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緒　　　言

　アントラキノンはタデ科大黄，ユリ科アロエ，マメ科セ
ンナなどに含まれる淡黄色の成分で，本邦において古くか
ら下剤として使われてきた．現在においても医薬品や漢方
薬を問わず，下剤，健康食品，減肥茶として販売が認可さ
れている．センナを含む下剤を長期連用している患者や，
アロエを日常的に食品として生食している患者に大腸内視
鏡検査を行うと，大腸の黒色変化と隆起病変が共存する症
例に遭遇するが，その実態およびアントラキノン服用中止
後の変化については報告されていない．今回，連用中止前
後の内視鏡的な変化に組織学的な考察を加えて，アントラ
キノンが大腸粘膜に与える影響について検討したので報告
する．

対象と方法

1 ．対象
　鴨方クリニックで大腸内視鏡検査を行った患者で，問診
からアントラキノン摂取歴が明らかであり，内視鏡検査に
て黒色変化と隆起病変の合併を認めた症例を本研究の対象
とした．なお対象者全員にアントラキノンの使用中止を促
し，大腸の黒色変化，隆起病変の経過観察を推奨し，承諾
を受けた．
2 ．方法
　黒色変化の有無は原則的に大腸内視鏡で肉眼的に判定
し，濃淡の差はあっても，明らかに黒色変化を見て取れる
症例を黒色変化（＋），正常色の粘膜にみえる症例を黒色変
化（－）とした．淡く黒色変化を認めるが判定に迷う症例
は暫定的に黒色変化（±）とし，生検組織結果をふまえて
黒色変化（＋）または黒色変化（－）に分類した．アント
ラキノン連用期間10年以上を長期，10年未満を短期とし，
中止後 2 年目で黒色変化について再判定を行った．また中
止後の観察が長期に可能であったものは，更にその経過を
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追跡した．
　アントラキノン連用者にみられる隆起性病変について，
約 2 ㎜未満の小隆起群（図 1 Ａ，Ｂ）をＡ群とし，それよ
りも大きな孤立性の隆起（ 2 ㎜以上）をＢ群とした．大腸
内視鏡検査時にリアルタイムで大腸の黒色変化，Ａ群・Ｂ
群の存在部位を記録した．Ａ群においては，その存在範囲
の確認を行った．Ｂ群では存在部位と数を内視鏡検査レポ
ートに図示した．生検した組織検査の結果が判明すると，
その組織像を図に加えて残した．アントラキノン中止後の
変化と連用中の変化を後ろ向きに解析し，特にＢ群の変化
では，大腸の中で存在部位を特定できる隆起の変化を検索
し，同じ隆起と証明できるものでの変化の有無を観察した．
またアントラキノン中止後の黒色変化，Ａ群，Ｂ群の連動
についても検討した．
　Ｂ群の数の変化については対応のある t 検定を， 2 群間
の比較にはカイ 2 乗検定または Fisher の正確確率法を用
い，p＜0.05を統計学的有意差ありと判定した．

結　　　果

1 ．対象患者の臨床的特徴
　当院にて大腸黒皮症として経過観察を始めたものは27例
であり，このうち22例（81.5%）がアントラキノンを使用し
ていたことが判明した．22症例の臨床的背景を表 1 に示す．
性別は男性 7 例，女性15例であり，平均年齢は66.2歳（48
歳～81歳）であった．アントラキノンの種類はセンナ，ア
ロエ，ダイオウの三種類であったが，ダイオウの単独使用
はなかった．使用期間は最短で 1 年，最長54年，平均約20
年であった．使用目的は便秘薬，健康食品，食品（野菜と
して），減量であった．服用頻度は毎日19例，ほぼ毎日 3 例
であった．なお 1 症例は便秘症のためセンノシドを内服し，
さらに野菜としてアロエを日常的に摂取されていた．

　全22例が観察開始時点でアントラキノンの使用を認めて
いた訳ではなく，この中でアントラキノンを下剤と認識し，
当初から使用を申告していたのは14例（51.8%）であった．
しかしこの中で 1 例は野菜としてアロエを摂取していた
が，19年間申告をしなかった．健康食品（ 7 例），減量（ 1
例）の目的でアントラキノンを使用していた症例は，観察
開始時から使用を認めようとせず，長い症例では 7 年，13
年の観察を経てアントラキノンの摂取を認めた．この結果，
大腸黒皮症として経過観察を始めた27例のうち，19年を経
て22例がアントラキノンを使用していたことが判明した．

