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Summary 

 
Aims: Many Japanese over-the-counter (OTC) drugs contain multiple active 
ingredients. However, clinical evidence of efficacy and safety of OTCs, including single 
ingredient products, remains unclear. In this study, we assessed the efficacy and safety 
of Japanese OTC laxatives using a meta-analysis of published studies. Moreover, we 
compared the present status of clinical evidence of OTCs in Japan with that in the 
U.S. 
Methods: We selected studies from MEDLINE (1946 to December 2014), the Cochrane 
Central Register of Controlled Trials (Issue 12 of 12, December 2014), and the Japana 
Centra Revuo Medicina (1977 to December 2014) databases. Clinical trials were 
selected if they were performed in adult patients with acute or chronic constipation, 
who took any of the 18 OTC laxatives sold in Japan or in the U.S. We included studies 
using doses within the approved OTC dosage, for duration not longer than 2 weeks. 
Study designs included single ingredient laxative versus placebo, or multiple 
ingredient versus single ingredient agents. Efficacy outcomes included bowel 
movements or stool consistency, and safety outcomes included incidence of adverse 
effects. We evaluated the means of the differences of these outcomes between 
experimental and control groups. 
Results: We selected 6 reports. The single ingredient agents studied were bisacodyl, 
magnesium sulfate, methylcellulose, polyethylene glycol, and psyllium. Several 
reports showed that polyethylene glycol and psyllium significantly increased bowel 
movements compared to placebo. Reports comparing multiple ingredient and single 
ingredient agents showed that psyllium and senna significantly increased bowel 
movements, compared to psyllium alone. There was no significant difference in the 
number of adverse effects between placebo and bisacodyl, magnesium sulfate or 
polyethylene glycol. 
Conclusion: Our study revealed that clinical trials of OTCs available in Japan and the 
U.S. are limited. Nevertheless, the clinical evidence obtained in this study is helpful 
for the selection of appropriate OTC drugs. 
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【緒言】 
近年、本邦では急速な高齢化の進展や生活習慣

病の増加などに伴い、OTC（over-the-counter）医薬

品を利用したセルフメディケーションに国民の関心が

高まってきている。厚生労働省は、2006 年の改正薬

事法において OTC 医薬品に対して初めて明確な定

義を示した。さらに、同省はOTC医薬品を成分のリス

ク評価に基づいて層別化し、OTC 医薬品の販売時

にはリスク分類に対応した専門家が情報提供を行うよ

うに規定した。現在、全ての OTC 医薬品の情報提供

が実施可能なのは薬剤師のみであり、OTC 医薬品

販売時の情報提供の担い手として薬剤師の果たす

役割が注目されている。また、本邦の OTC 医薬品は

配合剤を中心に構成されているため、薬剤師による

積極的な患者介入が望まれている。薬剤師が職能を

活かした専門的助言を実施するためには、OTC医薬

 
【要旨】 

 
目的: 本邦の OTC（over-the-counter）医薬品は配合剤を主体とする特徴を有するが、有効性

と安全性の科学的根拠は単剤成分に関しても明確ではない。本研究では緩下剤に着目し、メタ

解析の方法を用いて本邦 OTC 医薬品の有効性および安全性の科学的根拠を評価すると共に、

評価結果を米国 OTC 医薬品の科学的根拠の実情と比較することを目的とした。 
方法: 論文は MEDLINE （1946-2014 年 12 月）、The Cochrane Central Register of 
Controlled Trials （Issue 12 of 12、December 2014）、医学中央雑誌（1977-2014 年 12 月） 
から抽出した。抽出論文のうち、急性または慢性の成人便秘者を対象患者とし、日米の OTC 緩

