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撃 ち て し 止 ま ん ！ I B  D 
 11 月 17 日 2005 年 

広島県呉市つばき会館 社会保険総合中央病院内科 高添正和医師 
 
■はじめに■  
こんにちは。 
 私が今回呉の講演会に来ることになった

のは、呉から来て下さった患者さんが私の

外来にいました。その患者さんから入院中

に講演会に出られない、講演会を聞いたこ

とがないと言われました。患者さん１人の

ためでもいいからお話ができたらなと思っ

ていたところ、呉市の保健所さんの方に話

をもっていって下さって今日こういうこと

になりました。 
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 今日、潰瘍性大腸炎は、二つの新しい治

療法のことをお話します。クローン病も治

療法がずいぶん変わってきました。例えば、

先々週東京で行われました大腸・肛門病学

会でも大腸ガンとならんで炎症性腸疾患

（IBD）をなんとかしなければいけないと

言われています。ちなみにわが国の学会で

最初に炎症性腸疾すなわち潰瘍性大腸炎と

クローン病のことを取り上げたのは、大

腸・肛門病学会であります。その学会の創

立者の１人が私どもの大腸・肛門病センタ

ーに以前いらした隅越幸男先生です。そう

いうこともありまして、なんとか患者さん

のためにもいいお話ができないかと思って

おります。 
 私は卒業して二十数年経ちます。昔の東

京国立第一病院、陸軍第一病院といわれた

病院が今の国立国際医療センターですが、

そこで研修をしました。研修が終わって消

化器のレジデントとして診察が始まった最

初の日の最初の患者さんがクローン病でし

た。以来その患者さんとは二十数年おつき

合いをしています。長くつき合っています

と、その人の本当の辛さ、その人がどうや

ってがんばり前向きに生きていくのかを目

の当たりに見ます。その患者さんは女性の

患者さんですが、生きざまを見ていますと、

自分自身を励ますひとつの材料となってお

ります。 
 今外来で診ている患者さんをどうしたら

いいか、まだ見ぬ患者さんたちをどうした

らいいのかということをつねづね考えてお

りまして、いろいろな新しいお話を聞いて

みなさんに持って帰っていただきたいと思

います。自分がすごく調子が悪ければ元気

な人の顔を見て元気をもらって帰っていた

だければと思います。今元気のある人は元

気のないなと思う患者さんに元気のオーラ

をあげて欲しいと思います。 
■ ■ ■  

 今日の講演のタイトルは「撃ちてし止ま

ん! IBD」です。元々のタイトルは「IBD 未

だ沈まず」でした。 
 みなさん、ご存じですか、「定遠（ていえ

ん）、鎮遠（ちんえん）未だ沈まず」。明治 27
年から 28 年にかけて、わが国は日清戦争の

結果近代国家となりました。明治 37、8 年

が日露戦争でした。すべて呉から出た軍艦

です。最初にわが国の海戦で勝ったのは、

日清戦争の黄海沖海戦です。その時「定遠、

鎮遠未だ沈まず」という有名な言葉が残っ

ています。 
 これは IBD にもいえることです。炎症性

腸疾患（IBD）はまだ退治できないのかと

つねづねみなさんは思っているでしょう。
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わが国では炎症性腸疾患(IBD)そのものに

たいする認識が今でもまだ不足しているよ

うに思います。それにもかかわらず患者さ

んの数が増えています。 
 歴史的に有名な人に松尾芭蕉がいますが、

彼も潰瘍性大腸炎だったのではないかと言

われています。 
 クローン病では、ワールドカップサッカ

ーが 2002 年韓国と日本でありました。あ

の時「BOOM」という公式テーマ曲を歌っ

たのがアメリカ人のアナスタシアでした。

この人もクローン病です。クローン病の患

者さんの中にはソウルオリンピックの陸上

競技の世界記録を持った人もいました。病

気だからといってめげることなく社会的に

頑張っている人はたくさんいます。 
■ ■ ■  

 これは宣伝なんですが、日本炎症性腸疾

患協会「CCFJ」といいますが、じつは私も

これに関係しています。保健所を通して

「IBD ニュース」を配布しています。（保健

所に行けばコピーしてくれます）それが

NPO に法人になりました。厚生労働省も

我々の活動を非常に好意的に見てくれてい

ます。協会の事務局がうちの病院の中にあ

り、病院とは一切関係がありませんが、何

かお困りになった時に電話(03-3364-0514)を
すれば個別的答えてくれます。インターネ

ットで「CCFJ」を検索エンジンで検索すれ

ば出てきます。(http://www.ccfj.jp/)これ

は、患者さんの会ではありませんが、患者

を中心にこういう病気に関心のあるコメデ

ィカルスタッフ、一般の人の支援を受けて

成りたっています。 
 
■炎症性腸疾患について■  (F03) 
 炎症性腸疾患（IBD）は潰瘍性大腸炎(UC)
とクローン病(CD)の二つを合わせたもので

す。以前は炎症性腸疾患は感染性腸炎も入

れてましたが、じつは全然違うものだとい

うことが分かってきました。潰瘍性大腸炎

(UC)は、原則的にはあくまでも粘膜の表層

だけの病気で大腸にしかありません。きわ

めてまれではありますが、小腸の方に病変

が出ることもあります。いずれにしても大

腸の病気であります。 
 クローン病(CD)は大腸の病気というより

も、むしろ小腸の病気であると思っていた

だきたいと思います。というのは小腸に病

変があるものは 98％ぐらいで、大腸だけの

病変はきわめて少ないと考えて下さい。 
 
■患者数■   
 患者さんの数は、潰瘍性大腸炎は 77.000
人ぐらいです。クローン病はもう 25.000 人

を超えました。この数は多そうでじつは多

くありません。 
 医療の中でたくさん患者さんがいるのは

高血圧です。治療の必要な高血圧の患者さ

んは日本に今 2.000 万人を超えます。治療

の必要な糖尿病は約 800 万人です。これら

の数と比較してみると潰瘍性大腸炎とクロ

ーン病を合わせて 10 万人という数はきわ

めて少ないんです。 

小腸型 小腸・大腸型 大腸型 

Transmural Inflamation 

クローン病  
(Crohn’s Disease: CD) 

潰 瘍 性 大 腸 炎  
(Ulcerative Colitis: UC) 

Mucosal Ulceration 
In Colon 

炎 症 性 腸 疾 患  
(Inflammatory Bowel Disease: IBD) 

F03 

 ところが、高血圧と糖尿病は歳をとって

病気になる患者さんが圧倒的に多いのです

が、潰瘍性大腸炎とクローン病は若くして

病気になります。むろん潰瘍性大腸炎の中

には 60 代に発症するまれな例もあります

が、多くは 10 代ぐらいに発症します。最近

私が経験したのは生まれて 10 日目に潰瘍

呉市医療講演会 11/17/2005 
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性大腸炎、クローン病と診断がついた患者

さんを知っていますし、いろいろ相談を受

けたこともあります。いずれにしても非常

に若い人が多く、これはガンや他の悪性疾

患とは違います。 
 炎症性腸疾患は、以前は亡くなる人がい

ましたが、そういう人は極めて少なくなり

ました。今はむしろ病気になった時から辛

い思いを繰り返していかなければならず、

若い人が長く戦っていかなければいけない

病気と言われています。したがって患者さ

んたちの日常の生活、学校、就職、そして

結婚、妊娠、出産、それ以外に生命保険な

どを含め、すべてにかかわるものの相談を

受けるような体制が必要だと思います。 
 
■クローン病を発見した人■   
 ウイルバーン・クローンという先生です。

1932 年クローン病に最初に近代医学の光

。 をあてた先生です

 潰瘍性大腸炎はじつは

非常に古くからある病気

だと言われています。トル

コのカッパドギアの遺跡

からは今でいう潰瘍性大

腸炎と思われる記録がた

くさん出土しています。アメリカでは今か

ら 150 年ぐらい前の南北戦争の頃に、黒人

の兵士に潰瘍性大腸炎が好発したという記

録があります。 
 クローン病は、ヨーロッパで出始めたの

ですが、ほとんどが貴族階級の人がかかる

病気でした。一番有名なのは 17 世紀のフラ

ンスのルイ 13 世です。当時の王様は亡くな

ると解剖したそうです。ルイ 13 世が亡くな

ったあと解剖すると、明らかに今でいうク

ローン病だという記録が残されています。

いずれにしても原因がよく分かりませんで

した。 
 当時世界中に蔓延していたのが結核です。

結核の中の腸結核が、クローン病とよく似

ていました。腸結核で有名なのは正岡子規

です。この人は腸結核で脊椎カリエスで 35
歳で亡くなりました。日本は昔、腸結核や

肺結核が非常が多く、それは今若い人が潰

瘍性大腸炎になったり、クローン病になる

のと同じでした。 
 ちなみに、私の伯父が旧制高校に行った

頃には、卒業する時に 4 分の 1 は結核で亡

くなっていたそうです。昔は結核は国民病

と言われていました。旧帝国陸海軍の健康

な男子のために、結核の患者さんをできる

だけ排除することをしていました。当時は

結核も遺伝する病気ではないかという間違

った認識があったそうです。 
 ちょうど結核や腸結核が流行っていた当

時、どうも結核とは違う病気があるらしい

ということをクローン先生が見つけました。

この先生がいたマウントサイナイ病院はニ

ューヨークにあります。ユダヤ系の人がお

金を集めて作った有名な病院です。患者さ

んだけで約 8000 人のクローン病の患者さ

ん、その倍ぐらいの潰瘍性大腸炎の患者さ

んを診ています。 

 CD 
ＵＳ（アメリカ）  104.1 
Japan（日 本 ）  5.8 

炎 症 性 腸 疾 患 の有 病 率  

F06 

 
■有病率の比較■  (F06) 

 実際には炎症性腸疾患（上がアメリカ下

が日本ですが）有病率は、潰瘍性大腸炎の

患者さんで 20 倍アメリカの方が多いとい

うことです。今アメリカの潰瘍性大腸炎患

者とクローン病患者を合わせると 90 万人

ということで、決して特別な病気ではなく

て普通の病気です。 
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 ■IBD の大統領■  (F07)  世の中の生活で一番変わったのはなんで

