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何日、出ないと便秘なのでしょうか？ 

実は、何日出なかったら便秘という明確な定義はありません。 “本来体外

に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態”を便秘と言い

ます。毎日出ないことは問題ではありません。たとえば３日に１回だとしても

スムーズに排便でき、スッキリ感があれば便秘ではありません。逆に毎日

出ていても、残便感があってスッキリしない、お腹が張って違和感があると

いった不快な自覚症状があるなら便秘が疑われます。 

 

排便と便秘のメカニズム 

食べ物が便になって排出されるまでの時間は約 24〜72 時間といわれて

います。それぞれの消化器官がベストなパフォーマンスを行うことでスムー

ズな排便につながります。逆に大腸の動きが活発すぎると、便の通過時間

が速くなり、水分の吸収が不十分になり、軟便や下痢になる可能性があり

ます。 

 

 

 

 

 



便秘の原因 

① 腸内環境の悪化 

ビフィズス菌などの善玉菌、悪さをする

悪玉菌、優位な方に加勢する日和見菌

（ひよりみきん）に分けられます。健康な

腸では、善玉菌が優位の状態で腸もよ

く働きます。ところが、偏食やストレスな

どで悪玉菌が増えると、日和見菌が悪玉菌に味方して腸内細菌のバラン

スが崩れてしまいます。腸内細菌のバランスを良好に保つことは、便秘の

解消にもつながります。 

 

② 運動不足 

腸も運動不足だと硬くなって動きが鈍ってしまいます。身体を動かすことで、

腸も伸縮したり揺さぶられたり刺激を受けて、便を先へと送り出すぜん動

運動の活性化につながります。 

 

③ ストレスは腸も緊張させる 

自律神経にはアクティブモードの交感神経とリラックスモードの副交感神

経があり、腸の運動に深く関わっています。腸はリラックスしているときに活



発に動き、逆にアクティブになると、腸の動きは低下してしまいます。つまり

ストレスを溜め込まないことが、便を溜め込まないことにつながります。 

 

④ 食生活の乱れは、便に直結する 

便の材料は食べたものです。食生活の乱れは便にそのまま反映されます。 

１日３食、規則正しく食べることは腸に刺激を与え、排便の習慣にもつなが

るので大切です。特に朝食は、眠っている大腸を起こして動かします。排便

を促す強い収縮運動は朝が最も強いので、朝食を抜くと絶好の排便タイミ

ングを逃すことになってしまいます。また、朝食後は便意がなくてもトイレに

行く習慣をつけると、排便リズムの回復につながります。 

 

 

⑤ 水分不足はカチカチ便に 

大腸はドロドロの食べカスから水分を吸収して便をつくります。水分が十

分に摂れていれば、適度に水分を含んだ腸内を移動しやすい硬さの便の

形成につながります。水分で便のかさも増すので、腸壁を刺激してぜん動

運動も活発になります。ところが水分不足だと、不足した水分を便から吸

収することになるため、便が硬くなってしまい、便が腸内をスムーズに移動

しにくくなってしまいます。 



便秘の場合は大腸にとどまる時間が長く、更に水分を奪われ、ますます硬

く出にくくなってしまいます。水分は一度に大量に飲むと体内に吸収されず、

すぐに尿となって排出されてしまうため飲み方も注意しましょう。 

 

 

食事から便秘解消を目指そう 

便秘になったら「食物繊維」という方も多いと思いますが、食物繊維は「便

秘予防」に効果はありますが、「便秘改善」には逆効果の場合もあるので

摂り方には注意が必要しましょう。食物繊維は様々な食材に含まれている

ので何を食べれば良いかは悩むところです。本日は美味しくなってきた秋

の食材として代表的な「さつまいも」、「かぼちゃ」、「きのこ類」を中心に便

秘解消に役立つ栄養素特徴的な栄養素、おすすめの食べ方等をご紹介

いたします。 



食物繊維には種類があります 

食物繊維は「ヒトの消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総

体」と定義されるもので、消化・吸収しにくい特性があります。1970年ごろ

に食物繊維が腸内で重要な役割を果たしているとの論文が発表され、今

では第6の栄養素とも言われるほど重要な項目としてとらえられています。 

 

食物繊維は、水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維

の 2種類あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キウイフルーツ 



 

 