下剤成分 18 種類を対象薬物、単剤対プラセボまたは配合剤対単剤を介入デザインとするものを

本研究の解析対象とした。薬物の投与量は OTC 医薬品としての承認量内とし、投与期間は 2 週

間以内とした。アウトカムには、排便回数、便の硬さ、および副作用発現率を設定し、対照薬群と

の平均値差を比較した。 
結果: 検索の結果、6 報の論文が解析対象となった。解析対象薬物は、単剤では、ビサコジル、

硫酸マグネシウム、メチルセルロース、ポリエチレングリコール、サイリウムであった。プラセボと比

較して排便回数を有意に増加させることが複数の論文によって示された薬物はポリエチレングリ

コールとサイリウムであった。配合剤ではサイリウム＋センナがサイリウムに対して排便回数を有意

に増加させることが示された。副作用発現率は、ビサコジル、硫酸マグネシウム、ポリエチレングリ

コールとプラセボとの比較で有意差は確認されなかった。 
結論: 本研究によって、OTC 医薬品としての使用実態を反映した科学的根拠は、日米共に限ら

れていることが判明した。その一方で、本研究を通じて確認された科学的根拠は、OTC 医薬品

販売時の薬物選択の一助となる可能性が考えられた。 
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品の科学的根拠の明示が必要である。 
OTC 医薬品の有効性および安全性の科学的根拠

を知るうえでは、OTC 医薬品の承認基準が参照され

る。OTC 医薬品の承認基準は、長い使用実績を有

する薬物に対して薬物ごとに投与量や配合ルールを

規定した簡易審査基準である。本邦の承認基準 1)の

特徴を把握するために米国の OTC 医薬品承認基準

で あ る monograph2),3) と 比 較 す る と 、 米 国

monograph では、薬理作用、用法・用量など有効成

分ごとの解説が重視されており、引用文献も明確に

提示されている。これに対して、本邦の承認基準では

薬物の配合ルールに詳細な規定が示される一方、有

効成分に関する記載は最大含量のみであり、引用文

献の記載も見られない。OTC 医薬品の有効性や安

全性を示す科学的根拠は、OTC 医薬品販売時に患

者へ適用する必要があるにもかかわらず、本邦では

米国に比べて不透明であると言える。 

 
OTC 医薬品の使用実態を反映した科学的根拠の

報告は少ない。例えば、便秘症は代表的なセルフメ

ディケーションの対象疾患であり、緩下剤の有効性と

安全性を評価した系統的レビューは数多く報告され

ている 4), 5), 6)。しかし、これらの研究報告では、薬物の

投与量が本邦の OTC 医薬品としての承認量（Table 
1）を上回るケースが見られる 7), 8), 9)。さらに薬物の投

与期間が長期に渡る論文が大半を占めており、OTC
緩下剤の科学的根拠としての利用は難しい。このよう

に、OTC 医薬品を患者に推奨するうえで有用な科学

的根拠は乏しいのが現状である。 
そこで、本研究では緩下剤に着目して、本邦 OTC

医薬品の有効性および安全性の科学的根拠をメタ解

析の方法を用いて評価することを目的とした。調査対

象には米国OTC緩下剤も含めて、本邦OTC緩下剤

の科学的根拠の実情との比較を併せて試みた。 

Table 1 解析対象薬物の成人に対する OTC 緩下剤としての承認経口投与量 
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【方法】 
1. 文献検索  

MEDLINE （ 1946-2014 年 12 月 ） 、 The 
Cochrane Central Register of Controlled 
Trials（CENTRAL）（Issue 12 of 12、December 
2014）、医学中央雑誌（1977-2014 年 12 月）をデ