しょうか。日本で肉や魚など美味しい物が

輸入され、米穀通帳を使わなくてもお米が

食べられるようになったのは昭和 32 年以

降です。肉や魚をたくさん食べるようにな

り、脂肪の消費量が増えたからだと一般的

には思われていました。 

 アメリカでは IBDでとくに有名だったの

は、1949 年にアメリカの陸軍元帥だった人

がクローン病になりました。その人は 1953
年にアメリカの大統領になったドワイト.
Ｄ.アイゼンハワー、第 34 代アメリカ大統

領です。アイゼンハワーはドイツとの連合

軍との戦いの時に総指揮官でノルマンディ

ー作戦を指揮した有名な人です。1949 年に

クローン病になり最後は心臓病で亡くなり

ました。大統領就任中に 2 回手術をし、手

術記録はすべて公開されております。ここ

が日本と違うところです。ようするにアメ

リカでは普通にある病気です。 

 
■冷蔵庫との関連■  (F07) 
 昔、テレビと冷蔵庫、洗濯機が三種の神

器と言われていました。この三種の神器が

昭和 32 年以降増え始めました。クローン病

や潰瘍性大腸炎が出現し始めたのもこの頃

です。 
 レミケイドという薬がクローン病に効き、

繰り返し投与も効果があるということが分

かりました。アメリカでは 9 月 27 日(2005
年)に潰瘍性大腸炎にも繰り返し投与して

もいいように認可されました。 

 スウェーデンでは、野菜を外に置いてお

くと凍ってしまう国なので、冷蔵庫が発明

されました。その技術がアメリカに伝わり

1920 年代に冷蔵庫が登場しました。ちなみ

に 1932 年、昭和 7 年に日本は昭和金融恐

慌の真っ只中で大不況でした。その頃にク

ーラーがあったのは呉です。戦艦大和にも

クーラーがあったそうです。 

IBD の増加 

宿主感受

性の上昇 

免疫機能の

限定的刺激 

偏った食事 

衛生状態、下水施

設、冷蔵庫 

清潔な食

事と水 

密閉性の 

高い住居 
寄生虫の 

欠如 

新抗原への暴露 

F07 

 ようするに IBDの増加と冷蔵庫で食べ物

を保存することが何か関係あるのではない

かと最近言われ始めています。冷蔵庫の中

でマイナス 2 度から 4 度ぐらいの中で増え

る菌が関係しているのではないかと言われ

ています。 
 
■寄生虫との関連■  (F07)  
 寄生虫の欠如です。東京医科歯科大学に

寄生虫学の藤田鉱一郎先生がいらっしゃい

ます。『空飛ぶ回虫』という本を読んだこと

がある方もいるかもしれません。寄生虫が

減ったことによってアトピー性皮膚炎が増

えたと言われています。 

■IBD の増加の原因■  (F07) 

 クローン病や潰瘍性大腸炎の患者が増え

ていくのはなぜでしょう？低所得層の多い

国や食糧自給体制が整っていないところや、

非常に衛生状態の悪い国に多いわけではあ

りません。衛生状態がとてもいい国、例え

ば、スウェーデンやデンマークでも増えて

きています。 

 実際、寄生虫を使って治療できないのか

という考え方が一昨年アメリカから出てき

ました。ブタの中にいる旋毛虫を 1000 個

飲んでもらえれば効くのですが、効くから
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といって寄生虫の卵を飲むのはちょっと日

本人には無理でしょう。 
 寄生虫の欠如や衛生状態は腸内細菌が関

与しています。ですが同じ病気になっても

発症する人としない人がいるのと同じで、

体の抵抗力は遺伝的に決まっていると思わ

れます。 

 
■IBD 戦略マップ■   (F08)  
 みなさんの中には、10 年この病気になっ

ているが、なかなか進歩がない、新しい薬

が出ないと思っているかもしれません。じ

つは基礎的な研究はどんどん進んでいます。

最終的な目的は疾患の予防です。 
 インフルエンザのワクチンを打ちました

か。インフルエンザは非常に怖い病気で 1
回の戦争で亡くなる人数よりも多いと言わ

れています。今ではインフルエンザが流行

すると分かるとワクチンで予防ができます。

IBD（潰瘍性大腸炎、クローン病）の場合

はまだまだ予防はできませんが、基礎的な

研究が進み、最終的には疾患の予防ができ

ればいいなと思っています。 
 私は基礎の研究をしたことがなく臨床だ

けですが、新しい基礎的な知識がすぐ治療

につながる時代になってきました。残念な

がら、日本は少し遅れています。いろいろ

な大学があり、偉い内科の先生もたくさん

いますが、日本から治療薬や検査法が最後

までいった例は 1 つもなく、みんな水先案

内のことしかやっていないのです。基礎研

究をきちんとやってくれる先生がもっとい

ればいいなと思っています。 
 こういう戦略的なものの考え方が進みつ

つあるということだけは、頭に置いておい

て下さい。自分が医者をやれるのはあと 10
年くらいですが、その間にはこの病気は退

治できるだろうと思っています。たぶん潰

瘍性大腸炎の方が先になる可能性が高いです。 

上
皮
細
胞 

細
菌
・
上
皮
・
免
疫
シ
ス
テ

ム
の
相
互
作
用 

免
疫
細
胞 

Ｉ
Ｂ
Ｄ
病
態
形
成 

目
標
：
疾
病
の
予
防 

Ｉ Ｂ Ｄ 戦 略 マ ッ プ  

F08 

 
■IBD と遺伝子■   (F08) 
 クローン病についてアメリカとヨーロッ

パの患者さんを調べてみますと、NOD2 と

いう遺伝子の異常が見つかりました。これ

は 16 番目の染色体にある「IBD1」という

遺伝子の異常です。 
 みなさんは遺伝子の異常が見つかったと

いうと、すぐ「IBD は遺伝する」と思われ

るかもしれませんが、遺伝子の異常はみん

な持っています。遺伝子の異常のない人は

誰もいません。例えば、糖尿病にかんする

遺伝子はたくさんあります。高血圧にかん

する遺伝子もあります。遺伝する病気とい

うのは「Ｘ」と「Ｙ」の性染色体の遺伝子

の上にある場合は遺伝病になります。遺伝

子の異常があるからといって病気が遺伝す

るということではありません。 
 例えば、一卵性双生児（遺伝子的にはま

ったく同じ）で片方がクローン病や潰瘍性

大腸炎になった場合、もう一方が同じ病気

になる確率は約 40％です。40％というとす

ごく高いと思われるかもしれませんが、逆

にいうと一卵性双生児で 60％の人が病気

にならないということが何を意味するので

しょうか。 
 それは遺伝子の異常だけで起きるのでは

なく「遺伝的素因」に「環境要因」が加わ

らなければならないということです。糖尿

病でも高血圧症にも遺伝子の異常は見つか

っていますが、環境を変えれば発症を予防

できます。「生活習慣病」と名前をつけて、
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 多くの患者さんは 1)から 2)、3）ぐらい

でしょう。潰瘍性大腸炎の患者さんは 4)か
ら 5）の人も結構います。 例えば、ステロ

イドをなかなか減らせない。ステロイドを

減らせない場合を難治といいます。、それを

減らすためにどうしたらよいのか考えられ

ています。 

食生活を少し変えることによって病気を予

防する。それと同じでクローン病も潰瘍性

大腸炎も、もしかしたら生活習慣病となる

可能性も非常に高いということです。 
 ですから自分がクローン病や潰瘍性大腸

炎でも生まれてくる子供が、クローン病に

なったり、潰瘍性大腸炎になったり、必ず

病気になるわけではなく、そこには環境要

因が重なって病気になるということです。 

F10 

診断：確かにクローン病である ○ 

 

病勢：炎症の程度 △ 

治療：良い生活ができるか △× 

予後：ある患者さんが将来 ×
 どうなるのか 

 具体的には自分の子供が病気になる確率

というのは交通事故に遭う確率と同じぐら

いか、それよりも低いぐらいと考えていい

と思います。 

I B D 患 者 の 現 状  

F09 

状態 良い 

 1)緩解 

 2)手術による緩解 

 3)症状は緩和されている 

 4)薬剤に反応している 

 5)薬剤依存症になっている 

状態 悪い 

 6)症状酷い 

 7)手術が必要 

 
■クローン病の診断■   (F10) 

 クローン病の診断。これもなかなか難し

いんです。例えば、呉にもすごい先生がい

ます。肛門病変を診て、痔ろうを診ただけ

で、これはクローン病ですと言える先生が

います。広本先生といいます。昔うちの病

院にいらした薄井先生も、患者さんのお尻

の病変を診ただけで「クローン病です」と

いうことで紹介してこられて、うちで検査

をしたらそうでした。もう１人いますね広

大の外科の先生（呉の医師会病院）です。 

 
■IBD 患者の現状■   (F09) 

 患者さんたちの現状です。「緩解期」とい

う言葉があります。一般的には症状が良く

なり検査結果が良くなることを「緩解」と

言っていますが、本当の緩解というのは病

気が消えることです。内視鏡をして、病理

で細胞をとってみて炎症が消えた状態をい

います。2)手術をしたらある程度良くなる、

これも手術による緩解(surgical remission)
といいます。4)薬剤にある程度反応してい

る。5)ステロイドは、ある量を飲めば良く

なるが、量を減らすとまた悪くなる、薬物

に依存性になっている状態。6)何をしても

症状が辛い。7)手術が必要になってくる、

状態が悪いということであります。 

 肛門病変や大腸を診ることができる専門

の外科医はじつは少ないんです。大腸肛門

病学会の専門医は日本で 300 人足らずなん

です。診ればぴたりと当たるという先生は

そんなにたくさんいません。外科の先生が

必ずしも肛門病変のプロということにはな

りません。 
 例えば、大腸ファイバーを受けていると

しましょう、肛門なんか見ないんです。プ

ロなら分かると思っているんですが、それ

は嘘です。大腸ファイバーでは肛門は見え

ないんです。指で診断（触診）しないとで

きないものなんです。それを見て当てる人
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もいます。でもそれでクローン病と潰瘍性

大腸炎を鑑別ができないというのがありま

す。本当は血液検査をしたら、あなたはク

ローン病です、あなたは潰瘍性大腸炎です

とすぐ分かるのがいいわけです。 
 炎症の程度です（F10）。CRP（Ｃ反応タン

パク）を測れば分かるのですが、じつはク

ローン病の中には CRP、炎症の指標がまっ

たく正常なのに大量出血をする人がいます。

それは状態がいいんでしょうか。状態は悪

いんです。悪いけども外から診る方法がな

いんです。炎症の指標(CRP)が必ずしも比

例しません。 
 良い生活ができるか(F10)。 患者さんが将

来どうなるか(F10)？ 今のところまだはっ

きりしたものはないんです。 
 
■先痔ろう 後痔ろう■   (F09) 
 クローン病の場合は、下痢や腹痛という

消化器症状よりも先に痔ろう病変が出てき

た人の方が、手術の回数や患いの程度が軽

いということがはっきりしています。「先痔

ろう、後痔ろう」と私は言っています。 
 先痔ろうの方が 10 年 20 年というスタン

スでみたときは、後から痔ろうが出てくる

よりは（予後は）良いという結果が出てい

ます。 

 
■クローン病の活動性■   (F11) 

