を介する大

増悪という現象に対してもまた，脳から消化管に

腸の分節運動冗進を誘導できる10)11).バロスタ

向かう信号が重要とする研究が進んだ．

ット法を用いることにより, IBSの病態生理を検

しかし，

その一方, IBSにおいては，内臓知覚過敏の重要

討できる

性が判明してきた3)．即ち，消化管から脳に向か

し，拡張させて消化管に伸展刺激を加え，消化管

2)．大腸にバロスタットバッグを挿入

う信号の重要性ならびに，内臓知覚過敏からス

知覚閾値を観察すると, IBS患者では閾値が低下

トレス感受性が変容して行く過程の重要性がIﾘlら

している13)14).

かになりつつある2)‑4). IBSは現在,William

が消化管知覚を自覚する刺激に対してより強く消

Jamesによるj￨冑動の末梢説')をも復活させ,かつ，

化管知覚を自覚する．消化管知覚過敏はIBSの

その妥当性を証明する臨床の病態となったと言え

診断マーカーとしても利用できる 5)．

る．

しかも, IBS患者では，健常者

このような脳と腸の双方向の信号授受を脳腸

相関と呼ぶ5)．脳腸相関を軸に， ストレス関連疾

脳腸相関と脳内プロセシング

患全体に応用可能な原理を追求して行くことが可

能である6)．

IBSで最も重要な症状である腹痛は最終的には

脳内プロセシングを受けて自覚される'6)． ここから，
脳腸ペプチドと脳腸相関

IBSにおける脳内プロセシングの検討が進みつつあ

る．脳波powerspectraならびにtopogramにおい
断基準のRomelV基準を満足するが，下部消化管

てIBSではβ‑pOWer増強α‐power減衰が見
られる5)17)．消化管腔の刺激は延髄の孤束核で転

内視鏡検査では異常がないものを言う')． その病態

写因子c‑fosの遺伝子発現を起こし，

IBSとは，腹痛と便通異常が持続し，脚際的診

さまざまな

が鋭意追求され，解明されつつある. IBSの消化

神経伝達物質の合成酵素の脳内遺伝子発現を惹起

管機能には，知覚と運動の両面にわたる異常があ

する. positronemissiontomography(PET)ある

る3). IBSの大腸運動の特徴は， ストレス，食物，

いは機能的核磁気共鳴法(functionalMRI)

cholinesterase阻害薬corticotropin‑releasing

いた検討により，大腸伸展刺激時のヒト消化管知

hormone (CRH)など，刺激に対する反応性冗進

覚の脳内プロセシングと神経伝達が明らかになり

である4)‑6)．

つつある16)18)‑20)．

その中でも，大腸運動として頻度

の高い分節運動の冗進が顕著である．

を用

これらの脳機能画像を用いて

ストレスに

大腸伸展刺激時の局所脳血流量の変化を見ると，

よるIBSの消化器症状の発症・増悪という現象

健常者で見られる前帯状回の賦活20)が, IBS患

に対して，脳から消化管に向かう信号を前提とす

者ではさらに兀進しており18)19)，

る研究が進み，視床下部‑下垂体‑副腎皮質軸の最

野の賦活化16)が見られ, IBSの消化管知覚の脳

初に位置するペプチドとして, CRHは重要な役割

内プロセシング異常が示唆される． IBS患者に見

を果たす6). CRHはR1受容体を介して下部消化

られる内臓知覚過敏の重要な原因として，消化管

ときに前頭前

管運動を兀進させ， 内臓知覚閾値を下げ，不安を

から中枢に伝達される信号の処理過程が感作され

招く7). CRH拮抗薬を投与すると, IBS患者に

ている病理が存在し，

おいても8), IBSの動物モデルにおいても9),大

IBSが高頻度でうつ，不安，身体化という心理的

腸運動の冗進が抑制される．

異常を呈する最も重要な要因と推定される．

これらの脳機能の変化が

消化管からの信号は脊髄神経の感覚neuronが
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lliillWI 11MI ( I三に￨ﾉ1膳涌覚経路）

視床を介する経路を主に￨xI示した．消化管に軽度の巾l1激{! ;号が川lわると, Dogiel ll型神経と腸抑制反射神経
(intestinofugal neuron) を介して交感神経節後神経が発火し， 、Iz滑筋収縮が抑制されて消化管内圧は'M常性の範I＃￨を
越えては 上昇しすぎないように調節されている．

ところが，消化管に11輔党￨災lil''iを越えた￨ﾉ1圧上昇などの侵害刺激信号

が加わると， 細l徒感覚線維で構成される感覚神経が興衛し， 後根神絲節を介して脊髄後角のラミナI神経に信号を1A
える.