ータベースとし、Table 2に示す検索式を用いて検

索した。さらに、検索された論文の引用文献リストを

利用してハンドサーチを行った。以上の論文検索

は、以下に示す緩下剤成分ごとに実施した。 
2. 採用基準 
検索された論文の中で、以下の条件を満たす論

文を採用した。 
〈研究デザイン〉被検薬群とプラセボまたは薬物

が投与された対照薬群との比較試験（クロスオー

バー試験を含む）を本研究の解析の対象とし、介

入の無い投与前値を対照とした比較試験は除外し

た。比較内容としては、単剤とプラセボとの比較、も

しくは配合剤と配合剤中の成分のいずれか単剤と

の比較を実施した論文を採用した。なお、1報の論

文内で複数の比較が実施されている場合には、採

用基準に合致する結果は 1 件ずつ本研究の解析

に利用した。 
〈対象患者〉OTC 医薬品を用いた治療の対象と

なる急性または慢性便秘 10), 11), 12)の成人患者を解

析対象に設定した。 
〈対象薬物〉次に示す日米の OTC 緩下剤成分

18 種類を対象とした: アロエ、ビサコジル、ヒマシ

油、ドキュセート、クエン酸マグネシウム、水酸化マ

グネシウム、酸化マグネシウム、硫酸マグネシウム、

マルツエキス、メチルセルロース、鉱油、リン酸塩、

ピコスルファート、ポリカルボフィル、ポリエチレング

Table 2 本研究の論文検索に使用した検索式 
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リコール（PEG）、サイリウム、ダイオウ、センナ。こ