 これは発病の経歴をみたものですが、ク

ローン病の発症 5 年ごとに見ていった場合、

時間や年齢が経過してくるとクローン病の

ひどさは治まってきます。少なくても 60
歳を越えた人で再入院はほとんどありませ

ん。 

瘻孔タイプ 

狭窄・炎症タイプ 

10 15 20 5 

20

0

40
60
80
10
% 

クローン病 の累 積 手 術 率  

F12 

■累積手術率■   (F12) 

 手術率はすごく高いんです。クローン病

の場合は発症してから 10 年ぐらいすると

57、8％は手術になります。累積手術率があ

るということは現実の問題です。 
 これは古いデーターなんですが、今いろ

いろな新しい薬が出てきました。例えば、

ペンタサというお薬は小腸に効きますが、

このお薬は出てきてまだ 10 年経ってない

んです。以前はサラゾピリンしかありませ

んでした。今はプレドニンもあまり使わな

い。免疫抑制剤は、以前はあまり使われな

かったのが、今は使われるようになりまし

た。レミケイドも使われるようになりまし

た。 

F13 

痔ろうの経年変化 

・40 例中２５例に痔ろうを合併 

・クローン病診断痔ろうが先行・後発

で分類 

-先行型痔ろう10例、後発型痔ろう１５例 

・痔ろうの経過・予後 

-先行型１０例中 9 例が単純性痔ろう

-後発型 15 例中 8 例が難治性痔ろう

-難治性痔ろう 8 例中、在宅 IVH2 例、

 回腸ストーマ 3 例 

-全体に先行型痔ろうの方が予後が

 良好であった。 

F11 

クローン病活動性経年変化 

発症後５年間ごとの平均入院回数 

 ・発症５年間 28 回 

 ・６年目から 10 年目 14 回 

 ・11 年目から 15 年目 １３回 

 ・16 年目から 20 年目 12 回 

入院回数は経年的に減少した。 
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F16 

小児クローン病の特徴 
症状・合併症 

 小児 成人 
腹痛 74% 80% 

下痢 60% 68% 

発熱 66% 68% 

体重減少 48% 45% 
貧血 30% 10% 
口内炎 20% 7% 
関節痛 10% 3% 
肛門周囲膿瘍 
 6% 18% 
痔ろう 6% 46% 
身長増加不良 
 20%  

 病気のナチュラルコース（自然経過）は

少しずつ治療によって変えられる状況にあ

るといえます。これは必ずしも正しいとは

限らない。ただ手術になるということが高

いということは覚えてほしいと思います。 
 
■痔ろうの経年変化■   (F13)  
 これは先ほどいいましたが、先に痔ろう

が出た方が、後に痔ろうが出るよりも予後

が良いということです。 

F14 

I B D の 発 症 年 齢  

小児期発症例の比較 

欧米 
 20～30 %が１６歳以下の発症 
 10～15 %が 18 歳以下に診断 
 
本邦 
 UC 20 %が 20 歳未満 

（ 10 %が 15 歳未満）
 CD 30 %が 20 歳未満 

（10 %が 15 歳未満）

■小児クローン病の特徴■   (F16) 

 小児クローン病の場合は身長の増加が不

良になり身体が大きくならない、成育障害

も起きてきますので子どもの場合、できる 

粘液防御 
機能の変化 
･感染 
・NSAIDs 
･ストレス 
・喫煙など 

腸内細菌数 
の変化 
･抗生物質 
・食事など 

トリガーとして 

免疫 
再燃／増悪 

 UC CD 
･喫煙 ↓↓↓ ↑↑↑ 
・皮膚切除 ↓↓ 0 
･高い公衆 0 ↑↑ 
 衛生状態（小児科） 
･精製でんぷん 0 ↑ 
 食品の高摂取 
・周産期感染 ? ↑  
･授乳 ↓? ? 
・経口避妊薬 ↓? ? 

危険因子として 

環 境 因 子 

F22 

 
■IBD の発症年齢■   (F14) 

 小児の炎症性腸疾患。潰瘍性大腸炎もク

ローン病も非常に年齢の若い人に多いとい

うことがクローズアップされています。じ

つは小児科の領域ではこの病気のプロがほ

とんどいません。むしろ外科の先生が多い

といえます。 
 (F11)今のところ 15 歳以下の小児科でク

ローン病の 2003 年度受給者数は 761 人。

潰瘍性大腸炎は 3413 人です。この子ども

たちは全部大人になっていくわけです。 
 発育盛りの子供たちをどうするのか。食

事については制限すればいいとか栄養療法

があるのですが、いたずらに食事の制限は

良くありません。孤食（ひとりだけで食事

をすること）を子どもに強要するのはまず

いかもしれません。 
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だけ早く治療を開始しないといけません。

小児の場合、栄養療法をやるのが非常に効

果があります。早く治療を開始しないとい

けません。ある年齢以上になると身長がも

う伸びてこないですから早く治療しなけれ

ばいけません。 
 
 
■IBD の環境因子■   (F22) 

 先ほど「遺伝的なものがある」と言いま

したが、遺伝以外の作用するもので気をつ

けておかないといけないものは、クローン

病ではタバコです。潰瘍性大腸炎はタバコ

を吸ってもいいということになっています

が、クローン病の喫煙はもってのほかです。 
 病気になるとお薬で良くしようという考

え方があります。一番大切なのは悪くする

ような要因を除去することです。食事に気

をつけるということは、食事をしたら良く

なるというのではなく、悪くなる要因を除

きましょうということです。 
 （クローン病で）一回手術するのは仕方

がありません。一回手術したら、もう一回、

さらにもう一回手術を繰り返さないために、

あるいは、辛い症状が起きないようにする

ためには、タバコを止めた方がいいです。

再発率が 4 倍違います。4 倍という数字は

すごいです。だからクローン病の人は禁煙

した方がいいのです。 
 禁煙するのにはどうしたらいいでしょう。

タバコ一箱 250 円ぐらいですか。ひと月で

7,500 円。その後ろの人はどのくらい吸っ

てますか。「3 箱」、 22,500 円ですね。禁煙

するために一番簡単な方法は葉巻を吸うこ

とです。臭くて、どこでも吸えないからで

す。子どもさんはいるの？「いない」、だっ

たら、将来の子どもさんのために絶対止め

ないといけません。 
 潰瘍性大腸炎の人には、僕は北原白秋の

「タバコ喫（の）め喫め、喫め喫めタバコ」

という詩を歌ってあげるんです。やはり他

の病気、例えば呼吸器疾患や心疾患の罹患

率が高くなるといわれています。たんに体

に悪いから止めましょうではなくて入院率

や再発率が高くなるので止めたほうがいい

です。 

･狭窄 
・出血 
･大腸癌 
･腸管穿孔 
・中毒性巨大結腸 

腸 管 合 併 症 

F23 

■潰瘍性大腸炎の合併症■   (F23) 

 潰瘍性大腸炎の場合、気をつけなければ

いけないのはガンの問題です。私の病院で

は年間に潰瘍性大腸炎とクローン病の患者

さんの全身麻酔下の症例が 130～140 例ぐ

らいあります。緊急手術というのは潰瘍性

大腸炎の方が多いです。 
 巨大結腸症は、腸がダラーンと麻痺して

しまってすぐに手術をしないとまずいんで

す。みなさんは、外科と内科のこういう病

気のエキスパートの先生がいる病院ででき

るだけ診てもらうのが一番安全です。 

ＵＣ 

25
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0
302520151050

総過年数 

累

積

発

症

率

大 腸 癌 の リ ス ク  

F23 

■ UC の大腸ガン■   (F23) 

 潰瘍性大腸炎の大腸ガンは、診断を受け

て 10 年以上経ってくるとガンのリスクが

高くなります。10 年間良くなったり悪くな

ったりを繰り返してなかなか良くならない、

しかも病原範囲も非常に広い、すなわち全

呉市医療講演会 11/17/2005 
 



 
- 10 - 

大腸炎型の場合はガンが出てくるかもしれ

ません。ですから、内視鏡検査がとても上

手にできる先生に診てもらうのがいいでし

ょう。 
 大腸ファイバーは、潰瘍性大腸炎の場合

必ず最低でも１年に１回受けた方がいいと

思います。どうしてかというと、潰瘍性大

腸炎は粘膜の表層の病気です。そこを医者

の目で見て（視認）判断した上で治療を決

めていくのが一番簡単で確実な方法です。

クローン病は小腸に病変がありますから、

しょっちゅう病変を目の当たりにすること

ができません。 
 
■理学所見の大切さ■   (F23) 
 みなさん、お医者さんの所に行った時に

一番大切なのは、医者が自分の目で見るこ

と、触ること、臭いを嗅ぐこと、音を聞く

こと。これを理学所見といいます。この理

学所見を必ずとってくれる先生が一番いい

んです。 
 潰瘍性大腸炎やクローン病でお腹を触ら

ない医者はやめた方がいいです。なぜかと

いうとお腹を触って固い腫榴（しゅりゅ

う：しこり）が触れるか、触れないかとい

うことは、ひとつの大きなポイントとなる

からです。例えば、お腹の中に大きな固い

物（腫榴）がある。それだけで炎症が外に

及んでいるのか、膿が出てきている可能性

があるということだけでも分かります。 
 お尻をみる。肛門の先生はお尻を診る、

指を入れる（触診）と分かる。それは理学

所見なんです。医者の感覚に訴える物が一

番確かなんです。 
 みなさんが大きな病院に行って MRI や
CT スキャンをやれば、さぞかし分かるだろ

うと思うかもしれません。MRI や CT スキ

ャンをしてもクローン病も潰瘍性大腸炎も

診断はつけられないんです。 
 経過を診ることはできます。ですから大

腸ファイバーのうまい先生を見つけましょ

う。広島県内でも外科医はたくさんいます

が、大腸・肛門の専門医は数えるほどしか

いないと思います。１年に１回大腸ファイ

バーをやればガンを早く見つけることがで

きます。ガンといってもガンにいきなりな

るわけではなくて、ディスプラジア（異型）

という細胞が変な形に変わる時期があるの

で早く見つかります。 

F25 

危険因子 
 ・長期経過例 
 ・広範囲型 
  全大腸炎型 ＞ 左側大腸炎型 
 ・原発性硬化症胆炎 
 ・大腸癌の家族型 
予防因子 
 ・メサラジン製剤 
 ・薬剤 
 ・定期的な受診 

大 腸 癌 Ｕ Ｃ  

■ガンの予防のために■   (F25) 

