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ストレスと脳腸相関の法則を探る
福土

審＊1＊2＊3
抄録： ストレスは 21 世紀の心身医学が真剣に取り組むべき重要な問題である．過敏性腸症候群
（irritable bowel syndrome：IBS）を代表格とする機能性消化管障害の研究は，ストレス関連疾患
を考えるうえで重要な成果をあげている．IBS はストレスにより発症・増悪する内科疾患であ
り，代表的な心身症である．IBS は脳からの遠心性信号による小腸・大腸の機能異常の病態を有
する．ストレスにより視床下部の室傍核から corticotropin releasing hormone（CRH）が放出さ
れると仙髄副交感神経を活性化して大腸運動が惹起される．また，CRH は，大腸粘膜の肥満細
胞を脱顆粒させ，粘膜透過性を亢進させ，内臓知覚を過敏にする．IBS の内臓知覚過敏とは，消
化管から中枢へのシグナル伝達の病態である．中でも，大腸からの求心性信号による局所脳の変
化，特に，膝下部前帯状回，膝上部前帯状回，中部帯状回，前部島皮質，後部島皮質，扁桃体中
心核，扁桃体基底外側核，海馬，視床下部，背外側前頭前野，内側前頭前野，眼窩前頭皮質，背
側線条体，腹側線条体，中脳中心灰白質の変化が明確にされてきている．これらは脳領域間結合
からの分析も進んでいる．ストレスは腸内細菌の多様性を変化させ，IBS の腸内細菌も健常とは
異なっている．IBS は不安・うつ・失感情症に関連することが証明されている．このようなスト
レスによる機能的変化と心理的変化の背景には，検出方法を工夫すれば，器質的変化が存在す
る．換言すれば，心身医学においては，機能的変化と器質的変化の差異は程度の問題にすぎず，
生体の変化の精密・定量的な測定が鍵である．重度ストレスはグルココルチコイド受容体遺伝
子のプロモーター領域のメチル化を招き，CRH のネガティブフィードバック機構を障害して視
床下部 下垂体 副腎軸の病的活性化を招く．IBS は遺伝子環境相関の面でも注目され，有力な候
補遺伝子が CRH 受容体遺伝子も含め同定されている．IBS に対する治療法は，薬物療法と心理
療法の根拠が高水準になり，先進的なニューロモデュレーションが開発されつつある．IBS にお
いては，分子生物学と脳科学からストレスと脳腸相関の法則を得るとともに，認知行動療法を中
心とする心身医学を日常診療に応用することが臨床医の重要な役割になり，これは他領域に応
用可能なモデルになると予言する．
Key words：脳腸相関，過敏性腸症候群，内臓知覚，脳内プロセシング

はじめに
ストレスは 21 世紀の心身医学が真剣に取り

組むべき重要な問題である1）．過敏性腸症候群
（irritable bowel syndrome：IBS）を代表格とす
る機能性消化管障害の研究は，ストレス関連疾
患全体を考えるうえで重要な成果をあげてい
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る2）．IBS はストレスにより発症・増悪する内
科疾患であり，代表的な心身症である3）．IBS は
脳からの遠心性信号による小腸・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
335

症・増悪という現象に対して，脳から消化管に
向かう信号を前提とする研究が進み，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，CRH は重要な役割を果たす6）．CRH
は R1 受容体を介して下部消化管運動を亢進さ
せ，内臓知覚閾値を下げ，不安を招く9）10）．CRH
拮抗薬を投与すると，IBS 患者においても11），
IBS の動物モデルにおいても12），大腸運動の亢