れらのうち、酸化マグネシウムとピコスルファートは

本邦でのみ OTC 緩下剤として市販されており、ク

エン酸マグネシウム、鉱油、リン酸塩、ポリカルボフ

ィル、PEG は米国でのみ市販されている。また、マ

ルツエキスは、本邦では 3 歳未満の乳幼児のみが

適応対象とされているが、米国では成人用も市販

されている。 
〈介入〉薬物の投与経路は経口投与とした。薬

物の投与量は OTC 医薬品としての承認量の範囲

内とした（Table 1）。同一薬物に対する承認量が

日米で異なる場合には、多い方の承認量を基準に

して論文採用の適否を判定した。なお、ピコスルフ

ァートと PEG に関しては、承認投与量を定めた資

料を特定できなかったため、ピコスルファートでは

OTC 医薬品添付文書の検索ウェブサイト 13)を用

いて検索した市販製品 6 種（コーラックソフト、ビオ

ピコ錠、ビオフェルミン便秘薬、ビュースルー・ソフ

ト、ビューラック・ソフト、ピコラックス）の添付文書、

PEG では米国薬剤師会発行のテキスト 12)に記載

の用法・用量を承認量と見なした。また、薬物の投

与期間の設定にあたって、日米共に OTC 緩下剤

の連続使用はおよそ 7 日間以内に止めることが推

奨されている 10), 12)。一方、米国のテキストの中で

OTC緩下剤の有効性を示した根拠として引用され

ている論文では、薬物の服用期間は短いもので

14 日間である 4)。以上のように、OTC 緩下剤の有

効性と安全性を評価する際の服用期間は一定しな

いものの、日米共に 7～14 日間程度を想定してい

ると判断できるため、本研究では薬物の服用期間

は 14 日間以内に設定することが妥当と考えた。 
〈アウトカム〉薬物の有効性は、被検薬または対

照薬服用期間中の排便回数と便の硬さをアウトカ

ムに設定して評価した。排便回数は 1 週間または

1 日当たりの平均回数と標準偏差値について、便

の硬さは 4～5 段階で表現したスケールの平均値

と標準偏差値について記載がある論文を採用した。

薬物の安全性は、試験期間中に確認された薬物と

の因果関係が考えられる有害事象数を患者数で

除した値（副作用発現率）をアウトカムとして評価し

た。 
3. 論文の質の評価 
採用論文の質は Jadad のスコアリングシステム

14)を用いて評価した。このとき、最高スコアを 5 点と

して、3点以上を質の高い論文、2点以下を質の低

い論文とした。 
4. 統計解析 
排便回数、便の硬さのスケール値、および副作

用発現率の解析時には、被検薬群と対照薬群との

平均値差（mean difference: MD）と 95%信頼区

間（confidence interval: CI）を算出した。解析対

象論文が 1報のみであった場合には、そのMDお

よび 95%CI を用いて結果を評価した。一方、同一

アウトカムで論文が複数あった場合には、メタ解析

の手法を用いて結果を統合した。統合する際に、

有意水準を 5%とした Q 検定により論文間の結果

の均一性を検定した。均一性が棄却されなかった

場合には fixed effect model を用い、均一性が棄

却されなおかつ統合可能と判断した場合には

random effect model を用いて各研究結果の重

み 付 け を 行 い 、 統 合 重 み 付 け 平 均 値 差

（weighted mean difference: WMD）と95%CIを
算出した。 

 
【結果】 
1. 検索結果 
検索された論文 808 報のうち、採用基準に合致

した論文は 6 報 15), 16), 17), 18), 19), 20)であった。検索

論文数、採用論文数および除外論文の数と除外

理由の内訳は Table 3 に示した。 
2. 解析対象論文の内容 
解析対象論文 6 報の概要は Table 4 に示した。

これらのうち、1 報の論文内で 2 件以上の比較結

果を報告した論文は 3 報であり、それぞれの比較

内容の内訳は以下の通りであった: 硫酸マグネシ

ウム 2500 mg または 5000 mg / day 対プラセボ

16)、メチルセルロース 1 g、2 g、4 g / day またはサ

イリウム対プラセボ 17)、サイリウム対プラセボまたは

サイリウム+センナ 20)。また、Jadad のスコアリング

システムにより採用論文の質を評価したところ、4
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報 15), 17), 18), 19)を質の高い論文と評価した。 
採用論文の中には、割り付け実施時とアウトカム

評価時で患者数が異なる論文が 3 報存在した。1
報は PEG の論文 19)であり、排便回数の評価時ま

でにランダム割り付けされた患者のうち 7 名が脱落

したものの、評価実施時の PEG 群とプラセボ群の

患者数の記載が無かった。そこで、本研究では割

り付け時の患者数で解析を行った。一方、ビサコジ

ル 15)と硫酸マグネシウム 16)の論文ではアウトカム

評価時の患者数が記載されていたため、本研究で

はこれら報告値を利用して解析した。 
 

Table 3 各緩下剤成分の検索論文数、採用論文数、除外論文数の内訳 
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3. 解析結果 
3-1. 単剤とプラセボの比較 
3-1-1. 排便回数 
解析対象薬物は、ビサコジル、メチルセルロース、

PEG、サイリウムであった。これらのうち、PEG とサ

イリウムでは、それぞれ 2 報の論文が採用されたた

め結果を統合した。Q 検定の結果、両薬物とも採

用論文間の均一性は棄却されなかったため

（P=0.57、0.31）、fixed effect modelにより解析を

行った。その結果、排便回数は、PEG 群（統合

WMD: 1.90, 95%CI: 1.21-2.60）、サイリウム群

（1.48, 0.95-2.01）のいずれもプラセボ群に比べて

有意に多かった（Fig.）。また、ビサコジル（MD: 
0.85, 95%CI: 0.24-1.46）およびメチルセルロース 
1 g（1.80, 0.66-2.94）、2 g（1.70, 0.85-2.55）、4 g
（2.60, 1.72-3.48）のいずれの投与群も、排便回

数はプラセボ群に比べて有意に多かった（Table 
5）。 

Table 4 採用論文の概要 
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個々の論文で示された被検薬群とプラセボ群との排便回数の平均値差は四角形で表され、平均値差の 95%信頼区
間は横棒の長さで表現されている。採用論文の結果の重みが大きい程、四角形は大きく描かれている。また、統合重
み付け平均値差はひし形で表現されている。 
aランダム割り付け時の患者数を利用 
SD: standard deviation, WMD: weighted mean difference, CI: confidence interval 
 
Fig. 便秘患者の排便回数に対するOTC緩下剤の有効性: 採用論文が 2報であったOTC緩下剤（ポリエチレングリ
コール、サイリウム）の有効性データのメタ解析結果 
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3-1-2. 便の硬さ 
解析対象薬物は、ビサコジル、硫酸マグネシウ