表 1 　22症例の臨床背景

n 22

性別
　男性 7
　女性 15
年齢（歳，平均± SD） 66.2±7.3（48～81）
アントラキノンの種類
　アロエ 7＊

　センノシド 6＊

　センナ 5
　センナ・ダイオウ 4
　アロエ水溶液 1
服用頻度
　毎日 19
　ほぼ毎日 3
服用目的
　便秘 14＊

　健康食品 7
　野菜 1＊

　減量 1
＊ 1 症例は便秘症のためセンノシドを，また野菜とし
てアロエを服用されていた．

Ａ Ｂ Ｃ

図 1 　Ａ群の隆起性病変の大腸内視鏡検査像および病理組織像
Ａ群隆起は全例に認められた．黒皮症を背景とするため一見して隆起と認識しにくい症例もあった（Ａ）が，インジゴカルミン散布に
より小隆起群が強調された（Ｂ）．生検標本では大腸黒皮症の所見である形質細胞，リンパ球，好酸球の浸潤と褐色色素を貪食した組
織球を間質に認めるとともに，リンパ濾胞過形成と考えられる組織像がみられた（Ｃ）．
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2 ．黒色変化についての検討
　アントラキノン使用による黒色変化は，観察開始時点で
は22例全例が（＋）であった．黒色変化は大腸内視鏡を直
腸に挿入した時点でみられ，濃淡の差はあるが，直腸より
連続して回盲部に続いていた．アントラキノン中止後には，
黒色変化の薄い所より消失し，区域性に改善した．
　アントラキノン摂取中止後， 1 年以上の経過を追えた18
症例において，大腸の黒色変化は 2 例で不変であったが，
7 例で黒色変化が（＋）ではあるが，淡くなっており改善，
9 例で消失していた．これをアントラキノンの長期使用者
と短期使用者に分けて 2 年後の変化を見ると，中止後 2 年
で黒色変化が消失した 7 例のうち，短期使用者は 3 例，長
期使用者は 4 例であった．中止後淡くなった黒色変化の 9
例では，短期使用者は 2 例．長期使用者は 7 例であった（表
2 ）．アントラキノン中止後 2 年の改善率で見ると，黒色変
化の消失は 7 例（38.9%），黒色変化が淡くなった症例は 9
例（50%），不変は 2 例（11.1%）であり，改善率は88.9% で
あった．中止後，不変の 2 例はいずれも長期使用者であっ
た．使用歴の長短と大腸の黒色変化の改善には有意な関連
がなかったが，黒色変化が 2 年で消失しなかった症例も，
観察期間が延びると消失していく傾向が見て取れた．特に，
アントラキノン摂取中止後に黒色変化が残存した 2 症例の
うち 1 症例では上行結腸に黒色変化が残るものの横行結腸
より肛側で黒色変化が消失，もしくは淡くなるなど，区域
性の改善を認めた．中止後 2 年の観察では黒色変化が不変
であった別の 1 症例はアントラキノン摂取歴54年と最長で
あった．観察できた範囲での黒色変化の消失までの期間は
最長 6 年であった．
3 ．Ａ群隆起についての検討
　Ａ群の隆起性病変は全例に認められ，個数は 1 症例あた
り数十から数百であった．黒皮症により粘膜が豹紋状紋理
を呈しており，一見して隆起と認識しにくいものもあった
が，色素散布を行うと小隆起群が強調された（図 1 Ａ，
Ｂ）．存在部位は，回盲部～上行結腸までが 9 例，回盲部～
横行結腸までが 1 例，回盲部～下行結腸までが 7 例，回盲
部～Ｓ状結腸までが 2 例であり，19例で回盲部から肛門側
に連続してみられた（表 3 ）．3 例で区域性にＡ群隆起がみ
られ，症例 2 では下行結腸に，症例21では横行結腸からＳ

状結腸に，症例22では上行結腸からＳ状結腸に認められた．
なお直腸にはＡ群隆起は認められなかった．
　生検は12症例，計58箇所で施行した．間質に形質細胞，
リンパ球，好酸球の浸潤と褐色色素を貪食した組織球とい
う典型的な大腸黒皮症の像を認めるとともに，リンパ濾胞
の形成が 4 症例で検出され， 1 例でリンパ濾胞過形成とし
て矛盾しない組織像を検出した（図 1 Ｃ）．
　アントラキノンの摂取中止後，経過観察ができた18例の
うち 2 例を除く16例でＡ群隆起が消失した（図 2 ）．黒色変
化の残存した 2 例とＡ群隆起が不変であった 2 例は同一症
例であった．