 ガンの予防のためには何をしたらいいで

しょうか。潰瘍性大腸炎の場合、ペンタサ

（メサラジン）は飲んだり止めたりはいけ

ません。ずっと飲んでる人の方が大腸ガン

の予防になるというデータもあります。そ

れから葉酸（ようさん:ビタミンの一種）、

緑の野菜にたくさん含まれていますから、

緑の野菜を摂るということです。 
 ところが、ここに落とし穴があるんです

が、みなさん緑の野菜というとホウレンソ

ウはどうでしょうか？ホウレンソウをたく

さん食べてもなんの役にも立ちません。ホ

ウレンソウはシュウ酸が多いんです。シュ

ウ酸が含まれていると葉酸の吸収が悪くな

ります。貧血になるとホウレンソウがいい

といいますが、シュウ酸を抜くためにはア

ク抜きをしないといけません。鍋でクタク

タに煮たホウレンソウは美味しくありませ

ん。鉄分は多少摂れますが、なかなか栄養
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としては体に入らない。水溶性ビタミンも

そうです。少し熱を加えたり少しでも炒め

ると体に入りません。 
 葉酸はちゃんとお薬としてあります。例

えば、女性が妊娠している場合、妊娠の経

過を良くするには葉酸を使うのがいいとは

っきり分かっています。葉酸というのはビ

タミン剤ですからサプリメント（健康補助

食品）として売っていますし、主治医に言

えば出してくれるはずです。 
 それからガンを防止するためには、定期

的な受診。特定疾患の更新の時だけ病院に

行くのはやめましょう。 

■腸管外合併症■   (F26) 

 合併症の問題は、クローン病も潰瘍性大

腸炎でも起きます。皮膚に起きる場合はほ

とんどは大腸型のクローン病か潰瘍性大腸

炎です。診ていただいている先生に皮膚の

ことも関節のこともきちんと診てもらうの

が非常に大切です。 
 クローン病や潰瘍性大腸炎を診るために

は皮膚のこと（結節性紅斑、壊疽性膿皮症）

も知らなければいけないし、目のこと（虹

彩炎）も知らなければいけない、口の中（ア

フタ性口内炎）も必ず診てもらいましょう。

舌を見ただけで亜鉛の欠乏や鉄の欠乏、  
Ｂ12の欠乏が分かります。 
 
■潰瘍性大腸炎の治療指針■   (F26) 
 潰瘍性大腸炎の治療としては「サイクロ

スポリン」という免疫抑制剤、普通は臓器

移植に使われるお薬が非常に重症な場合に

効くというのがあります。それから白血球

除去療法（LCAP、GCAP）も非常に効きま

す。 

緩解導入 

緩解維持 

経口 
メサラジン 

1.6/日 

メサラジン 
経口+注腸 

4/日 

0

20

40

60

100 

メサラジン 
経口+注腸 

メサラジン 
注腸 

2.4/日 

経口 
メサラジン 

2.4/日 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 

F28 

New Combnation Therapy：潰瘍性大腸炎 

F26 

 ・関節炎 
 ・虹彩炎 
・結節性紅斑 
・壊疽性膿皮症 

 ・硬化性胆管炎 
 ・アフタ性口内炎 
 ・血栓塞栓性疾患 

腸 管 外 合 併 症：ＩＢＤ 

 もうひとつは(F28)ペンタサの注腸剤。経

口（錠剤）だと直腸型の潰瘍性大腸炎の場

合は直腸粘膜にペンタサの粘膜内濃度が高

くなりません。だったらお尻から入れたら

どうかということでペンタサの注腸剤があ

ります。メーカーはなかなか作れなかった

んです。需要が多くて間に合わなかったん

ですが、今年(2005 年)から潤沢に使えるよ

F29 

5-ASA：薬物到達に差が出る 
 左側型には 5-ASA が有効 
Steroid：骨への影響、成長への 
 小児患者への投与タイミング
 をどうするか 
免疫抑制剤 
 投与開始／中止のタイミング 

潰瘍性大腸炎の治療の工夫 
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うになりました。 
 私の病院ではクローン病は約 1000 人、

潰瘍性大腸炎と合わせると約 2500 人の患

者さんがいて 8 人ぐらいの医者が診ていま

す。このペンタサ（成分名:メサラジン）を

口から入れるのと注腸の両方でするともの

すごく効きます。 
 
■潰瘍性大腸炎治療の工夫■   (F29)  
 潰瘍性大腸炎の治療の場合、左側の結腸

すなわち下向結腸、Ｓ状結腸、直腸に薬が

十分到達する工夫が必要です。逆にいうと

下痢がひどい場合は薬は到達しないわけで

す。 
 ペンタサというお薬は原則的には病変部

にくっついて効きます。吸収されて効くわ

けではありません。 
 ステロイド（プレドニン）は、どういう

場合に使うのか。プレドニンをだらだら使

っているのはダメなんです。プレドニンは

あくまでも急性期だけの治療です。慢性期、

すなわち緩解期、安定期になった時にはで

きるだけステロイドは減らさないとダメな

んです。 
 困った時にエキスパートの医者は薬を全

部切ってみるんです。切ってみてどうなの

か、意外といいんです。そういうことをし

ないと薬の反応が悪くなります。 
 もう 1 つは免疫抑制剤、今後出てくるの

は「タクノリムス」という新しい薬です。

そういうお薬（の投薬）をいつ始めてどう

いうタイミングで終わるのかがとても大切

になってきます。 
 
■潰瘍性大腸炎で考えること■   (F30) 

 潰瘍性大腸炎で気をつけなくてはいけな

いのはインフルエンザです。クローン病や

潰瘍性大腸炎の人がインフルエンザになっ

た時には、どこの病院も入れてくれません。

入れてもらおうと思っていたら大間違いで

す。 
 どうしてかというと、入院患者さんには

お年寄りや命にかかわる重症な患者さんが

多いからです。インフルエンザだからとい

ってそこに入院させると、そこの入院患者

さんもインフルエンザになって亡くなるこ

ともあるからです。死にそうになっている

お年寄りは入れるが、そうでない人は入れ

ないということなんです。 
 効いてくるまでに時間がかかるので早め

にインフルエンザのワクチンを打ってくだ

さい。 
 「自分は今ステロイドや免疫抑制剤を飲

んでいるがインフルエンザワクチンをして

も大丈夫でしょうか」という人がいるよう

ですが、原則的には大丈夫です。ただ栄養

状態が悪いとワクチンを打っても、なかな

か陽性にならず抗体ができにくい場合があ

ります。場合によっては 2 回打った方がよ

いことがあります。だいたい陽性率は半分

ぐらいなんです。もともと体の弱い人は 2
回ぐらい打った方がいいかと思います。 

F30 

・従来の薬剤治療は４週間以上の

投与が必要 

・治療の影響によりビールス感染
症を考慮。 

  サイトメガロビールス 

・炎症反応が極端に高い場合は
感染合併を考慮。 

・手術すれば終わりという訳では
ない 

 回腸嚢炎 → 癌化 
 十二指腸病変が出現することがある 

潰瘍性大腸炎で考えること 

 それと潰瘍性大腸炎でよく言われてるの

は「サイトメガロウイルス」というウイル

スに感染していることがあります。サイト

メガロウイルスによる腸炎というのがある

んです。 
 ずいぶん昔、うちの病院で潰瘍性大腸炎

でこれは大変だという時に、これは、もし
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かしたらウイルス性の潰瘍性大腸炎ではな

いか調べたらサイトメガロウイルスの腸炎

だったという患者さんがいました。 

■IBD にたいする現在の治療法■ (F31) 

 炎症性腸疾患でとても大切なのは増悪因

子の除去であります。 
 今では潰瘍性大腸炎で急性悪化した場合

には必ずサイトメガロウイルスの抗体を測

ります。そのウイルスだと分かった場合に

は、すごく良く効くお薬「ガンシクロビル」

があり、それを投与すればすぐに良くなり

ます。 

 食事を気をつけるということで栄養療法

をやる。栄養療法をやったら良くなるとい

うことではありません。他の病気でもそう

なんですが、こんな食事をしたら良くなる

という食事はありません。 
 問題は、こういう食事をすると悪くなり

にくいということで増悪因子を除去します。  潰瘍性大腸炎は、手術すればもう大丈夫

とたいていの本には書いてあります。とこ

ろが必ずしもそうではないと分かってきま

した。大腸を全部取ってしまう場合（大腸

全摘）、小腸で便を溜める袋（パウチ、また

は J ポーチ）を作ります。そのパウチ（袋）

の部分に炎症が起きて、場合によっては長

く炎症が続くとガンが出たという報告がヨ

ーロッパで出てきました。手術すれば終わ

りということにはならなくなってきました。 

 あと対症療法です。下痢があったら下痢

止め、熱があったら解熱剤、痛みがあった

ら痛み止め。 
 多くは I)免疫機構の調節にかかわる薬

を使っています。5-アミノサリチル酸製剤

(5ASA)、これにはペンタサ、サラゾピリン

が入ります。 
 それからステロイドは、プレドニンです。 
 免疫抑制剤。潰瘍性大腸炎だと「サイク

ロスポリンＡ」「タクロリムス」です。これ

は重症から中等症ぐらいの入院が必要な患

者さんに使う薬です。 

 外科の先生たちは、それを回避するため

にいろいろな工夫を考えています。潰瘍性

大腸炎で大腸を切ったために（水分が吸収

されないので）下痢の回数が増えるとか、

（肛門括約筋を切り）便が漏れないために

どうしたらいいか。クローン病の再発を防

ぐのには、手術をした時に腸のつなぎ合わ

せをどうするか（斜めにつなぐなど）をい

ろいろ考えています。 

 この薬は、こういう病気に手慣れた先生

でなければ使いきれません。手慣れた先生

というのは、歳をとった先生のことではあ

りません。私は今 54 歳ですが私より年齢が

上の先生でこういう病気のプロというのは

極めて少ないと考えて下さい。全国で数え

るほどしかいません。大学教授クラスの 60
歳以上の先生で、この病気の専門医はほと

んどいないと考えて下さい。 増悪因子の除去 

食事療法 

栄養療法 

抗生物質 

i 免疫機構の調節 
5-アミノサリチル酸製剤 
ステロイド 
免疫抑制剤 
成分栄養剤 

ii 白血球・顆粒球除去療法 

iii 抗サイトカイン療法 
（抗 TNF－α抗体）
F31 

炎症性腸疾患に対する現在の治療法 

 その理由は私が昭和 52 年に卒業した年

の春に国家試験を受けたのですが、その時

始めて潰瘍性大腸炎のことが医師国家試験

に出たんです。ですからそれ以前の先生た

ちは知ってなくてもよかったということです。 
 昭和 63 年に初めてクローン病のことが

国家試験に出ました。この病気を知らなけ

れば医者にならない方がいいというぐらい、

この 2 つの病気のことは知らなければいけ
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ない時代になってきました。 
 それから(F31)成分栄養剤「エレンター

