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便が硬めの人の排便および腹部症状の改善に対するLactobacillus casei シロタ株含有乳酸菌飲料の
用量反応性の検討（パイロット試験）

緒言

　便秘は、18 から 20 歳の日本人女性では、26% が自

覚している症状であり、欧州においても 17% の人が自

覚症状を有する一般的な消化器症状である 1,2）。便秘の

原因としては、一般的に低繊維食や高脂肪食といった

偏った食習慣および運動不足などの生活習慣の関与が考

えられている 3）。便秘が慢性化すると患者に排便困難な

どの精神的苦痛をもたらすだけではなく、大腸がんや肥

満症に繋がる可能性があり 4）、現代人にとって便秘の予

防、改善は、疾病予防の観点から重要な課題であると考

えられる。

　便秘の改善並びに予防には、米食や食物由来の水分、

水溶性食物繊維の摂取や運動などの生活習慣の改善が

有効であると報告されているが 1,4,5）、整腸効果を有する

プロバイオティクスの利用も期待できる。日本国内では、

Lactobacillus casei シロタ株（以下 LcS と略称する）の摂

取による腸内の有用細菌（乳酸桿菌およびビフィズス菌）

数の増加作用 6,7）、腸内有害産物（インドールおよび p- ク

レゾール）の産生抑制 6）、腸内変異原物質の吸着および

排出作用 8）、便秘および下痢患者における症状改善 9）な

どの整腸作用が報告され、1998 年には LcS を用いた乳

酸菌飲料が特定保健用食品として認可されている 10）。さ
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Abstract
The dose–response efficacy of fermented milk containing Lactobacillus casei strain Shirota (LcS) in resolving defecation 

and abdominal symptoms were investigated in healthy subjects with hard stool. In this open-label study, 45 subjects (average age 

43.1 ± 8.6 years), who often produced hard stools (Bristol Stool Form Scale [BS] score of ≤3 ) and stool frequency of ≤4 times 

per week, were randomized into three groups to receive a treatment of one bottle of fermented milk with high-dose LcS (1011 cfu/

bottle) or low-dose LcS (108 cfu/bottle) everyday for 8 weeks, or receive no treatment (control). The subjects daily filled out a 

questionnaire about defecation frequency, fecal characteristics, defecation symptoms, and abdominal symptoms. At the primary 

endpoints, BS score (low-dose vs. control.; p  = 0.034, high-dose vs. control.; p  < 0.001) and stool frequency (high-dose vs. 

control.; p = 0.001) showed significant improvement. At the secondary endpoints, significant improvement in bowel movement 

days and straining during defecation were also observed in two treatment groups. This pilot study demonstrated that ingestion 

of fermented milk containing LcS by healthy subjects with hard stool dose-dependently improved defecation and abdominal 

symptoms.
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らに、便秘患者または便が硬めの健常成人を対象とす