便通を改善する「不溶性食物繊維」 

水に溶けない不溶性食物繊維は、水分を吸収してふくらむことで便のカサ

を増し、腸を刺激して便通を改善します。また、不溶性食物繊維の代表で

あるセルロースは大豆やごぼうなどに多く含まれますが、これらはしっかり

噛んで食べる必要があるため早食いや食べすぎ予防にも役立ちます。 

 

身体の中をきれいにする「水溶性食物繊維」 

ネバネバ質の水溶性食物繊維は、体内でゲル状になって老廃物を吸収し

て外に出す働きがあります。また糖質の吸収をおだやかにして食後血糖値

の急な上昇を抑えたり、糖質や余分なコレステロールの吸収を抑えて肥満

を防いだりする働きがあります。こんぶやわかめなどの海藻類に含まれる

アルギン酸が代表的で、野菜からは摂取しにくいこともあり、水溶性食物

繊維の摂取量を増やすことを意識することが重要視されています。 

 

 

 

 



さつまいも 

さつまいもに含まれる便秘解消に役立つ 2大栄養素 

① ヤラピン 

さつまいもを切った時に断面に染み出してくる白い液体です。さつまいもに

含まれる特有の成分で、熱に対して安定的、加熱調理をしても変質しませ

ん。腸のぜん動運動を促進し、便をやわらかくする働きがあります。 

② 食物繊維 

食物繊維は不溶性と水溶性どちらも豊富に含んでいます。ヤラピンとの相

乗効果で腸のぜん動運動を促進し、便をやわらかくすることが期待できま

す。 

 

ポイント① 「皮」  

さつまいものヤラピンを無駄なく摂るには皮ごと食べましょう。なんとなく

「皮はむくもの」と思ってしまいがちですが、便秘解消に役立つヤラピンや

食物繊維の多くは皮の付近に含まれています。また皮の付近にはポリフェ

ノールの一種の「クロロゲン酸」も多く含まれています。 

 

＊クロロゲン酸は、血糖値の上昇を抑制する糖尿病予防の効果や活性酸素の働きを

阻害する老化・ガン予防効果などの効果が期待され、注目されている栄養素です。 



ポイント② 「水分」  

すでに便秘が長い間続いている人が食物繊維を摂っても腸の中で膨れる

ばかりで、便秘が一向に改善しないということもあるでしょう。サツマイモを

食べる時は必ず水分を多めに摂りましょう。水分を多めに摂ることで食物

繊維に水分が吸収されすぎることを防ぐことができます。また、水溶性の食

物繊維も一緒に摂るのもおすすめです。汁物や、煮物にするなど水分のあ

る調理にすると、便秘にも効果があるでしょう。焼き芋やふかし芋で食べる

時は、暖かい牛乳やお茶を一緒に飲むようにしましょう。 

 

かぼちゃ 

ビタミン A C E(エース)と呼ばれる抗酸化作用の強いビタミンや食物繊維

が豊富に含まれています。ビタミン A C Eを一緒に摂取することで相乗効

果によって、美肌効果やアンチエイジング効果が期待できます。 

 

① 生活習慣病予防の効果も！β-カロテン 

β-カロテンは体内で必要に応じてビタミン A に変換されます。ビタミン A

は目の機能、皮膚や粘膜の健康を保つために必要なビタミンで、粘膜のダ

メージを回復する効果や免疫力を高める働きがあります。また、肌荒れ予

防にも効果が期待できます 



 

② 美肌を作る！ビタミンＣ 

ビタミン C はコラーゲンの合成にかかわるビタミンで、ストレスから体を守

る働きをします。活性酸素を消去する抗酸化作用があり、動脈硬化の予防

にも効果が期待できます。また、皮膚のシミやしわを防ぎ、傷や炎症の治り

をよくする効果があります。ビタミン C は水溶性のビタミンで熱に弱い性質

がありますが、かぼちゃに含まれているビタミン C は加熱しても壊れにくい

ことが特徴です。 

 

③ 血行を改善する！ビタミンＥ 

強い抗酸化作用を持ち、体をストレスから守り、老化を抑える効果がありま

す。不飽和脂肪酸の酸化を防ぎシミやしわの増加を防ぐ、毛細血管を広げ

て血行を改善する、悪玉コレステロールの酸化を防止して動脈硬化を予防

するなどの効果が期待できます。 

 

こうした栄養素は、一つ一つをみると一見便秘解消と関わりなさそうです

が、たとえばかぼちゃの摂取で肌がきれいになってストレスが減ったら、スト

レス性の便秘解消できてきたということも考えらます。 

 