ル」かあります。 
 それから(F31)ii)白血球・顆粒球球除去療

法。腸の粘膜に炎症が及んでいますから、

炎症の元になる白血球だけを体の外に出し

てしまうという治療法です。 
 iii)抗サイトカイン療法。炎症が悪くなっ

ている時に病変の粘膜から炎症を悪くする

タンパク性の物質が出てきます。それが「サ

イトカイン」です。その代表が「ＴＮＦα」

という名前のサイトカインです。これを中

和することによって症状を良くしようとい

うものです。 
 ちなみにこの中で白血球除去療法を受け

た人はいますか。1 回いくらか知ってます

か。１回 145,000 円、10 回までできます。

レミケイドを受けたことがある人？これ 1
クール 1,050,000 円。これは特定疾患とい

う制度で得をしています。 
 レミケイド（ＴＮＦα抗体）をクローン

病の場合 8 週おきにやる治験（連続投与）

が行われています。潰瘍性大腸炎にも保険

適用するかを検討中です。 

■白血球除去療法の可能性■ (F32)  
 白血球除去療法は炎症を悪くする白血球

や（炎症を悪化させる）サイトカインを除

去します。免疫細胞の除去などの刺激を与

えたらどうかと今までもいわれていました。

先ほどのサイトカインを中和する治療（レ

ミケイドの投与）もそうです。しかし、そ

んな次元のレベルではないということも考

えなければいけません。 
 白血球除去療法は、腕の静脈に針を刺し

て血液を外に出し、カラム（フィルター）

の中を通し、また体に戻してやります。そ

うすると（カラムに白血球が吸着され）白

血球の数が減ります。ところが 15 分～30 分

すると逆に白血球が増えてきます。（動員） 
 この白血球はどこから来たのでしょう。

この白血球をみてみると非常に未熟な白血

球です（造血幹細胞から分かれたばかりの

白血球の赤ん坊）。普通の人にこのような白

血球が出た場合は白血病と考えます。白血

病は未熟な細胞しか出てきません。ではこ

れは何を意味するのか？この白血球は骨髄

にある白血球なんですが、なぜ出てきたの

でしょう？ 
 
■細胞動員■  (F35) 
 ようするに骨髄の細胞の動員が起きてい

るということがいえます。骨髄からの細胞

動員と腸管とは関係はあるのか？これが関

係あるんです。これを考えたのは岡本先生

という医科歯科大学の先生です。 
 ヒトには骨髄からの細胞が腸管の上皮の

細胞に存在します。腸管の細胞が良くなっ

ている時に骨髄からの細胞を使って良くし

ていることが分かってきたんです。これは

もの凄いことなんです。たかだかこれだけ

のことを 4 枚の写真で出しました。この先

生これだけで教授になってもおかしくない

ぐらいすごい研究です。 
F32 

LCAP は免 疫 細 胞 の除 去 や刺

激 とは 

まったく別 な次 元 で 

効 果 を発 揮 している可 能 性 はな

いのか？

F35 

ヒト骨 髄 由 来 細 胞 は正 常 上 皮 で

は分 泌 型 上 皮 に入 る 

■骨髄からの細胞で再生される■  (F35) 

 「ヒトの骨髄からの細胞は正常上皮では

ほとんど上皮膜細胞に入る」これは何かと

いうと、腸にある上皮は、栄養や水分を吸

収するための吸収上皮と、腸管の中をうま

く物が流れていくようにするための分泌型

上皮の 2 つの作用があります。 
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 CRP が陰性で症状が取れても病変が残

っていては困ります。また悪くなります。

それをどうするかということなんです。 

 腸というのは吸収をするための上皮（吸

収上皮）がおもな役割をします。しかし潰

瘍性大腸炎やクローン病の腸は吸収する上

皮が（炎症や潰瘍で）やられていますから、

本来の役割（栄養などの吸収）はお休みで

もいいわけです。では修復する方の上皮は

どうなのかという問題がでてきます。 

 白血球除去療法は、病変部の再生として

週 1 回（標準）より週 2 回、3 回やる方が

良く効くということが分かってきました。

これは潰瘍性大腸炎だけに限らずクローン

病にも使えます。  腸の上皮細胞は腸の組織に病変があると

それを良くしようとします。「杯（さかずき）

細胞」、「腸内分泌細胞」、「パネート細胞」

という分泌型上皮細胞に骨髄から来た細胞

（幹細胞）がどんどん使われることが分か

ってきました。つまり潰瘍が良くなってい

くには骨髄からきた細胞が使われます。 

 同じ 145 万円（10 回）やるのであれば週

1 回（標準）をだらだら（10 週）やるより、

大変ですが週 5 回やる方がいいです。白血

球除去療法を週 5 回もやれば貧血が起きる

でしょう。貧血が起きてもどうってことは

ありません。輸血すればいいんです。 
 だったら熱の原因となる炎症の細胞（例

えば白血球）を（白血球除去で）取ったり、

サイトカインを抑えたりする（レミケイド

を投与すると）と良くなるのは分かるんで

す。 

 クローン病も潰瘍性大腸炎も悪い白血球

をうまく調節して、モジュレートして、悪

いやつは取り除いていけば良くなるはずな

んです。 
 実際には多くの施設で週 2 回や 3 回をや

り始めました。同じ 10 回を週 5 回やって 2
週間で終わるか、週 1 回やって 10 週間入院

するかということです。ようするに白血球

除去療法は、緩解に導入と緩解を維持との

両方に使えるということが分かりました。 

 しかし、みなさんにとって大切なのはそ

ういう症状（熱や炎症、下痢）が取れても

病変が残っていては困るわけです。病変が

良くならないといけない、再生しないとい

けません。再生に骨髄細胞が使われるとい

うことが証明されました。  
■存在するけど培養できない菌■   

F37 

・従活性化細胞の除去・減数 
  →免疫機構の調節を行う 

・骨髄由来分泌型上皮細胞の動員 
  →腸上皮再生・分化制御の引き
  金を引く 

・炎症性腸疾患治療の基本である
「免疫機構の調節」「上皮再生・分
化制御」の場面に作用する可能
性？ 

白 血 球 除 去 療 法 は  
 新しい潰瘍性大腸炎の治療です。潰瘍性

大腸炎の腸の粘膜を培養して何か見つから

ないかということを考えた人がいます。普

通こういう病気の診断がつく時には便の培

養をします。 
 Ｏ157（腸管出血性大腸菌）という大腸菌

は便の培養をしても診断の確定がなかなか

できませんでした。ようするに生きている

けど培養できない菌があります。そのこと

から研究が進み、（潰瘍性大腸炎の）粘膜病

変を直接培養しました。そこから見つかっ

た菌が「フゾバクテリウム・バリウム」で

す。この菌は潰瘍性大腸炎の人に非常に多

く見つかっています。 

■緩解導入と緩解維持■  (F37)  
 炎症性腸疾患の基本には、今悪い、熱が

あるとかの症状を取るためのこと（治療）

と、細胞が良くなっている状態を地固めで

きる（病変部の再生する）ことの 2 つが必

要です。 
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■抗体を調べる■  (F37) 
 次のステップでそういう菌が体の中にい

れば、体が菌にたいする抗体を作ることが

分かっていますから、その抗体を測定した

らどうかと考えました。 
 その結果、潰瘍性大腸炎の人はその抗体

の値が非常に高く、クローン病ではその抗

体が高くないということが分かりました。 
 もしこの血清抗体を測って抗体の値が高

い人にはこの菌がいます。菌がいるのであ

れば取り除いたらいいだろうということに

なります。みなさんは胃ガンの原因の菌「ヘ

リコバクターピロリ」をご存じですか？そ

れを証明した人は呉市の人です。呉共済病

院に前いらした上村直実先生（現・国立国

際医療センター第一消化器）です。 
 この先生はヘリコバクターピロリ菌が胃

にいることによって胃ガンが起きることを

証明した人です。消化器病の分野では場外

ホームランを打ったぐらいのことで、胃ガ

ンは（ピロリの）除菌をすれば発生率を下

げることが分かりました。例えば、肝炎ウ

イルスを体の外に出す治療法ができれば肝

炎や肝ガンが少なくなるでしょう。Ｃ型肝

炎もＢ型肝炎もそうです。インターフェロ

ンが出てきました。 

■UC の多剤併用療法■  (F46) 

 潰瘍性大腸炎もフソバクテリウム・バリ

ウムという菌があるんだったら除菌したら

どうかと考えた人がいました。その菌を殺

すにはどうしたらいいのか。それは「ＡＭ

ＰＣ（商品名：パセトシンなど）」「テトラ

サイクリン」「メトロニダゾール（商品名:
フラジール）」という 3 つの抗生物質を同時

に使えば除菌できるのが分かりました。た

だすごい量なんです。でもこれが効くんで

す。パセトシンを 6 カプセル、テトラサい

クリン 6 カプセル、フラジール３カプセル

すごい量です。 
 ある潰瘍性大腸炎の患者さんをずっと治

療していましたが、なかなか良くならない。

ペンタサやサラゾピリンを使っても良くな

らない、先ほどの 3 つの抗生物質を使いま

した。抗菌剤多剤併用療法（ＡＴＭ療法）

を使って 2 週間しました。3 ヶ月後、非常

に良くなりました。この患者さんは 1 年後

も状態は良いようです。 
 抗生物質をたくさん飲めば、ご飯の味は

まずくなり、下痢をし、胸がムカムカはし

ます。当たり前ですよね、1 日十数錠飲む

のですから。2 週間だけです。 
 多剤併用療法の有効率は 80％を超えて

います。2 週間の薬代が 4500 円です。白血

球除去療法が 145,000 円（1 回）、1,450,000
円（10 回）です。 
 今、治験の第 2 層試験をほぼ終了して来

年(2006 年)早々にはキーオープンされてい

くことになります。そして第 3 層試験をし

て、もしかしたら保険適応になるかもしれ

ません。この 3 つの薬（AMPC、テトラサ

イクリン、メトロニダゾール）は変わった

お薬ではありません。どこの病院に行って

も置いてある薬です。（保険）適応があって

薬を使うのではなく、患者さんがいて病態

があって薬があるわけです。適応は後から

つけているわけです。よく主治医と相談し

て下さい。1 度トライしてみてもいいと思

います。 

4 

5 

6 
7 

F46 

１ ステロイド離脱に簡単で有効 
２ ステロイド依存症・抵抗性の UC

に有効 
3 緩解維持効果もある 

ステロイド治療拒否例に新治療と
して 

投与後、約 2 週間以内に効果が
現れる 

重篤な副作用がない 
治療費が安価 

【抗菌剤多剤併用療法の利点】 

 
■ペンタサの量を維持する■  (F37) 
 クローン病・潰瘍性大腸炎になった人は、 
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「ペンタサ 9 錠飲んで下さい」「12 錠飲ん