　 アントラキノンが大腸粘膜に与える影響：岩野英二，他 2 名 　

表 2 　アントラキノン摂取歴と摂取中止 2 年後の黒色変化

短期使用（n） 長期使用（n）

黒色変化（－） 3 4
黒色変化（＋）で改善 2 7
黒色変化（＋） 0 2

表 3 　Ａ群隆起の存在範囲

局在 n

連続的存在 19
　回盲部～上行結腸まで  9
　回盲部～横行結腸まで  1
　回盲部～下行結腸まで  7
　回盲部～Ｓ状結腸まで  2
区域性存在  3
　下行結腸  1
　横行結腸～Ｓ状結腸  1
　上行結腸～Ｓ状結腸  1

Ａ

Ｂ

図 2 　アントラキノンの摂取中止前後の内視鏡像（症例 6 ）
アントラキノン摂取中にＡ群隆起を認めた（Ａ）．摂取中止 1 年
後にはＡ群隆起が消失していた（Ｂ）．
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　症例17においては，アントラキノン摂取中止後に黒色変
化が区域性に改善し，黒色変化が改善した領域ではＡ群変
化も消失した．黒色変化の残存部位ではＡ群隆起も変わら
ず残存した．症例15において黒色変化は不変であり，Ａ群
隆起も変わらず残存した．
　またＡ群隆起が消失した16例のうち，症例 9 ではアント
ラキノン摂取中止後にいったん黒色変化およびＡ群隆起が
消失したが，別のアントラキノン摂取再開により黒色変化
とＡ群隆起の再発がみられ，さらにその後，再度アントラ
キノン摂取を中止したところ二度目の消失が確認された．
症例11と16ではアントラキノン摂取前に大腸検査が成され
ており，黒色変化，Ａ群隆起ともに存在しなかった．その
後アントラキノン連用により双方とも出現し，その中止で
両方の消失が確認できた．
4 ．Ｂ群隆起についての検討
　Ｂ群の隆起性病変は 1 例を除く21例に認められた．総数
は248個であり，Ｂ群隆起の肉眼型としては Is 型が238個
（96.0%）と大部分を占め，22症例中の21症例（95.5%）で
みられた．一方，Isp 型は10個（3.5%）で，22症例中の 5
症例（22.7%）に認めたが，Ip 型は存在しなかった．生検
は192病変に対して行われた．一方で，抗凝固療法中の症例
や，経過観察のため生検をしなかったＢ群隆起病変が46個
存在する．生検を行った病変の組織像は腺腫が最多で118
個，次いで過形成性ポリープが52個であり，黒皮症のみの
変化にもかかわらず，隆起病変を呈したものが22個であっ
た．腺腫や過形成性ポリープの間質にはリポフスチンを貪
食した組織球の存在が確認でき，黒皮症が併存していた．
黒皮症のみによる隆起の内視鏡像（図 3 Ａ，Ｂ）と，その
組織像（図 3 Ｃ）を示すが，病理学的には過形成性ポリー
プや腺腫成分は存在せず，典型的な黒皮症の組織像である
褐色色素を貪食した組織球に伴う炎症細胞浸潤と浮腫のみ
を認めた．