ﾗﾐﾅI神経は脊髄視床路，脊髄網様休路を視床まで￨打する.

投射される．

ラミナI神経には傍小脳脚核，

ここから，島前帯状回，前頭前野に信号が

さらには, 11ii桃体!￨'心核・視床下部を賦活化する経路も存在する.

(文献

21, FukudoS.NatRevGastroenterolHepatol lO: 569‑571,2013.NaturePublishingGroup, adivisionofMacmillan
PublishersLimited)

受容し，

発火すると脊髄後根から脊髄後角neuron

気管支喘息はしばしば呼吸器感染を契機として発

に信号を伝える21). その軸索は対側の脊髄視床路，

ﾘ,rし， ′￨曼性の気道炎症がその本質である, IBSに

脊髄網様体路を視床まで上行する21)． ここから,島，

おける気管支喘息様の病因・病態が着目された．

前帯状回，前頭前野に信号が投射され，刺激強度

急性腸炎の患者群を対象に，炎症が全て消退した

が高い場合か，感覚閾値が低ければ内臓知覚を起

後のIBSの発症を観察した25).

こす21） （図l) .

が29.3％の高率で発症した．

これらの中枢の賦活は中心灰白

質の下行性痛覚抑制系を賦活し， 内因性opioid,

その結果, IBS

このような時間経

noradrenalineneuron, serotoninneuronを介して

過を示すIBSを感染性腸炎後(post‑infectious:
PI)‑IBSと呼んでいる26)． IBSが発症した患者

内臓知覚を抑制する22). IBSの腹痛にしばしば

群とIBSが発症しない患者群を分ける最も大き

抗うつ薬が有効であるのは，部分的にはこの経路

な相違点は，急性腸炎罹患時点の心理的異常（抑

を介するものである22) ．

鯵， イミ安．身体化）である26)．

ストレス感受性

冗進がPI‑IBS発症の危険因子であることが示
脳腸相関の病態

唆される.

PI‑IBSはその後の疫学研究によって

も再現性が確認されるとともに，感染性腸炎が機
感染性腸炎の後にIBSが発症することはIBS

能けディスペプシアの病因となることを示す成績

の研究の初期から知られていた23). IBSと気管支

が得られ，機能性消化管障害に共通する病因とし

喘息はともに心身症の病態を呈する患者が多い24)．

て重視されている．
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基礎的には，動物において消化管炎症と消化管
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学の中でも最もexcitingな領域の一つになってい

機能異常の繋がりが証明されている．炎症性腸疾

る．脳腸相関を軸にした診療と研究は，脳科学と

患のモデルであるtrinitrobenzenesulfonicacid

ゲノム・プロテオーム・マイクロビオーム科学の

(TNBS)腸炎と反復消化管伸展刺激の二重負荷

急速な進歩と同一軌上にあり，心身医学を推進す

により，内臓知覚過敏を誘導できるが，

る主題として今後更に重視されるであろう．

CRH拮抗薬により改善する27).

これは

また, IBS患者

の大腸粘膜では上皮内リンパ球が1．8倍CD3+
細胞が2倍, CD25+細胞が6.5倍に増加し，免疫
賦活状態にある28)． これらは, tumornecrosis

factor‑q,interleukin (IL)‑16,IL‑6,IL‑12
の上昇, IL‑10の低下などのサイトカイン異常，遺

伝子多型によって裏付けられている26)29)． また，肥

文

献

1)LacyB,MearinF,ChangL,CheyWD,Lembo
AJ,SimrenMandSpillerR:Boweldisorders.
GaStroenterologyl50:1393‑1407,2016.