で下さい」と言われてびっくりします。「へ

ー、こんなに飲むのですか」と最初思った

と思います。潰瘍性大腸炎の人は、一日 9
錠飲んで下さいと言われると整腸剤を含め

て十数錠飲むことになります。 

 腸の中にはいろいろな菌がいます。それ

にたいするセンシティビィティ（感度）が

すごく強くなるらしいということが分かっ

てきました。 
 自分の経験ですが、手術の後にちょっと

した感染が起きても普通の患者さんならす

ぐに良くなりますが、クローン病の患者さ

んの場合、急激に熱が出ることがあります。

手術もしていない、IVH（中心静脈栄養）

もしていないのに、熱が出ることがありま

す。そういう患者さんの血液を採って（検

査をしても）何も出てきません。血液の中

に菌は入ってない。なのに熱だけは出る人

がいます。 

 潰瘍性大腸炎の人は２週間ぐらい飲むと

最初は効きます。「効いた、効いた」診てい

る先生からも「薬を減らしましょうね」と

言われると、自分も減らしたいものですか

ら減らします。しばらくするとまた悪くな

ります。今度は（ペンタサの）前の量では

効かなくなります。潰瘍性大腸炎で一番困

るのは、自分で薬を勝手に止めたり、増量

することです。  例えば 100 の数の菌にたいして普通の人

だったらうまく対処できるのに、クローン

病の場合は10や1ぐらいの菌の量に反応し

て熱が出るということが分かってきました。

バクテリアを認識することにかかわる遺伝

子（NOD2）の異常がありますから、ちょ

っとした刺激にたいして過度に反応してし

まいます。どうも一般的な菌が関係してい

るらしいことが分かってきました。 

 
■クローン病の増悪の原因■  (F37) 
 クローン病はさまざまな細菌が体の中に

入ってきて起きる病気ということが分かり

ました。例えば、状態が悪い時にストマ（人

工肛門）をつけて便の流れを外に出すだけ

でも良くなることがあります。クローン病

の人が悪くなった時に、食事を遮断して中

心静脈栄養（IVH：栄養剤を 24 時間点滴す

る）をしているだけでも良くなることがあ

ります。 

 もうひとつは、（腸管の）粘膜の中に入っ

た後にいろんな反応が起きます。「CD4+リ
ンパ球」というのがありますが、これはク

ローン病の患者さんがエイズになってエイ

ズが悪くなったらクローン病が治ったとい

う報告が立て続けに出ました。そこでリン

パ球の働きがはっきり分かってきました。

このリンパ球の働きをどうするかというの

が今大きな問題になっています。 

 しかし、食事を再開したり、ストマ（人

工肛門）を戻して便がまた流れるようにな

ると悪くなることもあります。はっきり言

えるのは便の流れの中に悪さをする物があ

るらしいということが分かりました。先ほ

どの潰瘍性大腸炎の場合のようにフソバク

テリウム・バリウムといった特別な菌が悪

さをするのでしょうか？どうもそうではな

いらしいということが分かってきました。 

 一番簡単なのは、（レミケイドを使って）

このリンパ球から出てくるサイトカイン、

例えば「IL6」「ＴＮＦα」という炎症を悪

くするようなタンパク質を除去してしまえ

ば症状が良くなることが分かっています。 
 なぜかというと、（講演会の）最初の方で

「NOD2」という遺伝子の異常が見つかっ

たといいましたが、「NOD2」という遺伝子

はバクテリアを認識することにかかわる遺

伝子です。 

 しかし、リンパ球を上流から活性化する

部分をブロックしないと、また悪くなりま

す。上流の所にブロックをかける方法は、
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免疫抑制剤を使うことです。（上流をブロッ

クして）リンパ球をリセットしてしまえば

いいのです。 

■クローン病と免疫抑制剤■   (F47)  
 最近とくに有名になってきたのは「IL6」
や「ＴＮＦα」を抑える薬です。抑えると

すぐ良くなることが分かっています。 
 「メソトレキセート(Methotroxate)」。
これはリンパ球の働きを抑える薬で、じつ

は日本ではあまり使われていません。これ

はリウマチの患者さんによく使う薬です。

私は、クローン病や潰瘍性大腸炎の人には

あまり使いたくなかったんです。なぜかと

いうと若い人の病気ですから、長く使える

か不安がありました。細胞の核の中に入っ

て作用しますから 10 年後、30 年後にガン

が起きないのかという心配がありました。

しかしイギリスで 30 年以上免疫抑制剤を

使った患者さんの長期経過を見て、ガンは

起きないということがはっきり分かってき

たので病院でも使い始めました。 
 原則的には免疫抑制剤は手術した後に使

います。代表的な薬は「メソトレキセート」

です。 
 
■クローン病と腸内細菌■   (F47)  
 バクテリアが関係しているということが

分かってきましたが、バクテリアを殺菌し

てしまえばいいのでしょうか？殺菌しても

意味はありません。なぜなら腸内細菌は

100 兆個あります。よく「ビヒィズス菌を

飲むといいです」といっていますね。例え

ばヤクルトの「Ｌ・カゼイシロタ株」は何

十億も菌が入っているらしいですが、これ

を飲んでみなさんは役に立っていますか？

腸のバクテリアは 100 兆個ですよ。私は効

くとは思えません。 

緩 解 導 入  

Pracebo 
n=54 
MTX 

39% 

18% 

n=41 

改 
善 
率 

（%） 

40

20

F47 

Methotroxate-クローン病  

 効くかもしれないから飲んでみようかと

いう程度だったらいいんです。私は味が好

きだから飲んでいます。ようするにエビデ

ンス（証拠）はないわけです。エビデンス

のないものを患者さんに勧められません。

はっきりいえるのは、腸内細菌を良くしよ

うと思ったら「ビタミンＨ（ビオチン）」を

飲むことです。それとビオチンの活性化を

上げる酪酸酸性菌を主体にした整腸剤で、

私は「ミヤＢＭ」を使っています。それプ

ラス、国際細菌学会でいわれているのは「コ

エンザイムＱ10」です。この 3 つを一緒に

飲むと良いということをフランスの人が言

っています。 
 とくにクローン病の患者さんで皮膚炎が

起きている人や、尋常性感染などの皮膚炎

を合併している人は今までは治らなかった

んです。しかし、ビオチンとミヤＢＭを飲

んだらきれいに治ったんです。尋常性感染

を伴ったクローン病の患者さんで、女の子

がそういう皮膚の症状になったんですが、

皮膚が透きとおるようにきれいになりシミ

も取れました。 
 ビオチンとはビタミン剤なんですが、ど

こでも置いていません。私もビオチンのこ

とをあまり知らなかったんです。尋常性感

染がある患者さんの治療のためによく調べ

てみたら、ビオチンのことが出てきたので

使い始めました。2 人だけに使ってみたん

ですが「先生治りました」といわれてちょ

っと驚いています。その患者さんは私が 15
年診ていて全然治らなかったんです。そう

いうふうに腸内細菌をコントロールするこ
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とも大切ですし、制菌的作用をやる意味で

も抗生剤など細菌をモジュレートするよう

な手法が良いようです。 

■シプロフロキサシン■  (F49) 

 アメリカ 911 事件の後、炭疽菌が入った

手紙が送られて大変だったらしいですが、

「シプロフロキサシン」という薬は炭素病

の時に使われる抗生物質なんです。この薬

を手術をした後も使うと再発率を下げられ

ることが分かりました。この薬を使ってい

る患者さんはみんないいんです。ただこれ

は抗生物質なのでいつまで続けるのか、ど

れぐらい飲むのかが良く分かっていません

でしたが、極めて少量でいいことが分かっ

てきました。1 錠 200ｍｇで 3 錠を 1 日 1

回でいいみたいです。 

○Placebo 

□Prednisone 

8 120 4

Prednisone For Induction of Remission 

F50 

○Plucebo 
□Ciprofloxacin 

(20or 10mg/kg)

C 

D 

A 

I 

Ciprofloxacin  
220

180

160

140

120

100
6543210

月 

Metronidazole 

大腸型 小腸・
大腸型 

小腸型 

Placebo 
Metronidazole 

(20or 10mg/kg) 

-100

-50

0

50

150

100

C 
D 
A 
I 

の 
変 
化 

F49 

■プレドニン■  (F50)  
 プレドニン（ステロイド）。潰瘍性大腸炎

の場合は基礎薬ですが、クローン病の場合

は、最初にステロイドを使うと緩解にもっ

ていくのにすごくいいんです。 
 薬の効く効かないというのは、普通は統

計学的処理をもって見ます。競馬で何馬身

も差がついていれば、素人が見てもどの馬

が勝ったか分かりますね。でも最近の競馬

は写真判定で鼻の差で勝敗が決まります。

しかし、鼻の差の（違いがある）薬はいら

ないんです。この薬は何馬身も離して効く

わけです。 
 ステロイドを使うと最初はみなさんに

「神様」といわれるんです。ところが痔ろ

うがある患者さんに使っていくと、痔ろう

がどんどん悪くなり膿が溜まっていくこと

があります。ステロイドを使うと最初の年

には 58％の人が良くなります。1 年後には

38％の人が手術を受けていたというデータ

ーが外国ではあるんです(F51)。実際に日本

でもそういうことがあります。 

手 術 
 

Surgery 

(38%) 

(n=28) 

緩解な
No 

Remission 
(16%) 
(n=12) 

ステロイ
ド 

Steroid 
Dependent 

(28%) 
(n=21) 

Partial 
Remission 

(26%) 
(n=19) 

部分緩
解

ステロイ
ド 

Prolonged 
Response 

(32%) 
(n=24) 

1-Year 
Outcome 

一年後 

Complete 
Remission 

(58%) 
(n=43) 投与直後 

Immediate 
Outcome 

緩解 

Outcome of Corticosteroid Therapy for CD 

F51 
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■サラゾピリン■  (F52)  
 クローン病にサラゾピリンをずっと使っ