る LcS 含有乳酸菌飲料の摂取試験が国内外で実施され、

LcS の摂取による「硬い便が軟らかくなる作用」が報告

されている 11~13）。

　一方、過去の LcS の摂取による整腸効果検証試験で

は、試験ごとに単一の試験食品が用いられており、効果

に対する摂取菌数の用量依存性は検証されていない。そ

こで、本試験では、便が硬めの人を対象として、菌数設

定が異なる 2 種の LcS 含有乳酸菌飲料を用いた摂取試

験（オープン試験、対照：非摂取）を実施し、排便頻度、

排便時の症状および腹部症状に対する LcS の用量依存

的な改善効果を検証した。

実験方法

1）試験食品

　 試験食品には、高菌数 LcS 飲料（LcS を生菌として

1,000 億個以上含む乳酸菌飲料【1 本あたり、熱量 62 

kcal、タンパク質 1.4 g、脂質 0.1 g、炭水化物 13.9 g、

ナトリウム 18 mg】）および低菌数 LcS 飲料（LcS の含

有菌数が、高菌数 LcS 飲料の 1/1,000 であり、味、成

分が高菌数 LcS 飲料と同等に調製された飲料）を用い

た。試験食品は、充填 1 週間後に宅配便にて株式会社

ヤクルト本社中央研究所から治験支援会社であるイーケ

ンコム株式会社に送付され、各被験者に 1 週間分まと

めて配布された。試験食品摂取群には、8 週間の本観察

期間中、1 日 1 回、原則として朝食後に試験飲料 1 本

（100 ml）を摂取させた。

2） 被験者

　本試験は、便が硬めの 20 歳から 64 歳までの健康成

人を対象とし、目標被験者数を登録者 100 名、本試験

選抜被験者 45 名（一群 15 名、計三群）に設定、試験実

施計画書に記載された選択基準を満たし、除外基準に抵

触しないものを本試験選抜被験者とした。また、試験食

品データ、試験実施計画書、調査票、同意説明文書・同

意文書等の記載内容および試験実施の適否に関して、東

新宿クリニック倫理委員会による事前の審査を受け、承

認を得た。被験者には、ヘルシンキ宣言に則り、事前に

試験担当医師および治験コーディネーターから十分な説

明を行った後、自由意思による同意を得た。　　

3）試験スケジュール

　 試験スケジュールを図１に示した。試験は、2012 年

9 月から 2012 年 12 月までの 12 週間実施した。本試

験では、被験者 45 名を無作為に三群（非摂取群、低菌

数 LcS 摂取群【以後、低菌数摂取群】、高菌数 LcS 摂取

群【以後、高菌数摂取群】）に割付け、試験食品摂取群は

どちらの飲料を摂取しているか判らない状態で実施し

た。被験者には、毎日の排便状況、その他自覚症状な

ど（詳細な内容は後述する）を日誌に記載させた。また、

毎日の日誌とは別に、2 週間を振り返って腹部症状、排

便症状、直腸症状などに関する Patient Assessment of 

Constipation Symptoms (PAC-SYM) 質問票についても

記載させた。

　試験期間中は、乳酸菌含有乳製品、ビフィズス菌含有

乳製品、ヨーグルト、オリゴ糖含有食品、整腸効果を謳

うサプリメント類の摂取を禁止したが、誤って摂取した

場合には日誌に記録させた。また、予め服用することを

申告した薬剤以外に、薬剤の服用が必要になった場合に

は、その旨を試験担当医師に連絡し、服用した薬剤の種

類および量を日誌に記録させた。また、整腸薬や下剤の

服用も禁止したが、やむを得ず服用した場合も日誌に記

録させた。その他、特に食事制限は行わなかった。

　なお、本試験では、被験者募集、被験者管理および被

験者への日誌および試験食品等の受け渡し業務をイーケ

ンコム株式会社が、統計解析報告書の作成業務を株式会

社メディサイエンスプラニングが、被験者の健康管理を

医療法人 盟生会　東新宿クリニックがそれぞれ担当し

た。

4）日誌調査項目

　 被験者に対して、事前アンケート調査では普段のお

通じに関する質問（排便頻度、便性状、便秘の自覚、下

痢の有無、便秘および下痢における薬剤服用の有無等）、

生活習慣等に関する質問（食事習慣、妊娠の有無、ヨー

グルトや乳酸菌飲料の摂取頻度、飲酒の頻度、睡眠時

間、健康補助食品やサプリメント、健康茶の摂取の有無

等）および既往歴に関する質問（病名、服用中の薬剤名

等）を、また摂取前観察期および摂取期における日誌調

査では、排便の有無、排便回数、排便時刻、便性状、便

の量、排便後の残便感、排便時のいきみおよび痛み、食
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事の摂取状況、体調不良の有無、医薬品の服用の有無、