2) IversenS,KupfermannlandKandelER:
Emotional statesandfeelings・ In;KandelER,

満細胞の数が増加し30)，腺管上皮間の神経線維，

SchwartzJH,JesselTM,4thed.,Principlesof

transientreceptorpotential cationchannel

Neural Science・McGraw‑Hill,NewYork,

subfamilyVmemberl陽性線維が増生している31).
IBS患者由来の大腸粘膜の培養上清を感覚神経に

添加すると著しい発火が観察され30),
HT3拮抗薬，

これは5−

ヒスタミンH1‑H3拮抗薬, protease

pp982‑997,2000.

3)DrossmanDA:Thefunctionalgastrointestinal
disorders and theRomemprocess.
Gastroenterology;130: 1377‑1390,2006.

inhibitorの前投与によって抑制される32). IBSの

4)FukudoSandSuzuki J:Colonicmotility,

病態の源流としての腸内細菌とその産生物質の関

autonomic function, andgastrointestinal

与の可能性も濃厚である33)．

hormonesunderpsychological stressonirritable

bowelsyndrome.TohokuJ.Exp.Med., 151:373‑
385， 1987．

脳腸相関の調整

5)FukudoS,NomuraT,MuranakaMandTaguchi

IBSの治療としては，下痢型IBSに対する5‑

HT3拮抗薬34),便秘型IBSに対する5‑HTl刺激

¥35), Cl‑channel‑2賦活薬36), cyclicguanosine
monophosphate賦活薬37)などが開発されている．

F:Brain‑gutresponsetostressandcholinergic
stimulationinirritablebowelsyndrome.J・Clin.
Gastroentero1., 17; 133‑141, 1993.

6)FukudoS,NomuraTandHongoM: Impactof
corticotropin‑releasinghormoneongastrointestinal

中等症から重症のIBSに対しては， 内臓知覚閾

motilityandadrenocorticotropichormoneinnormal

値上昇作用など中枢の神経伝達を調整する薬物に

controlsandpatientswith irritablebowel

利点があり，認知行動療法38)や催眠療法39)など

syndrome.Gut42:845‑849, 1998.

の心理療法の有効性が示されている．

また，反復

7)FukudoS,SaitoK,SagamiYandKanazawaM:

経頭蓋磁気刺激などの神経活動の修飾により内

Canmodulatingcorticotropin‑releasinghormone

臓感覚を変容させる試み40)がなされている．

receptorsaltervisceral sensitivity？Gut55：
146‑148,2006.

一三口

五口

結

脳腸相関を物質レベルで追求し，科学的根拠を
蓄積する医療， ならびに，患者心理と医師一患者

関係を包含する個体差重視の医療，両者の双方を
同時に追求できる時代が到来した．脳腸相関は医

8)SagamiY,ShimadaY,TayamaJ,NomuraT,
SatakeM,EndoY,ShojiT,KarahashiK,Hongo
MandFukudoS:Effectofacorticotropin
releasinghormonereceptorantagonistoncolonic
sensoryandmotorfunction inpatientswith

irritablebowel syndrome.Gut53: 958‑964,
2004.

新潟医学会雑誌第132巻第6号平成30年（2018） 6月

226

9)SaitoK,KasaiT,NaguraY, ItoH,KanazawaM

M:Abnormal electroencephalogramin irritable

andFukudoS:Corticotropin‑releasinghormone

bowel syndrome.ScandJGastroenterol 34:

receptor l antagonist blocksbrain‑gut

478−484， 1999．

activationinducedbycolonicdistention inrats.

Gastroenterologyl29: 1533‑1543,2005.

18)MertzH,MorganV,TannerG,PickensD,Price
R,ShyrYandKesslerR:Regional cerebral

10)FukudoS,KanazawaM,KanoM,SagamiY,

activation in irritablebowel syndromeand

EndoY,UtsumiA,NomuraTandHongoM:

control subjectswithpainful andnonpainful

Exaggeratedmotilityof thedescendingcolon

rectal distention.Gastroenterology. 118: 842‑

withrepetitivedistentionofthesigmoidcolonin

848,2000.

patientswith irritablebowel syndrome. J

19)DrossmanDA,RingelY,VogtBA,LesermanJ,

Gastroenterol37(Suppll4):145‑150,2002.