ているとどうでしょうか。使っている人と

使わない人では差がない。鼻の差なんです。

だからサラゾピリンをずっと使っていても

意味がないということです。 

■ペンタサ■  (F53) 
 ペンタサはステロイドを減らす役割があ

るといわれています。ですが、使っている

人と使わない人の差は、ほんのわずかな差

です。 
 ペンタサをいつまで飲むんですがと患者

さんによく聞かれますが、潰瘍性大腸炎の

場合ずっと飲んでいる方がガンの予防にな

ることははっきりしています。 

24181260

○Placebo 

□Sulfasalazine 

Sulfasalazine for Maintenance of 
Remission : CD 

F52 

 クローン病の場合は、これぐらいの差だ

ったら満足するところではない。ほかの治

療を重ねなければいけないということです。 
 
■ステロイド■  (F54) 

 ステロイドは、病態が良くなっても使い

続けていると差がなくなってきます。だか

らステロイドはクローン病の場合は緩解維

持に使ってはいけないということです。 

17161514131210 9 8 7654321

○Placebo 

□AZA2 

Efficacy of AZA as Maintenance 
Therapy in Adults with Refiactory CD

F55 
□Mesalamin 

420300 360240180120600

○Placebo 

F53 

Mesalamine for Steroid Sparing 

■免疫抑制剤■  (F55)  
 では病態が安定したらどういう薬を使っ

たらいいかというと、AZA（アザチオプリ

ン、商品名:イムラン）という薬は使っても

いいでしょう。大人の場合は維持療法とし

て使ってもいいです。 
 イムランは免疫抑制剤で、60 人に 1 人が

髪の毛が抜ける副作用が出るといわれてい

ます。また 65 人に投与して白血球減少が 5
例います。 

○Medical Therapy 

□HOME ED 

2000 30001000 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

F56 

24181260

○Placebo 

□Prednisone 

Prednisone for Maintenance 
of Remission 

F54 
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 この薬を飲んでいる人は赤ちゃんの問題

は気をつけて下さい。妊娠出産の時は一番

気をつけないといけません。 

■成分栄養剤■ (F56) 

 これは成分栄養剤（エレンタール）です。

在宅でも成分栄養剤をやっている方が効果

があります。 

■イムランの効果と副作用■ (F66) 

 緩解維持に免疫抑制剤（イムラン）を使

うと 42％、使わなかった場合は 7％の人が

良くなるというデーターがあります。 
 これが免疫抑制剤を使った人です。左が

使わなかった人。これもそうです。狭窄が

あったのが広がるようになってきました。 
 
■骨髄と病気の関係■  (F56) 
 副作用です。免疫抑制剤を使ってリンパ

球の働きを少し抑えるという治療では、例

えばイムランを使うと白血球がどーんと下

るんです。白血球が下がらないと効いてこ

ないわけです。 
 白血球が下がりすぎたり、貧血が起きた

り、血液を作る骨髄の機能が落ち過ぎるこ

とがあります。例えば、白血球が 1000 を

切りました、白血球が 0 になりました。そ

ういう人は、無菌室に入ってもらいます。

いろんなバクテリアにたいする抵抗力がな

くなるからです。 

AZA 治療法 

・効きはじめるまでに、2、3 ヶ月か
かる。 
・PSL20-30mg/日とともに、または
 単独で AZA25-50mg を開始。 
・2 週ごとに PSL5mg を減量、AZA
 を継続 
・内服期間 しばらく（2-3 年）

血算、生化学検査  
・2 ヶ月まで 2 週間おき、以後 1 週
 間おき 

・AZA 

F62 

 そんな時にはどうするのか。骨髄を刺激

する「グラン」という薬があります。そう

すると骨髄機能が戻ってきてグワーと白血

球が増えてくるんです。それで良くなった

患者さんは副作用から脱すると 1 番長い人

で 10 年間緩解を維持しています。再入院は

ありません。今までに 3 人の女性がその治

療をして副作用から脱した後、結婚して出

産しています。2人目を産んだ人もいます。 
 
■骨髄を刺激する新しい治療法■  (F56) AZA による副作用 

・00 年 7 月から AZA を投与開始 65 人

・服薬中止にいたる副作用 7/65 
(11%) 

 -白血球減少(WBC<200) 5 例
 -貧血(Hb<8、下血なし) 1 例
 -全脱毛 2 例（重複）
 -四肢のしびれ 1 例
 -肝障害、脾炎、間質性肺炎な
  どはなかった。 

F66 

 なぜ骨髄からいろんなリンパ球や白血球

が出てくるのかというと、どうもリンパ球

をリセットしたからではないかと考えてい

ます。これは次のステップの治療につなが

ります。 
 今後出てくる治療法として、骨髄を刺激

することによってリンパ球をリセットさせ

るコロニーン・グラディオサイト・マクロ

ファージ・シツメイディン・ファクターと

いうものがあります。 
 そういう薬を皮下注射し週に 1 回ずつ打

っていくとクローン病がものすごく良くな

ります。来年治験が始まります。この方法

が一番安全かもしれません。 
 今までは減らすとか中和することで悪い

部分を減らしていく治療だったのですが、

今度は入れていく抜く、いろんなことがで

きます。 
 
■キメラでないインフリキシマブ■  
 今後「CDP571」という新しい薬の治験
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F69 

infliximab

CDP571 可溶結合型 
TNF-α 

膜結合型 
TNF-α 

膜結合型 
TNF-αの中和 

可溶結合型 
TNF-αの中和 

infliximab 
Etanercept 

マクロファージ活性化 T 細胞 

60%閉鎖
部分閉鎖

対象：外瘻を有する 
 クローン病 

Placebo Infliximab 
0

100

80

4

6

改 

善 

率 

(%) 

0

0

20

改善
緩解

Placebo Infliximab 
0

100

80

40

6

改 

善 

率 

(%) 

0

20

対象：難治性クローン病 

Infliximab 

F72 
が来年始まります（レミケイドは 75%がヒ

トタンパクのキメラ抗体でしたが、

CDP571 では 95%になる）。しかし、レミ

ケイドがありますので、もう勝負ありかな

と思いますが、まあいろいろな種類の治療

が出てきます。 

 
■レミケイドの有効率■  (F71) 

 レミケイドをニセの薬（疑薬:プラセボ）

と本物とでは明らかに有効率が違います。

緩解導入率に差があるということです。 
 
■難治性痔ろうの治療■  (F72) 

 お腹に穴（ろう孔）が開いてしまったり

難治性の痔ろうがある場合は、レミケイド

を使うと（ろう孔の）閉鎖率が非常に高い

といわれています。 
 ところが気をつけないと難治性の痔ろう

の時、直腸と肛門部にとくにに悪くなるよ

うなクローン病あった場合に、これを下手

に使うとまずいんです。どういう意味かと

いうと、あらかじめ肛門病の専門医に 1 回

診てもらって「シートン（膿を外に出す輪

をかける）」をかけてからやらないといけま

せん。ろう孔の膿が外に出るところにふた

が閉まって中の方に大きな膿（膿瘍：うみ

のふくろ）ができてしまいうことがありま

す。お尻だけの問題ではなく、今度は腹膜

炎を起こすことになりかねません。 

Yes Yes ? 

yes ? Yes 
有効性 

（リウマチ） 

有効性 

（クローン病）

Etarnercept CDP-571 Infliximab 

抗 TNF-α製剤 

F70 

外瘻閉鎖率（54 週） 

対象：外瘻を有するクローン病 

100
82
62
42
22

0 5443383327141042

10mg/kg 
連投 

5mg/kg 
連投 

27

38
臨床的緩解率（54 週） 

16

28

8
14

0
単回投与 

5
10
15
20
25
30
35
40

Infliximab 長期投与 

F73 

% 

20%

8%

14%
9%

Placebo 実薬
Infliximab 

Placebo  実薬
CDP-571 

Placebo  実薬
Etanercept 

 

5
1
15
20
25
30

緩 
解 
導 
入 
率 
(%) 

35

0

0

抗 TNF-α製剤（投与4週間後評価） 

F71 

33

4%
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 レミケイドという薬を使う場合、痔瘻に

対しては肛門病のプロと一緒に組まないと

絶対うまくいきません。 

在宅成分経腸栄養療法 

再燃 緩解 Step3

緩解 再燃 Step2

Step1

低脂肪 
残渣食50% 

成分 
栄養剤50% 

低脂肪 
残渣食 30% 成分栄養剤70% 

成分栄養剤 100% 

100

80

60

40

20

43210
0

緩 
解 
維 
持 
率 
(%) 

投与量別緩解維持率 

Nutritional Therapy（栄養療法）in IBD 

F75 

 
■レミケイドの長期投与■  (F73) 

 （レミケイドは）長期投与（8 週間おき）

しても良いとされています（現行は 3 回ま

で）。ただ値段が高いんです。レミケイドを

ずっと使っていくと非常に重篤な感染症に

陥る場合があります。私の病院ではすでに

140 人の患者さんにレミケイドを投与した

んですが、1人に結核が出てしまいました。 
 その患者さんはもともと結核があったわ

けでありません。やる前に呼吸器の専門家

と CT スキャンや胸の写真まで撮って確認

し、ツベルクリン反応もやって結核がない

ことが分かって打ったんです。ところが（レ

ミケイド投与）3 回目が終わった時に結核

が出てしまいました。すごくびっくりしま

した。 

40kcal/kg 

■ ツインライン 
■ エレンタール 

60
70
80

0
10
20
30
40
50

72% 
67% 

■ ED + 脂肪量 30.06g 
■ ED + 脂肪量 16.66g 
■ ED + 脂肪量 3.06g 

エレンタール(ED)1,800kcal/日 

60
70
80

0
10
20
30
40
50

80% 

49% 

28% 

脂肪の影響・活動期クローン病 

F77 

 レミケイドは、半減期が短い分打って 8
週間するとまた、打たなければなりません。

そうすると繰り返し使い、感染症のリスク

が高くなります。やはり手慣れた先生のと

ころできちんと受けなければいけません。 

F74 

・mmediate infusion reactions（間接
的浸出反応） 
  Headache, flushing, rash, fever,  
  abdominal pain, chest pain,  
  wheezing, anaphylaxis,（頭痛、紅
  斑な発疹、発熱、腹痛、胸痛、あ
  えぎ、アナフィラキシー） 
・Serum sickness-like sydrome（血清
病のような症候群） 
  High human anti-chimetic  
  antibody titers（高人間-反キメラ
  抗体価） 
・”Lupus-like” syndrome 
・Infection（感染症） 
  URI（上気道感染）, peri-rectal  
  abscess（直腸周辺の膿瘍）,  
  reactivation TB（結核の再活性
  化） 
・?Worsening of strictures（狭窄悪
  化） 
・?Risk of cancer（ガンの危険） 

Adverse Effects（副作用） of Infliximab 

■栄と養療法■  (F75) 

 栄養療法です。脂肪はどうでしょう。脂

肪で気をつけて考えないといけないのは、
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■手術と再発率■  (F85) 脂肪をたくさん摂ると腸を動かします。（脂