　Ｂ群隆起の大部分を占める Is 型隆起について，アントラ
キノン中止前の12年と中止後の 6 年の個数の変化を表 4 に
示す．中止までに複数回の内視鏡検査を実施した14症例に
おける Is 型Ｂ群隆起の個数の変化は，観察開始時は3.6±
2.3個に対してアントラキノン中止直前は4.9±5.2個であ
り，統計学的有意差を認めなかった（p＝0.33）．一方，ア
ントラキノン中止後に 1 年以上の経過を追えた18症例にお
いては，中止直前に Is 型Ｂ群隆起が5.0±4.9個であったが，
中止後には0.9±1.3個に有意に減少した（＜0.01）．
　アントラキノン摂取中止後，大腸粘膜の黒色変化が消失
した 9 症例（症例 2 ， 3 ， 5 ， 6 ， 7 ， 9 ，10，11，13）
において，新規の Is 型Ｂ群隆起病変の発生は認められなく
なった．かつ残存した隆起病変は内視鏡的に消失もしくは
視認できなくなった（表 4 ）．大腸粘膜の黒色変化が淡くな
った 7 症例のうち 1 例（症例 1 ）では Is 型Ｂ群隆起の新規
病変の発生を認めず，既存の隆起病変は消失した．別の 1
例（症例18）では Is 型Ｂ群隆起病変の数は不変であった．
残りの 5 例（症例 4 ， 8 ，12，14，16）においては数の減
少を認めた．なお，症例12ではアントラキノン中止前に20
個の Is 型Ｂ群隆起を認めており，中止後 3 年の観察で，で
きる限りの色素散布を行った．隆起が疑われるすべての部
位に色素を散布した結果，検出した隆起病変は 4 個であっ
た．また症例 3 では，黒色変化の残存がある中で，12から
1 個への隆起病変数の減少を確認した．
　Ｂ群隆起の消長を同一部位で追えた症例17と症例 3 につ
いて，詳細な経過を提示する．症例17では同一部位にある
と断定できる腺腫の発生と消退と消失が観察でき，症例 3
では過形成性ポリープの発生と消失が確認できた．
　症例17において，2008年の回盲部（図 4 Ａ）にはＢ群の
隆起は認められない．2010年（図 4 Ｂ）には黒色変化の増
悪と共に隆起病変の発生を認めた．この病変は 1 ヵ所の生
検で脱落することのない大きさである（図 4 Ｃ）．生検組織

Ａ Ｂ Ｃ

図 3 　Ｂ群隆起のうち，黒皮症のみによる隆起の大腸内視鏡検査像（Ａ，Ｂ）および病理組織像（Ｃ）
典型的な黒皮症の組織像である褐色色素を貪食した組織球に伴う炎症細胞浸潤と浮腫のみを認めた．
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結果は腺腫であった（図 4 Ｄ）．2010年に発生したＢ群隆起
の対側には隆起は認められず，隆起は一つのみである（図
4 Ｂ）．2013年にセンノシドを中止し，2 年後の2015年に内
視鏡検査を施行したところ，黒色変化は2010年に比して薄
れているのが認識できた（図 4 Ｅ，Ｆ）．また2010年の隆起
が形態学的に消失しており，その対側に新たなＢ群隆起が
発生していた．この隆起の組織像も腺腫であった（図 4 Ｇ）
が， 1 ヵ所の生検で脱落する大きさではない．この症例で
は一つの腺腫が形態学的に消失し，新たに隆起病変が 3 ヵ
所，上行結腸に出現したことになる．2016年（図 4 Ｈ）に
は2010年の隆起は形態学的に消失したままであり，かつ対
側の2015年に出現した大きな隆起は著明に縮小していた．
色素散布像（図 4 Ｉ，Ｊ）では 1 ㎜大のＡ群隆起は確認で
きるが，より大きい2010年のＢ群は確認できない．この症
例では，Ｂ群隆起の新規出現と消失・縮小を同一部位で捉
えている．またこの変化は黒色変化とＡ群隆起の残存した
場所で生じていた．
　症例 3 におけるアントラキノン服用中の2008年（図 5 Ａ）

と2009年（図 5 Ｂ）の内視鏡画像を示す．アントラキノン
服用中のため，隆起病変は増大している．アントラキノン
中止後 4 年の2013年に隆起は縮小した（図 5 Ｃ，Ｄ）．組織
像は過形成性ポリープであった（図 5 Ｅ）．この時点では黒
色変化も薄れてはいるが認識できる．2014年には隆起病変
が消失（図 5 Ｆ）するも，黒色変化は残存している．2015
年には黒色変化も消失し，隆起病変は消失したままである．

考　　　察

　大腸黒皮症は Virchow1）により提唱され，Bockus2）がアン
トラキノン系下剤との関連を指摘し，可逆的であることを
示した．その後，リポフスチンがマクロファージに取り込
まれる事で黒色変化が生じると報告された3，4）．今回の検討
において，アントラキノン長期摂取患者を大腸内視鏡検査
にて追跡し，病理組織の解析を行ったところ，アントラキ
ノンが引き起こす病態は大腸粘膜の黒色変化だけではな
く，隆起性病変も生じると考えられた．隆起性病変のうち
Ａ群には生検病理組織にて，リンパ濾胞過形成を認めた．