LinW,SmithJKandWhiteheadW:Alterations

11)KanazawaM,PalssonOS,ThiwanSI,Turner

ofbrainactivityassociatedwithresolutionof

MJ, vanTilburgMA,GangarosaLM,Chitkara

emotionaldistressandpaininacaseofsevere

DK,FukudoS,DrossmanDAandWhitehead

irritablebowelsyndrome.Gastroenterologyl24:

WE:Contributionsofpainsensitivityand

754‑761,2003.

colonicmotilitytolBSsymptomseverityand

20)HamaguchiT,KanoM,RikimaruH,KanazawaM,

predominantbowel habits.AmJGastroenterol

ItohM,YanaiKandFukudoS:Brainactivity

103:2550‑2561,2008.

duringdistentionofthedescendingcolon in

12)WhiteheadWEandDelvauxM:Standardizationof
barostatproceduresfortestingsmoothmuscle
toneandsensorythresholdsinthegastrointestinal

tract・Dig.Dis.Sci.42:223‑241, 1997.

13)RichterJE,0brechtF,BradleyLA,YoungLD

humans.NeurogastroenterolMotill6: 299‑309,
2004.

21)FukudoSIBS:AutonomicdysregulationinlBS.
NatRevGastroenterolHepatol lO: 569‑571,
2013.

andAndersonKO:Psychological comparisonof

22)MayerEA,NaliboffBDandCraigAD:

patientswithnutcrackeresophagusandirritable

Neuroimagingofthebrain‑gutaxis: frombasic

bowel syndrome.Dig.Dis. Sci. 31: 131‑138,

understandingtotreatmentoffunctionalGI

1986.

14)WhiteheadWE,HoltkotterB,EnckP,Hoelzl R,

disorders.Gastroenterology2006; 131: 1925‑
1942,2006.

HoImesKD,AnthonyJ,ShabsinHSandSchuster

23)ChaudaryNAandTrueloveSC:The irritable

MM:Toleranceforrectosigmoiddistention in

colonsyndrome:Astudyofclinical features,

irritablebowel syndrome・Gastroenterology98:

predisposingcauses,andprognosisinl30cases.

1187‑1192, 1990.

QuartJMed31:307‑323,1962.

15)BouinM,PlourdeV,BoivinM,RiberdyM,

24)ReadNWedt.: IrritableBowelSyndrome:New

LupienF・LaganiereM,VerrierPandPoitras

ideasandinsightsintopathophysiology・Blackwell

P:Rectaldistentiontestinginpatientswith

ScientificPublications,Oxford,pp3‑15,1991.

irritablebowelsyndrome: sensitivity, specificity,

25)GweeKA,GrahamJC,McKendrickMW,Collins

andpredictivevaluesofpainsensorythresholds.

SM,MarshallJS,WaltersSJandReadNW:

Gastroenterologyl22:1771‑1777,2002.

Psychometricscoresandpersistenceof irritable

16)SilvermanDHS,MunakataJA,EnnesH,
MandelkernMA,HohCKandMayerEA:Regional

bowel after infectiousdiarrhoea.Lancet347:

150‑153, 1996

cerebral activity innormal andpathological

26)SpillerRandGarsedK:Postinfectiousirritable

perceptionofvisceralpain.Gastroenterologyll2,

bowel syndrome・Gastroenterologyl36: 1979‑

64−72， 1997

1988,2009.

17)NomuraT,FukudoS,MatsuokaHandHongo

27)Saito‑NakayaK,HasegawaR,NaguraY, ItoHand

耳鼻IIIM喉科髄域における心身相関

227

FukudoS:Corticotropin‑releasinghormone

34)MiyataK, ItoHandFukudoS: Involvementof

receptorlantagonistblockscolonichypersensitivity

the5‑HT3receptor inCRH‑inducedefecation

inducedbyacombinationof inflammationand

inrats.AmJPhysiol274(5Ptl):G827‑G831,

repetitivecolorectaldistension.Neurogastroenterol

1998.

