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過敏性腸症候群にペパーミントは効果なし︖

過敏性腸症候群にペパーミントは効果なし︖

Efficacy and Safety of Peppermint Oil in a Randomized
 Double-blind Trial of Patients With Irritable Bowel Syndrome

以前の私のブログで紹介しましたが（ペパーミントで検索）、ガイドラインでも推奨しています
ように
ペパーミントが過敏性腸症候群に有効との事で、本院でもティーバックをお勧めしています。
残念ながら今回無効との報告がgastroenterologyに掲載されています。

 

纏めてみますと、

 １） ROMEクライテリアに適合した190⼈の過敏性腸症候群患者を登録し、その中の178⼈が
研究に
    採⽤されています。平均年齢は、34歳78%が⼥性です。

     ⼩腸で放出する型のペパーミントオイル（⼩腸型）、回腸から⼤腸で放出する型のペパ
ーミント
    （⼤腸型）、プラシーボのコントロールの３群にわけて８週間投与されました。
    観察期間は、2016~2018年です。

 

 ２） 主要転帰は、少なくとも４週間のベースラインと⽐較して、毎⽇の腹痛が週単位で30%
以上低下
    したかを判定しています。

 ３） 結果は、腹痛の軽減の効果は⼩腸型が46.8%、⼤腸型は41.3%、コントロール群は
34.4%で

     差は余りありません。
    全ての症状軽減は、⼩腸型が9.7%、⼤腸型が1.6%、コントロール群が4.7%

     ２次解析では、⼩腸型はコントロール群と⽐較してやや有効の様です。
 

 ４） ペパーミントの副作⽤は逆流性⾷道炎、ゲップでした。

私⾒）
 コメントとしては、効果が認められている⼈には引き続き⼩腸型は服⽤するのがよいとしてい
ます。
 つまり、本院でも１〜２か⽉の経過観察で効果を判断しようと思います。

斎賀医院壁新聞
⽂献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

http://saigaiin.sblo.jp/archives/202110-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202111-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211101.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211103.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211105.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211106.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211109.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211110.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211112.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211115.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211116.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211117.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211120.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211122.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211124.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211126.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/20211129.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189168773.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189162064.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189157421.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189153197.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189148417.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189168773.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189162064.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189157421.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189153197.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189126776.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/category/4165306-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4159500-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4161765-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4161623-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4162227-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4159499-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4137021-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4166414-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4194139-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4320602-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4214957-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4165994-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186558062.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186558062.html
http://saigaiin.sblo.jp/
http://saigaiin.sblo.jp/article/186572588.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186572588.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186567938.html
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/0916-b0601.PNG
http://saigaiin.sblo.jp/


癌関係(11)
脂質異常(28)

 甲状腺・副甲状腺(19)
 婦⼈科(8)

 泌尿器・腎臓・前⽴腺(39)
 熱中症(7)

 ⽇記(20)
 その他(73)

 

過去ログ

2021年11⽉(16)
 2021年10⽉(17)
 2021年09⽉(13)
 2021年08⽉(16)
 2021年07⽉(12)
 2021年06⽉(16)
 2021年05⽉(16)
 2021年04⽉(14)
 2021年03⽉(18)
 2021年02⽉(19)
 2021年01⽉(16)
 2020年12⽉(17)
 2020年11⽉(15)
 2020年10⽉(17)
 2020年09⽉(19)
 2020年08⽉(14)
 2020年07⽉(17)
 2020年06⽉(14)
 2020年05⽉(21)
 2020年04⽉(18)
 2020年03⽉(18)
 2020年02⽉(18)
 2020年01⽉(19)
 2019年12⽉(14)
 2019年11⽉(15)
 2019年10⽉(18)
 2019年09⽉(18)
 2019年08⽉(14)
 2019年07⽉(14)
 2019年06⽉(16)
 2019年05⽉(14)
 2019年04⽉(18)
 2019年03⽉(19)
 2019年02⽉(19)
 2019年01⽉(15)
 2018年12⽉(16)
 2018年11⽉(20)
 2018年10⽉(20)
 2018年09⽉(18)
 2018年08⽉(24)
 2018年07⽉(18)
 2018年06⽉(18)
 2018年05⽉(20)
 2018年04⽉(19)
 2018年03⽉(20)
 2018年02⽉(14)
 2018年01⽉(14)
 2017年12⽉(20)
 2017年11⽉(17)
 2017年10⽉(22)
 以降はカテゴリーで検索してくだ

さい。

RDF Site Summary
 RSS 2.0

 

Efficacy and Safety of Peppermint Oil in a Randomized Double-blind Trial of .pdf

【消化器・ＰＰＩの最新記事】
軽症の結腸憩室炎に抗⽣剤は不要︖
IgG4関連疾患について
慢性膵炎の腹痛症状
⼤腸ファイバー検査の準備
過敏性腸症候群の⾷事

posted by 斎賀⼀ at 18:16| Comment(0) | 消化器・ＰＰＩ

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前: 

メールアドレス: 

ホームページアドレス: 

コメント: 

確認する 書き込む

0

ツイート

0

いいね︕

http://saigaiin.sblo.jp/category/4287988-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4322792-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4203558-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4230919-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4178287-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4204714-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4056563-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4248452-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202111-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202110-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202109-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202108-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202107-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202106-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202105-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202104-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202103-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202102-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202101-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202012-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202011-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202010-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202009-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202008-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202007-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202006-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202005-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202004-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201805-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201804-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201803-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201802-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201801-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201712-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201711-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201710-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/index.rdf
http://saigaiin.sblo.jp/index20.rdf
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/Efficacy20and20Safety20of20Peppermint20Oil20in20a20Randomized20Double-blind20Trial20of20.pdf
http://saigaiin.sblo.jp/article/189131324.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189117933.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189025445.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/188733972.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/188693645.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4161765-1.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/186567938.html#bbutton
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/186567938.html#bbutton
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=%E9%81%8E%E6%95%8F%E6%80%A7%E8%85%B8%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%81%AB%E3%83%9A%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%AA%E3%81%97%EF%BC%9F&url=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2Farticle%2F186567938.html