脳腸相関を軸にした診療（著者近影）

進が抑制される．

れたのは，Walter B. Cannon が情動の中枢説を

IBS における内臓知覚過敏

確立した時代である1）．ストレスによる IBS の

IBS では，大腸の知覚から運動に至る経路が

消化器症状の発症・増悪という現象に対しても

異常であると考えられる．IBS 患者で大腸伸展

また，脳から消化管に向かう信号が重要とする

刺激を頻回に加えると，腹痛および反射を介す

研究が進んだ．しかし，その一方，IBS におい

る大腸の分節運動亢進を誘導できる13）14）．バロ

ては，内臓知覚過敏の重要性が判明してきた4）．

スタット法を用いることにより，IBS の病態生

すなわち，消化管から脳に向かう信号の重要

理を検討できる15）．大腸にバロスタットバッグ

性，ならびに，内臓知覚過敏からストレス感受

を挿入し，拡張させて消化管に伸展刺激を加

性が変容していく過程の重要性が明らかになり

え，消化管知覚閾値を観察すると，IBS 患者で

2）
〜4）

．IBS は現在，William James によ

は閾値が低下している16）17）．しかも，IBS 患者

る情動の末梢説1）をも復活させ，かつ，その妥

では，健常者が消化管知覚を自覚する刺激に対

当性を証明する臨床の病態となったといえる．

してより強く消化管知覚を自覚する．消化管知

このような脳と腸の双方向の信号授受を脳腸相

覚過敏は IBS の診断マーカーとしても利用でき

関と呼ぶ ．脳腸相関を軸に，ストレス関連疾

る17）．

つつある

5）

患全体に応用可能な原理を追求していくことが
可能である6）．

IBS における脳内プロセシング
IBS で最も重要な症状である腹痛は最終的に

IBS における脳腸ペプチド

は脳内プロセシングを受けて自覚症状にな

IBS とは，腹痛と便通異常が持続し，国際的

る18）．ここから，IBS における脳内プロセシン

診断基準の Rome Ⅳ基準を満足するが，下部消

グの重要性が理解されよう．われわれは，早く

化管内視鏡検査では異常がないものをいう ．

から，脳波 power spectra ならびに topogram に

その病態が鋭意追求され，解明されつつある．

おいて IBS ではβ power 増強，α power 減衰が

IBS の消化管機能には，知覚と運動の両面にわ

みられることを報告してきた5）19）．消化管腔の

たる異常がある2）．IBS の大腸運動の特徴は，ス

刺激は延髄の孤束核で転写因子 c fos 遺伝子発

トレス，食物，cholinesterase 阻害薬，cortico-

現を起こし，さまざまな神経伝達物質の合成酵

tropin releasing hormone（CRH）など，刺激に

素の脳内遺伝子を発現させる．Positron emis-

．その中でも，大

sion tomography（PET）あるいは機能的核磁気

腸運動として頻度の高い分節運動の亢進が顕著

共鳴法（functional MRI）を用いた検討により，

である．ストレスによる IBS の消化器症状の発

大腸伸展刺激時のヒト消化管知覚の脳内プロセ

7）

対する反応性亢進である

5）
8）
9）
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Fig. 1

脳腸相関の解明に向けて

脳腸相関には，脳→腸経路と腸→脳経路がある．ここでは後者を呈示する．
消化管に軽度の刺激信号を加えると，ドジェルⅡ型神経と腸抑制反射神経を
介して交感神経節後神経が発火する．その結果，平滑筋収縮が抑制され，消
化管内圧は恒常性の範囲を越えては上昇しないように自動調節される．消化
管に異常な内圧上昇が生じ，痛覚閾値を越えると，細径感覚線維で構成され
る感覚神経が興奮し，後根神経節を介して脊髄後角のラミナⅠ神経に信号が
伝わる．ラミナⅠ神経は脊髄視床路，脊髄網様体路を視床まで上行する．さ
らに，島，前帯状回，前頭前野に信号が投射される．ラミナⅠ神経は傍小脳
脚核を介して扁桃体中心核・視床下部も賦活化する．それらの信号処理の結
果が消化器症状と情動の変化である．
（文献 2）Fukudo S：Nat Rev Gastroenterol Hepatol 10：569 571, 2013. Nature
Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited より許可を得て引
用）

シングと神経伝達が示されている18）20）〜22）．こ

neuron に信号を伝える23）．その軸索は対側の脊

れらの脳機能画像を用いて大腸伸展刺激時の局

髄 視 床 路， 脊 髄 網 様 体 路 を 視 床 ま で 上 行 す

所脳血流量の変化をみると，健常者でみられる

る23）．ここから，島，前帯状回，前頭前野に信

前帯状回の賦活22）が，IBS 患者ではさらに亢進

号が投射され，刺激強度が高い場合か，感覚閾

，ときに前頭前野の賦活化 がみ

（Fig. 1）．これ
値が低ければ内臓知覚を起こす2）

られ，IBS の消化管知覚の脳内プロセシング異

らの中枢の賦活は中心灰白質の下行性痛覚抑制

常が示唆される．IBS 患者にみられる内臓知覚

系を賦活し，内因性 opioid，noradrenaline neu-

過敏の重要な原因として，消化管から中枢に伝

ron，serotonin neuron を介して内臓知覚を抑制

達される信号の処理過程が感作・連合学習され

する23）．IBS の腹痛にしばしば抗うつ薬が有効

ている病理が存在し，これらの脳機能の変化が

であるのは，部分的にこの経路を介すると考え

IBS 患者において高率にうつ，不安，身体化と

られる23）．

しており

20）
21）

18）

いう心理的異常がみられる最も重要な要因と推
定される．

IBS の腸レベルの病理への脳の影響

消化管からの信号は脊髄神経の感覚 neuron

IBS においては，その発症の初期過程が分析

が受容し，発火すると脊髄後根から脊髄後角

可能である．特に，感染性腸炎の後に IBS が発
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症する病態がこの過程を示していると考えられ