Motil20: 1147‑1156,2008.

35)KanazawaM,WatanabeS,TanaC,KomuroH,

28)ChadwickVS,ChenW, ShuD,PaulusB,

AokiMandFukudoS:Effectof5‑HT(4)

BethwaiteP,TieAandWilsonl:Activationofthe

receptoragonistmosapride citrateon

mucosal immunesvstemin irritablebowel

rectosigmoidsensorimotorfunctioninpatients

syndrome.Gastroenterologyl22: 1778‑1783,

withirritablebowelsyndrome.Neurogastroenterol

ツ

2002.

29)VillaniAC,LemireM,ThabaneM,BelisleA,

Motil23:754‑e332,2011.

36)FukudoS,HongoM,KanekoHandUenoR:

GeneauG,GargAX,ClarkWF,MoayyediP,

Efficacyandsafetyoforal lubiprostone in

CollinsSM,FranchimontDandMarshallJK:

constipatedpatientswithorwithout irritable

Geneticriskfactorsforpost‑infectious irritable

bowelsyndrome:arandomized,placebo‑controlled

bowel syndromefollowingawaterborneoutbreak

anddose‑findingstudy.NeurogastroenterolMotil

ofgastroenteritis.Gastroenterologyl38: 1502‑
1513,2010.

23(6):544‑e205,2011.

37)JohnstonJM,KurtzCB,MacdougallJE,Lavins

30)BarbaraG,WangB,StanghelliniV,deGiorgioR,

BJ,CurrieMG,FitchDA,OIDeaC,BairdM

CremonC,DiNardoG,TrevisaniM,CampiB,

andLemboAJ:Linaclotide improvesabdominal

GeppettiP,ToniniM,BunnettNW,GrundyDand

painandbowel habits inaphasellbstudyof

CorinaldesiR:Mastcell‑dependentexcitationof

patientswith irritablebowel syndromewith

visceral‑nociceptivesensoryneurons in irritable

constipation.Gastroenterologyl39: 1877‑1886,

bowel syndrome.Gastroenterologyl32: 26‑37,

2010.

2007.

38)DrossmanDA,TonerBB,WhiteheadWE,

31)AkbarA,YiangouY,FacerP,WaltersJR,

DiamantNE,DaltonCB,DuncanS,EmmottS,

AnandPandGhoshS: Increasedcapsaicin

ProffittV,AkmanD,FruscianteK,LeT,

receptorTRPV1‑expressingsensoryfibres in

MeyerK,BradshawB,MikulaK,MorrisCB,

irritablebowel svndromeandtheircorrelation

BlackmanCJ,HuY,JiaH,LiJZ,KochGGand

withabdominalpain.Gut57:923‑929,2008.

BangdiwalaSI:Cognitive‑behavioral therapy

32)BuhnerS,LiQ,VignaliS,BarbaraG,De

versuseducationanddesipramineversus

GiorgioR,StanghelliniV,CremonC,ZellerF,

placeboformoderatetoseverefunctionalbowel

LangerR,DanielH,MichelKandSchemannM:

disorders.Gastroenterologyl25: 19‑31,2003.

Activationofhumanentericneuronsbv

39)WebbAN,KukuruzovicRH,Catto‑SmithAG

supernatantsofcolonicbiopsyspecimensfrom

andSawyerSM:Hypnotherapyfortreatmentof

patientswith irritablebowel syndrome.

irritablebowel syndrome・CochraneDatabase

33)TanaC,UmesakiY, ImaokaA,HandaT,

SystRevOctl7; (4):CDOO5110,2007.
40)AizawaY,MorishitaJ,KanoM,MoriT, Izumi

KanazawaMandFukudoS:Alteredprofilesof

SI,TsutsuiK, IijimaT,KanazawaMandFukudo

Gastroenterologyl37:1425‑1434,2009.

intestinalmicrobiotaandorganicacidsmaybe

S:Effectofrepetitivetranscranialmagnetic

theoriginofsymptoms in irritablebowel

stimulationonrectal functionandemotion in

syndrome.NeurogastroenterolMotil 22: 512‑

humans.JGastroenterol46,1071‑1080,2011.

519，2010．