　 アントラキノンが大腸粘膜に与える影響：岩野英二，他 2 名 　

表 4 　アントラキノン中止前後のＢ群隆起の数の推移

アントラキノン中止後年数（年）

症例 －12 －11 －10 －9 －8 －7 －6 －5 －4 －3 －2 －1 0 1 2 3 4 5 6

 1  6  3  6  5  6  2  0
 2  2  1  0
 3  6  4  4  7  3  6 12  1  1  2  1  0  0
 4  4  2  5  5  2  3  1
 5  1  1  2  0  0
 6  2  2  1  3  2  0  0  0  0
 7  3  1  1  1  0  0
 8  9  2
 9  2  2  2  4  1  2  1  0  0  0
10  5  0  0
11  5  0
12  4  6  3 20  3  4
13  1  1  1  0  0
14  0  3  1
15  7  3  2
16  2  6  2
17  5  5  3  2
18  7  3  3  3
19  5
20  0
21  1
22  3

アントラキノン中止時を 0 とし，中止後の経過年数を＋で表示した．－はアントラキノン摂取を継続している期間であることを示して
いる．－では12年間以前のものは略した．中止後年数 0 に数値の記入がない症例は，それ以前にアントラキノン摂取を中止したことを
示している．症例19～22はアントラキノン中止後 1 年に満たず，以後の観察ができていない症例である．
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Ａ Ｂ Ｃ

ＦＥＤ

図 5 　直腸のＢ群隆起の経年的変化（症例 3 ）
アロエの服用を継続したところ，経過観察中に隆起は増大した（Ａ，Ｂ）．アロエ摂取を中止したところ，中止 4 年後には隆起が縮小
していた（Ｃ）．中止 4 年後のインジゴカルミン散布像（Ｄ）．組織像は過形成性ポリープであった（Ｅ）． 5 年後には隆起は消失した
（Ｆ）．

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｅ Ｆ Ｇ

Ｈ Ｉ Ｊ

図 4 　症例17の内視鏡所見の経年的な変化
2008年における回盲部の画像ではＡ群は確認できるが，Ｂ群は指摘できない（Ａ）．2010年には黒色変化の増悪と隆起病変の発生が確
認できる（Ｂ）．隆起病変は 1 回の生検で脱落する大きさではない（Ｃ）．生検組織像は腺腫であった（Ｄ）．2015年には，2010年に認
めた隆起病変の対側に，新しく隆起病変が発生していた（Ｅ）．同病変の色素散布像（Ｆ）．生検組織像は腺腫であった（Ｇ）．2016年
には，2010年に認めた隆起病変は消失したままである（Ｈ）．2015年に認めた隆起病変は著明に縮小している（Ｉ）．色素散布像（Ｉ，
Ｊ）では残存したＡ群隆起が認められるが，2010年に認めた隆起病変は指摘できない．
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リンパ濾胞過形成は大腸粘膜に感染症や自己免疫疾患など
Ｂ細胞の免疫機構が賦活する病態下で生じるとされる5，6）．
したがって大腸黒皮症においては，粘膜に慢性炎症の存在
がある可能性が示唆される．①アントラキノンの摂取中止
後，2 例を除く16例でＡ群隆起が消失したこと，② 1 例（症
例17）において，アントラキノン摂取中止後に黒色変化が
残存した上行結腸ではＡ群隆起が残存したが，黒色変化の
消失した部位ではＡ群隆起も消失していたこと，③ 1 例（症
例 9 ）においてアントラキノンの再摂取により黒色変化お
よびＡ群隆起が再発し，再度アントラキノン摂取を中止し
たところ二度目の消失が確認されたこと，④ 2 例（症例11
と16）においてアントラキノン摂取前に大腸検査がなされ，
存在しなかった黒色変化とＡ群隆起が連用によって出現
し，中止に伴って揃って消失したこと，⑤黒色変化が消失
しなかった 1 例（症例15）ではＡ群隆起も変わりなく存在
したことは，黒色変化とＡ群隆起の消長が連動している可
能性を示している．すなわち，アントラキノンの連続した
摂取で背景粘膜の慢性炎症が惹起され，リンパ濾胞過形成
をきたしているという機序が考えられた．
　Ｂ群隆起は病理組織学的に腺腫や過形成性ポリープ，黒
皮症のみの像が含まれる．Ｂ群隆起についてもアントラキ
ノン摂取の中止によって減少，消失，もしくは内視鏡的に
視認できなくなっていた． 5 ㎜以下の小さな隆起では，生
検の影響による消失を考慮に入れなければならないが，そ
れ以上の大きさが 1 ヵ所の生検で脱落するとは考えられな
い．症例12では，生検をせずにＢ群隆起が脱落した（表 4 ）．
　症例17ではアントラキノンによって発生したと考えられ
る腺腫が，アントラキノン摂取継続により黒色変化の増悪
と共に数の増加を認め，摂取中止後，黒色変化の消退につ
れて形態学的に消失，縮小する経過を捉えることができた
と考える．アントラキノンの摂取中止より隆起病変の形態
学的な消失が生じていると考えれば，症例12における生検
無しの個数の減少は説明がつくと考える．また症例 3 では，
アントラキノン中止前に12個の隆起病変を確認できたが，
生検した部位は 5 ヵ所であった．翌年，Ｂ群隆起が20㎜大
の病変 1 個になったことも同じ機序で説明がつくと考え
る．この隆起は過形成性ポリープであり，アントラキノン
中止後の 5 年で黒色変化と共に消失した．この過形成性ポ
リープの増大と消失の経過もアントラキノン摂取に連動し
ていることが示唆された．
　Is 型Ｂ群隆起の総数に関する検討では，観察開始時（3.6
±2.3個）とアントラキノン摂取中止直前（4.9±5.2個）で
統計学的有意差を認めず，アントラキノン摂取継続中に Is
型Ｂ群隆起が増加するか否かについては明らかとならなか
った．一方，アントラキノン摂取中止後には Is 型Ｂ群隆起