の培養上清を感覚神経に添加すると著しい発火

る ．気管支喘息は心身症の病態を呈する代表

が観察され31），これは 5 HT3拮抗薬，ヒスタミ

24）

的な疾患である ．気管支喘息はしばしば呼吸

ン H1 H3拮抗薬，protease inhibitor の前投与に

器感染を契機として発症し，慢性の気道炎症が

よって抑制される33）．IBS の病態の源流として

その本質である．ここから，IBS における気管

の腸内細菌とその産生物質の関与の可能性も濃

支喘息様の病因・病態が着目された．急性腸炎

厚である34）．

25）

の患者群を対象に，炎症がすべて消退した後の
IBS の発症を観察した26）．その結果，IBS が
29.3％の高率で発症した．このような IBS を感

生体システムからの IBS の
脳腸相関の理解

染性腸炎後（post infectious：PI）IBS と呼ぶよ

ストレスにより視床下部の室傍核から CRH

うになった ．IBS が発症した患者群と IBS が

が放出されると仙髄副交感神経を活性化して大

発症しない患者群を分ける最も大きな相違点

腸運動が惹起される6）35）．また，CRH は，大腸

は，急性腸炎罹患時点の心理的異常（抑うつ，

粘膜の肥満細胞を脱顆粒させ，粘膜透過性を亢

．ストレス感受性亢

進させ，内臓知覚を過敏にする35）．IBS の内臓

進が PI IBS 発症の危険因子であることが示唆

知覚過敏とは，消化管から中枢へのシグナル伝

される．PI IBS はその後の疫学研究によっても

達の病態である．中でも，大腸からの求心性信

再現性が確認されるとともに，感染性腸炎が機

号による局所脳の変化，特に，膝下部前帯状回，

能性ディスペプシアの病因となることを示す成

膝上部前帯状回，中部帯状回，前部島皮質，後

績が得られ，機能性消化管障害に共通する病因

部島皮質，扁桃体中心核，扁桃体基底外側核，

として重視される．

海馬，視床下部，背外側前頭前野，内側前頭前

27）

不安，身体化）である

26）
27）

野，眼窩前頭皮質，背側線条体，腹側線条体，

IBS のモデル動物と臨床所見を
つなぐ病態

中脳中心灰白質の変化が明確にされてきてい
る36）．これらは脳領域間結合からの分析も進ん

基礎的には，動物において消化管炎症と消化

でいる．ストレスは腸内細菌の多様性を変化さ

管機能異常のつながりが証明されている ．炎

せ，IBS の腸内細菌も健常とは異なっている36）．

症性腸疾患のモデルである trinitrobenzene sul-

IBS は不安・うつ・失感情症に関連することが

fonic acid（TNBS）腸炎と反復消化管伸展刺激

証明されている24）36）．

28）

の二重負荷により，内臓知覚過敏を誘導できる

このようなストレスによる機能的変化と心理

が，これは CRH 拮抗薬により改善する ．ま

的変化の背景には，検出方法を工夫すれば，器

た，IBS 患者の大腸粘膜では上皮内リンパ球が

質的変化が存在する．換言すれば，心身医学に

1.8 倍，CD 細胞が 2 倍，CD

細胞が 6.5 倍に

おいては，機能的変化と器質的変化の差異は程

．これらは，

度の問題にすぎない37）．機能障害，心因性疾患

tumor necrosis factor α，interleukin（IL）1β，

とは，その異常を検出する科学的方法が日常臨

IL 6，IL 12 の上昇，IL 10 の低下などのサイト

床に使えるまでには確立されていないだけであ

カイン異常，遺伝子多型によって裏づけられて

り，科学が進歩すれば，異常が検出されると考

．また，肥満細胞の数が増加し ，腺

えられる37）．心身医学において重視すべきこと

管上皮間の神経線維，transient receptor poten-

は，ストレス下の生体の変化を精密・定量的に

tial cation channel subfamily V member 1 陽性線

測定することである．重度ストレスはグルココ

維が増生している ．IBS 患者由来の大腸粘膜

ルチコイド受容体遺伝子のプロモーター領域の

28）

3＋

25＋

増加し，免疫賦活状態にある

29）

いる

27）
30）

31）

32）
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メチル化を招き，CRH のネガティブフィード
バック機構を障害して視床下部 下垂体 副腎軸
の病的活性化を招く6）．IBS は遺伝子環境相関
の面でも注目され，有力な候補遺伝子が CRH
受容体遺伝子も含め同定されている38）〜40）．