肪は）腸管の運動を亢進（活発に）させる

ので、腸管安静をとるためには絶対に脂肪

の制限が必要です。 

 手術は、クローン病の発症後をちゃんと

しないと再発率が高いということを覚えて

おいて下さい。 
 術後に 6MP などの免疫抑制剤を使うと

再発の予防になります。ですから免疫抑制

剤を使うのがいいでしょう。 

 炎症を悪くするサイトカインがあります

ね（TNF-αのような）。サイトカインから

タンパク性の（炎症を起こせと指令する）

物質が出てきます。リンパ球やマクロファ

ージの細胞の表面から出てきます。細胞の

表面とは、細胞の膜から出てくるわけです。

その膜を構成しているのは脂肪です。 

F86 

喫煙の有無による累積非再手術率 

(月)15105

累
積
非
手
術 
率 

100

60

20

0

80

40

-喫煙 (n=17) 

+喫煙(n=14) 

ED 療法続行群を対象として 

 脂肪は n-3 系（ω3:オメガ 3;リノレイン

酸、EPA、DHA など）と n-6 系（ω6:オメ

ガ 6）とあります。昔は油の宣伝でリノー

ル酸（n-6 系）がいいといっていましたが、

今はリノール酸がいいなんてどこにも書い

てありません。リノール酸はよくないとい

うことが分かってきました。 ■タバコの影響■  (F86) 

 タバコを吸っていると累積非手術率（手

術をしないでいる率）は下がっていきます。

つまりタバコを吸っていると手術率が高く

なります。手術を受けた人は必ず、必ず禁

煙しましょう。 

 最近はリノレン酸（n-3 系）がいいとい

うことになりました。テレビの宣伝も変わ

りました。n-6 系の脂肪（リノール酸など）

がよくないということになったんです。 
 脂肪の種類（n-6 系, n-3 系）の種類によ

って出てくるサイトカインの種類も量も違

うことが分かりましたが、今はまだ研究中

です。脂肪をたくさん取ると腸を動かすの

でだめだということを頭に置いていて下さ

い。 

 

Image 
Real Target 

TNF-α 
5-ASA 

F89 

Crohn’s Disease Therapy Image 

0.8
緩 
解 
維 
持 
率 

 
Placebo 

5-LIP 1.8

0.6

0.2

0

0.4

3018 126 12
期間（月）

Clinical 

術後再発予防 

F85 

■治療イメージ■  (F89)  
 今まで言ったことをイメージしてみると、

(F89)ここにペンタサ、サラゾピリン、ED
（栄養療法）、免疫抑制剤があります。ここ

にレミケイドがあります。 
 テレビ（NHK の大河ドラマ）で「義経」

をやっていますが、八島の合戦で那須の与

一が弓矢を射ました。1 本の弓矢だったら

剣の達人なら落とせるかもしれません。し
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かし、何千本の矢がきたら落とせないのと

同じで、たくさんのサイトカインが出てき

たら何をやっても効きません。 
 最初は効くんです。1 番最初に矢が放た

れる前に切る治療が必要になってきます。 

■骨髄移植■  (F90) 
 リンパ球がいろいろ悪さをする、さらに

（免疫の）上流の所で止めよう、というこ

とになってきました。リンパ球を叩かない

といけないという考え方は元々ありました。 
 これは 31 歳の男性の例（クローン病）な

んですが、病気になって 14 年ぐらい経って

いる人です。この人は狭窄があって手術を

しました。 
 ところが手術をしたら腎臓が悪くなって

きたんです。どうして腎臓が悪くなるのか。

普通クローン病や潰瘍性大腸炎はシュウ酸

結石や大腸に右半結腸性というと、尿酸結

石が出てくることはあるんです。IgA 腎症

（腎臓の糸球体に免疫グロブリン IgA とい

うタンパク質が沈着して起きる慢性糸球体

腎炎、腎生検で診断）でもない。なのにな

ぜ腎臓が悪くなっていくのか分かりません。

これはマズイということで腎生検しました。

そうすると腎臓に炎症が長く存在すると

「アミロイド」というタンパクが出てくる

ことが分かったんです。アミロイドという

タンパクは腎臓だけではなく心臓にも肺に

も肝臓にも沈着します。（沈着が）どんどん

進むと（臓器のはたらきが）機能的に落ち

ていき最終的には死亡します。 

経過 2 

F90 

・アミロイドーシス診断後 

・貧血が進行し、2 回入院し輸血をお

こなう 

・05 年 2 月 CF で回腸吻合部にクロー

ン病変をみとめた。 

・腎機能 BUN21、Cr2.4 と徐々に低下

した 

・このため全身性アミロイドーシスに

たいして自己末梢幹細胞移植

(HSBT)を考慮した。 

・自己末梢幹細胞移植によってクローン

病そのものも治療しうることが期待され

た。 

 

2005 年 2 月 18 日入院し 

 ●3 月 6-10 日 GCSF 投与 

 ●3 月 9-10 日自己末梢幹細胞採取、

計 9.4×105細胞 

 ●5 月 2 日 Cyclophosphamide 投与 

 ●5 月 2 日自己末梢幹細胞移植  

 ●9 日順調退院 

 アミロイドーシス（アミロイドが臓器に

沈着する病気）の予後は極めて悪いんです。

10 年経たないで死んでしまいます。クロー

ン病や潰瘍性大腸炎で人が死ぬことは今は

もうなくなっているのに、それ以外の合併

症で死ぬのはたまりません。 
 それでどうしようかということになりま

した。アミロイドは骨髄で作られているん

ですが、そこを変えてしまうような治療を

する、つまり骨髄を移植するしかないとい

うことになりました。 
 骨髄移植というと普通は、骨髄バンクを

想像します。登録した人が世界で約 1 千万

人いると新聞でいってました。この症例の

場合、自分の幹細胞(Stem Cell)、いろんな

血液の大もとになる細胞（幹細胞）だけを

取り出して、また自分に入れるんです（幹

細胞自家骨髄移植）。これをやればアミロイ

ドの沈着する状態が良くなり、救命できる

のが分かったので骨髄移植をすることにし

ました。これはクローン病自体の治療にも

つながりました。 
 この患者さんの状態ではあと 5 年ぐらし

たら再手術になる可能性が高いわけです。

この患者さんは大変な思いをしたんですが、

自己末梢幹細胞（普通は骨髄から幹細胞を

取り出すが、血液から幹細胞を取り出す）

をしたり、抗ガン剤のような薬を使いまし

た。そうすると自分の防御力がゼロになっ

てしまうんです。「エンドキサン」を使いま
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すから中には毛が抜けてしまうこともあり

ます。無菌室に髪の毛が抜け、帽子を被っ

た女の子の映画やテレビを見たことがある

と思いますが、あれと同じことが起きる可

能性があるわけです。 
 でもクローン病の時は極めて少ないんで

す。普通の人と同じ部屋でも、どうも大丈

夫らしいのでやりました。 
 アミロイドーシスを放っておくと全国統

計では 8 年でほとんど死んでしまいます。

骨髄移植をしたところ、この患者さんは腎

臓の機能もどんどん良くなり CRP も良く

なっていきました。 
 4ヶ月目に確認するために大腸ファイバー

をしました。クローン病も良くなっていま

した。 
 アメリカですでに6年前から12人の患者

さんにやり、11 人が 6 年間薬を飲まない状

態（緩解）が続いています。ドイツでも同

じ人に 2 回骨髄移植をして非常にいいとい

う報告もあります。中国の南京大学でも子

どもにこの治療をしたとと聞きました。 
 骨髄に動員をかけて、白血球除去療法を

やってリンパ球をリセットする方法。それ

から「グラニュロサイト・マクロファージ 
コロニー・スティミュレイティング・ファ

クター（顆粒球・マクロファージ コロニー

刺激因子）」（GM-CSF: Granulocyte 

Macrophage Colony Stimulating Factor）を使

ってリンパ球をリセットする方法とみんな

つながります。 
 しかし、この治療法（骨髄移植）をアミ

ロイドーシスのないクローン病の人にやり

ますかと聞かれれば、やるつもりはありま

せん。リスクが高すぎます。 
 インディージョーンズの映画で、下を見

ると奈落の底だった場合、普通だったら渡

れても、底が見えないと渡れなくなるのと

一緒です。向こう側にポンと飛べば良くな

るかもしれませんが、その間に地獄の釜が

開いていれば、自分の患者さんにやってみ

ることはできません。この患者さんの場合

はアミロイドーシスという地獄の釜が迫っ

ていますから、仕方なくやったんです。も

う 1 人の患者さんを来週やるつもりです。

こういう新しい治療が出てきたということ

です。 

Mid 

Moderate 

Serious 

 
手術 

インフリキシマブ 

抗生剤 
ペンタサなど 

MTX 
AZA/6MP 

Systemic Steroids

HSGT 
Surgery 

Infliximab 

Antibiotics 
5-ASA 

 

メトトレキサート 
アザチプリン 

全身性ステロイド 

F91 

■さいごに■  (F91) 

 いろいろな治療がありますが、造血幹細

胞自家骨髄移植というような概念の治療。

それに類した概念の治療法がクローン病の

場合はできる可能性があります。 
 潰瘍性大腸炎は先ほどの治療によって鬼

退治ができるかもしれません。  
（終り） 

 

 
高添先生から次の一文を付け加えるように要請がありまし

た。（神戸ポートピアホテルでの市民公開講座の CD キャンパスで） 

 「UC の直腸炎型は、直腸より口側の結腸のバイオプシー

をして炎症がないのを確認しないと（直腸炎型とは）確定

できない。」 

 UC といえば、直腸炎型が多いのですが、そうだからといって口側に
炎症がないか、はっきり確認した上で診断をつけてもらって下さい。 

（文責:南眞治）
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効果不十分 

イムラン 
50～100mg

フラジール
750mg 

プレドニゾロン 40～60mg 
減 量 ・ 離 脱  

減量・ 
離脱困難 

レ
ミ
ケ
ー
ド 

静
注 

  

㎎/㎏ 
5 

（在宅経腸栄養法） 

在宅経腸栄養療法 
1200kcal 以上 

外科手術

合併症が改善
しない場合 病勢が重篤な場合 

完全静脈栄養法入 院

and 
or 

ペンタサ 1.5g～3g 
（サラゾピリン）2g～3g

在宅経腸栄養法 
1200kcal前後 外 来 

ペンタサ 3g 
（サラゾピリン）3g～4g 

（緩解維持療法）

（薬物療法）

（栄養療法） 

用量は一日量を示す 

緩解有効 無効悪化 

ク ロ ー ン 病 治 療 指 針 改 訂 版  

経腸栄養法 

初診・診断時 
急性増悪期 

F68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