ヨーグルト、発酵乳、サプリメントおよび健康食品の摂

取の有無をそれぞれ回答させた。なお、便性状について

は、排便ごとに 7 段階のブリストル便形状スケール（以

下 BS と略称）スコア（1：硬くてコロコロ状の便、2：塊

だらけだが、ソーセージ状の便、3：表面にヒビ割れのあ

るソーセージ状の便、4：滑らかで軟らかいソーセージあ

るいはヘビ状の便、5：軟らかい半固形状の便、6：境界

がほぐれて不定形の便、7：水様で固形物を含まない液

体状の便）で、排便後の残便感、排便時のいきみおよび

痛みについては、排便ごとに 4 段階のスコア（0：なし、

1：少し、2：中程度、3：強い）でそれぞれ回答させた。

5）被験者への試験食品の割付

　試験に直接関与しない試験食品および被験者割付責任

者が、被験者を無作為に三群（非摂取群、低菌数摂取群

および高菌数摂取群）に割り付けた。割付には、BS ス

コア、排便回数、性別を考慮した。

6） 解析方法

(1) 被験者背景の均一性の検討

試験開始前に調査した被験者背景について、年齢、性

別、身長、体重、BMI を ANOVA もしくはカイ二乗検

定で比較した。

（2）有効性評価

　有効性の評価は下記の検定方法を採用し、有意水準は

両側 5% に設定した。なお、多重性補正は実施しなかっ

た。

① 主要評価項目および副次的評価項目（表 1）

・調査項目 1. ～ 7. に関して、前観察期間の平均値

（または週合計回数の平均値）をベースライン値と

して、8 週目における平均の変化量について、対応

のない t 検定を用いて非摂取群と低菌数摂取群また

は高菌数摂取群、低菌数摂取群と高菌数摂取群との

群間比較を行った。

・調査項目 8. に関して、前観察期間（ベースライン

値）から本観察期間 8 週目における変化量につい

て、カテゴリ（0.5 減少を「やや改善」、1 減少を

「改善」と判定する）の割合を集計し、Fisher の直

接確率法により非摂取群と低菌数摂取群または高菌

数摂取群、低菌数摂取群と高菌数摂取群との群間比

較を行った（Responder 解析）。

試験スケジュール：（前観察期間２週間・本観察期間 8週間）

-4w -3w -2w -1w 0 1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w

図 1　試験スケジュール
試験期間（事前検査～本観察期間）中に実施された主な作業スケジュールを示した。被験者日誌は試験期間中毎日、
PAC-SYM 質問票は 2 週間に一度それぞれ記録させた。試験飲料摂取群には、摂取期間中試験飲料を毎日 1 本摂取
させた。
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② 対比による用量反応性の検証

　調査項目 1. ～ 8. の用量反応性を調べるために、ベー

スライン値から本観察期 8 週目における各群の変化量

を、” 対比 ” を用いた検定手法により解析した。

　本試験では、非摂取、低菌数および高菌数の 3 用量

で実施されたため、用量反応性の関係について、3 つの

対比モデル（直線的な反応【非摂取 < 低菌数 < 高菌数】、

高菌数からの反応【非摂取 = 低菌数 < 高菌数】、低菌数

からの反応【非摂取 < 低菌数 = 高菌数】）が仮定される。

このうち、“ 直線的な反応 ” であった場合、その反応が

用量依存的であったと判断した。

表 1  有効性評価項目および調査時期
調査項目 調査時期【調査回数】

主要評価項目

前観察期間（-2w ～ 0w【毎日】）
本観察期間（0w ～ 8w【毎日】）

1. BS スコア
2. 排便回数
副次的評価項目
3. 排便日数
4. 排便量
5. 排便時のいきみ
6. 排便時の痛み
7. 排便後の残便感

8. PAC-SYM 前観察期間（-2w ～ 0w【1 回】）, 
本観察期間（0w ～ 2w, 2w ～ 4w, 4w ～ 6w, 6w ～ 8w【計 4 回】）

主要評価項目と副次的評価項目について、調査時期と調査回数を示した。PAC-SYM のみ 2 週間ごとに
便症状、腹部症状および直腸症状に関する質問に回答させ、その他の項目は、毎日日誌に記載させた。

表 2　被験者背景の要約
調査項目
（単位）

記述
統計量

全体 非摂取群 低菌数
摂取群

高菌数
摂取群 p 値

n=45 n=15 n=15 n=15
年齢 例数 45 15 15 15

（歳） 平均値 43.1 46.6 40.3 42.5 0.13
標準偏差 8.6 8.5 9.1 7.6

最小値 27 29 27 29
中央値 45 46 39 43

　 最大値 59 59 58 52
身長 例数 45 15 15 15
(cm) 平均値 158.95 157.35 160.94 158.55 0.219

標準偏差 5.72 5.52 6.96 4.07
最小値 142.6 148.6 142.6 153
中央値 158 157 161 157.1

　 最大値 172.5 166.2 172.5 166.1
体重 例数 45 15 15 15
(kg) 平均値 52.16 52.46 53.67 50.36 0.383

標準偏差 6.53 6.3 8.77 3.41
最小値 40.1 42.1 40.1 43.6
中央値 50.9 51 51.8 50

　 最大値 69.3 65.4 69.3 56.4
BMI 例数 45 15 15 15

(kg/m2) 平均値 20.63 21.16 20.69 20.04 0.35
標準偏差 2.1 1.78 2.86 1.37

最小値 16.4 18.7 16.4 17.6
中央値 20.3 21.5 19.9 20.2

　 最大値 27 23.7 27 22.9 　

本試験に参加した被験者 45 名の年齢、身長、体重および BMI の平均値、標準偏差、最小値、最大値、
中央値について示した。また、各項目の平均値について非摂取群、低菌数摂取群および高菌数摂取群間
の検定は ANOVA を用いて行った。
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実験結果