きのこ類 

ビタミンやミネラルが豊富で、腸内環境を整える効果がある食物繊維や免

疫力を高めるビタミン D が豊富に含まれていることが特徴です。きのこに

多く含まれている食物繊維の一種βグルカンは、糖質や脂質の吸収を抑

える効果や整腸作用が期待できます。 

 

① 煮汁ごと食べる 

きのこにはビタミン B群やカリウムなどの栄養素が豊富に含まれています。 

水溶性の栄養素なので、栄養が溶け出た煮汁も一緒に食べられる料理に

することで栄養をムダなく摂取することができます。 

スープやあんかけなどにして煮汁ごと食べるのがおすすめです。 

 

 

② カルシウムが豊富な食材と一緒に食べる 

きのこに含まれているビタミンＤはカルシウムの吸収を助ける働きがありま

す。カルシウムが豊富な魚や乳製品などと一緒に食べることでカルシウム

の吸収率をアップすることができます。 

しらすときのこの混ぜご飯やクリームシチュー、グラタンなどがおすすめで

す。 



 

 

③ 油と一緒に食べる 

きのこに含まれているビタミン Dは脂溶性のビタミンなので、油と一緒に摂

取することで体内への吸収率がアップします。 

炒め物にしたり、和えものに油を加えるなど、油と一緒に食べるのがおすす

めです。 

 

 

④ 冷凍する 

きのこは冷凍すると細胞壁が壊れ、より旨味を感じられるようになります。ま

た、栄養成分も溶け出しやすくなるので栄養を効率よく摂取することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

便秘は食事だけでなく、様々な要因によって引き起こされ

ます。日々の心身の健康に努めることで便秘解消への近

道につながります。 



豚汁 

≪材料≫ 4人分 

さつまいも（かぼちゃ）1２０ｇ 

豚肉               ８０ｇ 

人参               ３０ｇ 

長葱               ２０ｇ 

サラダ油            1０ｇ 

水               １５０ｇ 

味噌              ３０ｇ 

醤油              １０ｇ 

顆粒だし            ４ｇ 

 

≪下準備≫ 

さつま芋は 3cm幅のいちょう切りにする。 

豚肉を 5ｃｍ幅に切る。 

人参はいちょう切りにする。 

葱は小口切りにする。 

≪作り方≫ 

① 鍋にサラダ油を入れ、豚肉を炒め、さつま芋と人参を加える。 

② 水を加えアクを取りながら具材が柔らかくなるまで煮る。 

③ 調味料と葱を加え、味を整えたら出来上がり。 

 

 

栄養価 1人分 

エネルギー 155kcal 

たんぱく質    4.2g 

脂   質      9.9g 

炭水化物    11.3g 

食塩相当量   1.8g 

食物繊維総量 1.5g 



 

きのこリゾット   

 

 ≪材料≫ １人分 

 

炊いた麦ごはん  １５０ｇ 

しめじ           ３０g 

しいたけ         ３０ｇ 

えのきたけ       ２０ｇ 

玉ねぎ          ２０ｇ 

トマト           １０ｇ 

にんにく          ４ｇ 

 

 

 

 

 

 

オリーブオイル   １５ｇ 

白ワイン        １５ｇ 

水            １００ｇ 

牛乳           ５０ｇ 

醤油            ５ｇ 

顆粒コンソメ      ３ｇ 

バター           ８ｇ 

とろけるチーズ   １５ｇ 

黒コショウ       適量 

パセリ          適量 

 

 

 

 

A 

栄養価 1人分 

エネルギー  467kcal 

たんぱく質      9.1g 

脂   質       26.9g 

 

炭水化物      42.8g 

食塩相当量     2.6g 

食物繊維総量   5.6g 



≪下準備≫ 

しいたけは短冊に切り、しめじとえのきたけはほぐしておく。 

玉ねぎは粗みじんに切る。 

トマトは半分に切り、種を取って角切りにする。 

にんにくはみじん切りにする。 

 

≪作り方≫ 

① フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れ香りがでるまで炒める。 

② 次に玉ねぎ、きのこの順に炒め、白ワインを加え、香りをたたせる。 

③ 水、牛乳と調味料Ａを加え、ひと煮立ちしたら炊いた麦ご飯を加えて煮

る。 

④ ある程度のとろみがついたら、とろけるチーズを加え、火を止めて混ぜ合

わせる。 

⑤ お皿に盛り、お好みでパセリ、黒こしょうをふる。 


