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ペパーミントの過敏性腸症候群への効果

ペパーミントの過敏性腸症候群への効果
        

 ペパーミントの徐放薬が過敏性腸症候群に有効との報告が、アメリカの消化器病学会(DDW)で
ありました。
平均年齢は４０歳。７２名の過敏性腸症候群をペパーミントを与える群と偽薬を与える群に分け
て⽐較しています。 （３５名がペパーミント、３７名が偽薬）

      服⽤後１時間での効果は
       ペパーミントが50%, 偽薬が30%

       28⽇後での効果は
        ペパーミントが90%, 偽薬が70%

       重症な症状例では
       ペパーミントが66%, 偽薬が42%

 

即効性が期待されるとの事です。
 ペパーミントの平滑筋の弛緩作⽤、抗炎症作⽤、細菌に対する効果、セロトニン拮抗作⽤等が
原因との仮説を上げています。

私⾒）
 ⽇本にはペパーミントオイルがありません。アメリカではペパーミントのオイルが安価で汎⽤
されており、かなり皆さん使⽤しているようです。
 過敏性腸症候群は、細菌性⾷中毒後になりやすいとの報告が散⾒されています。
 本院では以前より、ペパーミントや漢⽅で経過をみて頂いています。
 ペパーミントはティーパックをお勧めしています。
  現代薬は、外出時や程度がやや重症の時に、頓⽤でお願いしています。

http://www.consultant360.com/exclusives/could-peppermint-oil-help-mitigate-ibs-
symptoms
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