1) 被験者背景

　便が硬めと自覚している人を対象に事前検査（アン

ケート調査、医師の診察、理学的検査）を行い、100 名

（男性 8 名、女性 92 名）を事前登録した。さらに、2 週

間の摂取前観察期の日誌調査の結果、1 週間の平均 BS

スコアが 3 以下かつ週の平均排便日数が 4 日以下であ

る被験者 45 名（男性 3 名、女性 42 名）を本試験に選抜

した。

　被験者背景の要約を表 2 に示した。その結果、年齢、

身長、体重、BMI の各項目において、非摂取群、低菌

数摂取群および高菌数摂取群間には有意な差が認められ

なかった。

　本試験では、被験者全てが試験を完遂し、45 名が有

効性の解析対象者（FAS）となった。一方、制限食品の

摂取頻度が 15% 以上の者 1 名、薬剤の使用者 5 名が存

在し、試験実施計画書の記載に基づき、制限食品の摂取

頻度が 15% 以上であった 1 名および便性状に影響が考
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表 3　有効性評価項目における変化量の比較（対応のない t 検定）
【解析対象集団：FAS】

調査項目 統計量 
非摂取　v.s. 高菌数　v.s.

低菌数 低菌数
n=15

高菌数
n=15

BS スコア
変化量の差 0.611 1.042 0.431

変化量の差の 95% 信頼区間 (0.049~1.174) (0.536~1.549) (-0.076~0.939)
p 値 0.034 <0.001 0.093

排便回数
変化量の差 1.033 2.067 1.033

変化量の差の 95% 信頼区間 (-0.041~2.107) (0.893~3.241) (-0.302~2.369)
p 値 0.059 0.001 0.124

排便日数
変化量の差 1.067 1.767 0.7

変化量の差の 95% 信頼区間 (0.106~2.027) (0.884~2.649) (-0.345~1.745) 
p 値 0.031 <0.001 0.181

排便量
変化量の差 -0.225 0.326 0.551

変化量の差の 95% 信頼区間 (-0.863~0.412) (-0.586~1.238) (-0.398~1.500) 
p 値 0.475 0.466 0.244

排便時の
いきみ

変化量の差 -0.557 -0.76 -0.203
変化量の差の 95% 信頼区間 (-1.055~-0.060) (-1.236~-0.284) (-0.697~0.292) 

p 値 0.03 <0.001 0.409

排便時の
痛み

変化量の差 -0.253 -0.497 -0.244
変化量の差の 95% 信頼区間 (-0.656~0.150) (-0.871~-0.124) (-0.624~0.136) 

p 値 0.209 0.011 0.199

排便後の
残便感

変化量の差 -0.081 -0.693 -0.613
変化量の差の 95% 信頼区間 (-0.472~0.310) (-1.127~-0.259) (-1.060~-0.164) 

p 値 0.675 0.003 0.009

主要評価項目および副次的評価項目の変化量について、対応のない t 検定により非摂取群と低菌数摂取
群および高菌数摂取群間、高菌数摂取群と低菌数摂取群間の差を比較した。太字は p 値が 5% 未満

図 2　 BS スコアおよび排便回数の平均値の推移
試験期間中の BS スコアおよび排便回数の平均値の推移について、非摂取群（　　　）、低菌数摂取群（　　　）およ
び高菌数摂取群（　　　）の結果を示した。上段が BS スコア、下段が排便回数の結果を示した。標準偏差はエラー
バーで示した。
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えられる薬剤を使用した 2 名、計 3 名を除外した 42 名