は0.9±1.3個まで有意に減少していた．したがって，大腸に
Is 型Ｂ群隆起を認めるアントラキノン摂取症例では，アン
トラキノンの飲用を中止することで隆起性病変の減少が見
込まれる．
　高度の黒皮症ではマクロファージが粘膜下層にまで達し7），
多数の炎症細胞がその周囲に浸潤することにより，粘膜層
が肥厚するとの報告がある8）．今回の検討からも，黒皮症
に関連した炎症細胞浸潤が粘膜固有層に浮腫を生じ，隆起
を発生させた可能性がある．今回の検討において，アント
ラキノン摂取中止後に，過形成性ポリープや腺腫，黒皮症
に由来する隆起性病変の多くは消失もしくは視認しづらく
なった．黒皮症では過形成性ポリープや腺腫の部分に色素
が沈着しにくいため，一般的にこれらの病変が視認しやす
くなり，検出率が向上する9，10）．したがって黒皮症の改善に
伴い正常粘膜と過形成性ポリープや腺腫との色調差がなく
なり，視認しづらくなることは広く知られている．この点
を考慮して，症例12ではアントラキノン中止後の 3 年の観
察で，できる限りの色素散布を行ったが，Is 型Ｂ群隆起は
20個から 4 個に減少していた．また症例 3 では，黒色変化
の残存がある中で，12から 1 個への隆起病変数の減少を確
認した．これらの症例の観察結果は，アントラキノン摂取
中止後に隆起病変の多くが「視認しづらくなった」のでは
なく，形態学的に消失したことを示唆している．
　日本では長期連用にも制限がないアントラキノンである
が，下剤のうち特にセンナについては，長期使用により大
腸癌発生の危険性が上昇する可能性があると報告されてい
る11-15）．アメリカでは，FDA（アメリカ食品医薬品事務局）
がアロエの下剤としての使用を禁止している16，17）．一方で
アントラキノンと大腸癌発生の因果関係に関して否定的な
報告もある18，19）が，今回の検討では，アントラキノン摂取
の中止により Is 型Ｂ群隆起の個数が有意に減少した．また
アントラキノン摂取と，黒色変化およびＡ群隆起の消長が
連動していることが示唆された．
　現時点では，安価かつ下剤としての効力に優れるアント
ラキノンについて，短期の使用には問題が無いと思われる
が，アントラキノンの長期連用は大腸粘膜に慢性炎症を生
じ，様々な隆起病変を生じる可能性があるため，あくまで
短期使用に限定するべきであると考えられた．

結　　　語

　アントラキノンの長期摂取および摂取中止後に生じる大
腸粘膜の変化を検討した．アントラキノンは大腸粘膜の黒
色変化のみならず，慢性炎症を介して隆起病変の発生にも
関与し，過形成性ポリープ，腺腫の発生にも関与すること
が示唆された．

　 アントラキノンが大腸粘膜に与える影響：岩野英二，他 2 名 　
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