ム、サイリウムであった。ビサコジル、サイリウムの論

文では評価スケールの値が小さいほど、一方で硫

酸マグネシウムの論文では値が大きいほど便が軟

化したことを意味した。解析の結果、ビサコジル

（MD: －1.40, 95%CI: －2.04-－0.76）、硫酸マ

グネシウム 5000 mg / day（1.20, 0.32-2.08）、サ

Table 5 採用論文が 1 報であった OTC 緩下剤の有効性、安全性データの詳細 
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イリウム（－0.40, －0.68-－0.12）ではプラセボに

比べて有意に便が軟化した。一方で、硫酸マグネ

シウム 2500 mg / day（0.60, －0.25-1.45）では

有意差は認められなかった（Table 5）。 
3-1-3. 副作用発現率 
解析対象薬物は、ビサコジル、硫酸マグネシウ

ム、PEG であった。これらのうち、PEG とプラセボ

との比較では、両群とも有害事象は認めなられな

かった。解析の結果、副作用発現率の平均値差は、

ビサコジル（MD: －0.04, 95%CI: －0.24-0.16）、
硫酸マグネシウム  2500 mg / day（0.04, －
0.14-0.21）、5000 mg / day（0.12, －0.08-0.32）、
PEG（0.00, －0.03-0.03）であり、いずれもプラセ