IBS の心身医学的治療
IBS の治療としては，下痢型 IBS に対する 5
HT3拮抗薬41），便秘型 IBS に対する 5 HT4刺激
薬4 2），C l c h a n n e l 2 賦 活 薬4 3），g u a n o s i n e
cyclase C 賦活薬44）などが開発されている．中
等症から重症の IBS に対しては，抗うつ薬を中
心とし，内臓知覚閾値上昇作用など中枢の神経
伝達を調整する薬物に利点がある45）．これらに
不応答であれば，認知行動療法，催眠療法，自
律訓練法46），絶食療法47）などの心身医学的治療
法の有効性が示されている45）．また，反復経頭
蓋磁気刺激などの神経活動の修飾により内臓感
覚を変容させる試み48）がなされている．

おわりに
IBS は，その大半が心身症の病態を呈し，心
身医学の長所が最も生きる症候群であるといっ
て過言ではない．IBS の研究と診療においては，
分子生物学と脳科学を駆使し，ストレスと脳腸
相関の法則を得るとともに，心身医学的治療法
を日常診療に応用することが臨床医の重要な役
割になるであろう．IBS に対する治療法は，薬
物療法と心理療法の根拠が高水準になり，先進
的なニューロモデュレーションも開発されつつ
ある．ストレスと脳腸相関の法則を得る試み
は，他疾患，他領域にも応用可能なモデルにな
ることを予言する．
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Abstract
Exploring the Law of Stress and Brain Gut Interactions
Shin Fukudo, MD, PhD＊1＊2＊3
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Stress is one of important issues to be solved by psychosomatic researchers in the 21st century. Irritable bowel
syndrome（IBS）is a prototype of functional gastrointestinal disorders（FGIDs）which are one of typical stress related
disorders. IBS patients usually show dysfunction of the colon and/or small bowel which are/is evoked by the efferent
signal from the brain. Corticotropin releasing hormone（CRH）is released from the paraventricular nucleus（PVN）of
the hypothalamus by stress loading and it switches exaggerated colonic motility by way of sacral parasympathetic outflow. Released CRH also degranulates mast cells, increased permeability of the gut mocosa, and cause visceral hypersensitivity. Visceral hypersensitivity is important pathophysiology of IBS with dysregulation of brain gut interactions.
Dysregulation of regional brain at visceral stimulation is seen in the anterior cingulate cortex, mid cingulate cortex,
insula, amygdala, hippocampus, hypothalamus, dorsolateral prefrontal cortex, medial prefrontal cortex, orbitofrontal
cortex, striatum, and periaqueductal gray matter in IBS patients. Gut microbiota is also involved in the pathophysiology
of IBS and composition of gut microbiota is influenced by psychosocial stress. IBS is highly related to depression, anxiety, and alexithymia. These features are based on molecular and neural changes. In another words, functional（and
psychosomatic）disorders would have structural and organic changes which can be detected by advanced technology.
Therefore, fine and quantitative measurements are important to explore pathogenesis of stress related disorders.
Severe stress induces methylation of the promoter gene of the glucocorticoid receptors and impair negative feedback
of CRH systems and pathological hypothalamic pituitary adrenocortical axis. IBS research provides typical phenomena
of gene environmental interaction and plausible candidate genes including CRH receptor genes for IBS has been
detected. Advanced therapies including psychopharmacotherapy, psychotherapy, and neuromodulation are developing.
To cope with IBS, it is important to find the law of stress and brain gut interactions. Moreover, practical use of psychosomatic approach including cognitive behavior therapy is recommended for clinicians. Similar activities to find the law
of stress and brain gut interactions can be applicable to the other areas of medicine.
Key words：brain gut interactions, irritable bowel syndrome（IBS）, visceral perception, brain processing

342

Vol. 57 No. 4. 2017｜心身医