がプロトコール適合解析対象者 (PPS) となった。

2）有効性評価

(1) 主要評価項目および副次的評価項目

　主要評価項目と副次的評価項目の結果を表 3 に示し

た。また、主要評価項目のみ平均値の推移を図 2 に示

した。なお、FAS と PPS は同様の傾向を示したため、

FAS の結果のみを示した。

　試験食品摂取群（低菌数および高菌数摂取群）と非摂

取群との比較において、試験食品摂取群で改善が見られ

た項目は、BS スコア、排便日数、排便時のいきみであ

り、高菌数摂取群でのみ改善が見られた項目は、排便回

数、排便時の痛みおよび排便後の残便感であった。低菌

数摂取群と高菌数摂取群との間で改善の差が見られたの

は、排便後の残便感だけであった。一方、排便量につい

ては、高菌数摂取群・低菌数摂取群ともに非摂取群と比

べて改善はみられなかった。

(2) PAC-SYM の Responder 解析結果（Fisher の直接確

率法）（表 4）

　改善が見られた被験者の割合に有意な差が見られたの

は、非摂取群と高菌数摂取群とを比較した、全体スコア

（やや改善、改善）、腹部症状スコア（やや改善）、便症

状スコア（やや改善）であった。非摂取群と低菌数摂取

群間および低菌数摂取群と高菌数摂取群間で改善の割合

に差が見られた項目はなかった。

（3） 用量反応性の解析

　各有効性評価項目において、変化量の分布を示す箱

ひげ図を作成し、3 群の中央値による線型を基に用量反

応性を確認した結果、BS スコア、排便回数、排便日数、

排便時のいきみ、排便時の痛みおよび PAC-SYM（全体

スコア、腹部症状スコア、便症状スコア）では、何れも

“ 直線的な反応 ” に近似しており（主要評価項目の結果

のみ、図 3 に示した）、また、“ 対比 ” による検定結果

でも p 値が 5% 未満であったことから、用量依存的な改

善であることが確認された。

3）安全性評価

　試験期間中、試験食品摂取に起因する有害事象等は発

生しなかった。

考察

　便が硬めな人を対象に LcS を含有した乳酸菌飲料の

摂取試験を実施し、排便状況の改善効果における LcS

の用量反応性を評価した。摂取前後の変化量を 3 群間

で比較した結果、便性状、排便頻度および腹部症状など

の項目において、非摂取群と比較して、低菌数摂取群、

高菌数摂取群の順に改善度が高くなった。また、主要評

価項目である BS スコアの平均値の推移においても、摂

－3

－2

－1

0

1

2

3

有効数＝ 15 15 15

非摂取群 低菌数 高菌数

〇14

4

2

0

2

4

6

8

有効数＝ 15 15 15

非摂取群 低菌数 高菌数

〇11

＊1

図 3  BS スコアおよび排便回数における各対象群の変化量の分布（箱ひげ図）
　BS スコア（上図）および排便回数（下図）の摂取前から摂取 8 週目における変化量の分布について、対象群ごとに
箱ひげ図を用いて示した。中央線は箱を横切っている太線で、箱の長さの 1.5 倍以上 3 倍以下の範囲の外れ値は○
で、箱の長さの 3 倍より大きい外れ値（極値）は＊で示した。
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便が硬めの人の排便および腹部症状の改善に対するLactobacillus casei シロタ株含有乳酸菌飲料の
用量反応性の検討（パイロット試験）

取 2 週目以降では試験期間を通じて、非摂取群、低菌

数摂取群、高菌数摂取群の順に高く推移した。さらに、

“ 対比 ” を用いた解析の結果、試験食品摂取群において

症状の改善が認められた項目では、いずれも直線的な反

応を示した。本試験はオープン試験であるが、試験食品

摂取群に対しては、どの飲料を摂取しているか判らない

状態で実施されており、低菌数摂取群と高菌数摂取群間

における効果の差は、LcS の含有菌数の差に起因すると

考えられた。以上の結果から、LcS 摂取による排便状況

の改善が用量依存的であることが確認された。

　本試験では、排便後の残便感において、低菌数摂取群

に比べて高菌数摂取群の改善度が高かった。排便後の残

便感は、便性状や排便頻度などの客観的な指標ではない

が、被験者の QOL に関わる指標であり、また機能性便

秘の判断基準にも採用されている重要な項目である 14）。

今後、プラセボ対照試験で同様の効果が確認されれば、

お通じに悩む消費者に対して強い訴求ポイントになると

考えられた。

要約

　便が硬めの健康成人の排便症状および腹部症状におけ

るLactobacillus casei シロタ株（以下 LcS と略称）含

有乳酸菌飲料の用量反応性を調査した。便が硬めな（ブ

リストル便形状【BS】スコアが 3 以下かつ排便回数 4

回 / 週以下）被験者 45 名（平均年齢 43.1±8.6 歳）を均

等に 3 群（高菌数【1011cfu/ 本】または低菌数【108cfu/

本】LcS 飲料を 1 日 1 本 8 週間摂取する群と非摂取

群）に分け、排便頻度、便性状、排便症状および腹部

症状について日誌調査を行った。主要評価項目である

BS スコア（低菌数 vs. 非摂取；p=0.034, 高菌数 vs. 非

摂取；p<0.001）および排便回数（高菌数 vs. 非摂取；

p=0.001）において、有意な改善が認められた。副次的

評価項目である排便日数、排便時のいきみでも、2 つの

摂取群において有意な改善が観察された。本パイロット

試験では、排便状況および腹部症状において、非摂取群

と比較して、低菌数、高菌数摂取群の順に改善度が高

くなることが示され、LcS の菌数依存的な改善が示され

た。
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