ボ群との間に有意差は認められず、なおかつ重篤

な副作用の報告は無かった（Table 5）。 
3-2. 配合剤と単剤の比較  
サイリウム+センナとサイリウムとを比較した論文

1 報が解析対象となった。サイリウム+センナ群は

サイリウム群に比べて有意に排便回数が多く（MD: 
3.20, 95%CI: 1.35-5.05）、さらに、有意に便が軟

化した（－0.60, －0.88-－0.32）（Table 5）。なお、

この論文では便の硬さの評価スケールの値が小さ

いほど便が軟化したことを意味した。 
 
【考察】 
本邦 OTC 緩下剤の有効性および安全性の科

学的根拠を明らかにするため、米国 OTC 緩下剤

も調査対象に含めて、OTC 医薬品としての投与量

および投与期間を反映した臨床試験成績を系統

的に収集、評価した。その結果、解析対象論文は

6 報であった。緩下剤単剤の有効性をプラセボ比

較試験に基づいて解析した結果、便秘患者の排

便回数あるいは便の硬さに改善が認められた薬物

はビサコジル、硫酸マグネシウム、メチルセルロー

ス、PEG、サイリウムであった。また、本邦 OTC 医

薬品の主体である配合剤の有効性を単剤と比較し

た結果、サイリウムとセンナの配合剤がサイリウム単

剤に比べて有効性が勝ることが示された。さらに、

ビサコジル、硫酸マグネシウム、PEG は安全性の

成績も良好であった。 

本研究の採用論文を議論する。本研究で採用

論文が2報抽出された緩下剤成分はPEGとサイリ

ウムであった。PEGの採用論文では、1報がパラレ

ルデザイン 19)、もう 1 報 18)がクロスオーバーデザイ

ンであったが、クロスオーバーデザインの論文では

washout 期間が設けられておらず、実薬の持ち越

し効果が懸念された。しかし、これら採用論文の結

果の有意性には相違が見られなかったことから、

持ち越し効果が研究結果に与えた影響は小さいと

判断した。従って、PEG は論文数は少ないものの、

便秘患者に対する OTC 医薬品としての承認用量

における短期間での治療効果が期待できると考え

られた。一方、サイリウムの採用論文2報のうちの1
報 17)では、サイリウムがメチルセルロースの治療効

果の大きさを比較するための対照薬として利用さ

れており、サイリウムの有効性の解析を主目的とは

しておらず、さらに対象患者数も少なかった。その

ため、サイリウムの有効性に関しては更なる科学的

根拠の蓄積が望まれると考えられた。その他、ビサ

コジル、硫酸マグネシウム、メチルセルロース、サイ

リウム+センナも便秘症治療に有効であることが示

された。ただし、これらの薬物は採用論文がそれぞ

れ単報であり、蓋然性が十分ではないと考えられ

た。また、OTC 緩下剤の安全性についても、論文

が採用された各薬物で単報の報告であることから、

安全性の評価に対する内的妥当性および外的妥

当性には欠けると判断した。 
OTC 緩下剤の有効性、安全性の科学的根拠に

見られる日米間の相違を比較する。本研究で解析

対象とした 18 種類の緩下剤成分のうち、本邦での

み OTC 緩下剤として市販されている薬物は酸化

マグネシウムとピコスルファートであり、一方で米国

でのみ市販されている薬物はクエン酸マグネシウ

ム、マルツエキス（成人用）、鉱油、リン酸塩、ポリカ

ルボフィル、および PEG である。これらの中で、

PEG では 2 報のプラセボ比較試験を得ることが出

来たものの、それ以外の薬物では論文が採用され

なかった。従って、プラセボ対照試験を科学的根

拠に有する OTC 緩下剤の種類に明らかな日米間

差は認められなかったと判断した。OTC 緩下剤の
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科学的根拠に比較対照試験が少ない要因を考察

すると、米国monograph2), 3)では本研究で解析対

象外とした非介入時を対照とした臨床試験成績や

症例報告、臨床薬理試験も承認の根拠論文として

採用していることから、使用実績が長い OTC 医薬

品では、必ずしも介入のある対照を設置した臨床

試験成績に基づかなくても有効性あるいは安全性

があると判断されたことが伺われた。一方で本邦の

承認基準 1)には引用文献の記載が見られないた

め、どのような科学的根拠に基づいているのかは

依然として不明確である。また、本邦 OTC 医薬品

は配合剤を主体とするが、OTC 緩下剤の有効性と

安全性の評価は単剤を中心に行われていることが

本研究結果を通して判明しており、本邦OTC医薬

品の科学的根拠の解明は米国以上に必要性が高

いと考えられた。 

最後に、本研究結果を OTC 医薬品販売時にど

のように利用するか一案を示す。OTC 緩下剤の適

正使用法は、日米両国ともに OTC 医薬品のテキ

ストの中でチャートを用いて提示されているが 10), 

11), 12)、これらは緩下剤成分の作用機序（ex. 刺激

性下剤、膨張性下剤）ごとの治療薬選択を提案す

るに止まっており、具体的な成分選択に関する記

載は見られない。本研究結果は、いくつかの緩下

剤成分の科学的根拠を提示したため、同一作用

機序に分類される複数の緩下剤成分の中から具

体的な成分選択をする際の判断材料として期待で

きると考えられた。そこで、より具体的な患者アドバ

イスを可能とするために、便秘患者に対する従来

のアプローチ内容に、患者の便秘の種類に応じた

推奨緩下剤成分を本研究結果に基づいて新たに

追記した（Table 6）。我々が提案する薬物選択で

Table 6 便秘患者に対する薬剤師のアプローチ内容と科学的根拠に基づく推奨薬物 
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は、便秘症治療に対する科学的根拠が認められた

緩下剤成分のみを推奨するため、患者の症状をよ

り確実にかつ安全に軽減できるものと思われる。た

だし、本邦の OTC 医薬品は配合剤が多いため、

本邦でOTC医薬品を使用する場合には本研究で

論文が採用されなかった薬物の特徴も把握してい

る必要があると言え、薬剤師による積極的な介入

が米国以上に求められる現状にあると考察され

た。 
結論として、緩下剤に着目して日米の OTC 医

薬品の有効性および安全性を支持する科学的根

拠を調査した結果、プラセボを対照とした臨床試

験成績は日米共に少数であることが判明した。一

方で、日米のテキストに示される OTC 医薬品選択

のチャートに本研究結果を加味することで、部分的

ではあるものの、より具体的な薬物の推奨が実施

できる可能性が示唆された。また、本邦の OTC 医

薬品の主体である配合剤の科学的根拠は単剤以

上に不明瞭である現状が明らかとなった。 
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