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ご了解ください・・・

本書は、現時点の医学知識に基づいて複数の専門医が協
力して作成したものです。しかし本書は、実際の医師の診
断、治療、助言の代わりとして作られたものではありませ
ん。人間の身体、病気の状態は個人差がありますので、疑
問点は主治医に相談されることが第一であり、その際の助
けとして本書を参考にして下さい。
日本消化器病学会ガイドライン作成・評価委員会は、
個々の患者さんに、本書で述べられた期待の効果が得られ
なかったり、本書の利用によって何らかの不利益が生じて
も、それに対して責任を負うものではありません。また本
書は医療者向けの診療ガイドラインと同様に、医療訴訟等
の資料となるものではありません。以上ご了解いただき、
本書をご活用下さい。

日本消化器病学会　2010 年 9 月 30 日





日本消化器病学会では、日常臨床の場でよく遭遇する消化器 6 疾患（胃食道逆流症、消
化性潰瘍、クローン病、肝硬変、胆石症、慢性膵炎）について、最新の科学的根拠に基づ
いた医師向けの診療ガイドラインを作成しました。しかし、これらの病気で悩んでおられ
る患者さんやその家族、また広く一般の市民の方々が、これらの病気がどのような原因で
おこるのか、病気を防いだり、悪化させたりしないためにはどうしたらよいのか、また根
拠に基づいた最適な治療にはどのようなものがあるのか、などについてよく理解すること
がきわめて重要であるというのが、現在の医療の基本的な考え方のひとつとなっています。
つまり、病気は医療者だけで治すものではなく、患者さんや社会全体が一体となって防ぎ、
治療していくことが重要なのです。日本消化器病学会が、医師向けの診療ガイドラインだ
けではなく、市民向けのガイドブックを発刊するのはこのような意図からです。
本書は、それぞれの疾患に関連した質問に対して専門家が科学的な根拠に基づいて回答
をおこなうという形式で記載されていますが、患者さんやその家族ならびに市民の方々の
すこしでも参考になることを願って簡潔に、またたくさんの図表を用いて読みやすくなる
よう心がけました。このため、日本消化器病学会の 6 疾患の診療ガイドラインとは内容も
体裁も異なります。病気のことをさらに詳しく知りたいとお考えの方は、医師向けの学会
の診療ガイドラインもご参考になさっていただければ幸いです。
本書の記事は、執筆時点での最新の科学的根拠に基づいて書かれていますが、推奨して
いる診断や治療法は、すべての人に一律に適用できるとはかぎりません。患者さんの病状
をよく把握しておられる主治医が標準的医療とは異なる治療を、病状に応じておこなって
いる場合もあると思います。また、その後の医学の進歩で、本書に記載されている根拠や
考え方が変わっている場合もありうると思います。自分の受けている診療上の疑問点につ
いては、よく主治医から説明を受け、自分の病気や治療内容をよく理解し、納得のうえで
主治医と一緒に病気に立ち向かっていくことが重要です。
日本消化器病学会では、このガイドブックを日本消化器病学会一般市民向けホームペー
ジでも公開し、市民の方々からのご意見やご質問にお答えできるよう設計する予定にして
います。寄せられたご意見やご質問は、新しい医学的根拠とともに次回の改訂に生かして
いきたいと考えています。ぜひ多くの方々がご利用いただきますようお願い申し上げます。

2010 年 9 月
日本消化器病学会ガイドライン委員会委員長

日本消化器病学会理事長
菅野　健太郎

日本消化器病学会「患者さんと家族のためのガイドブック」の刊行にあたって
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11
クローン病を
理解しましょう



どこにどのような病気がおこるのでしょうか？
クローン病では、慢性の特殊な炎症が口から肛門まで消化管のどの部分にもおこ
りますが、小腸（とくに大腸に近い部分）、大腸、そして肛門のまわりによくみられ
ます。炎症の結果、その部分に特徴のある潰瘍

かいよう

（深い傷）をつくって腸が硬くなり、
ときに出血することがあります。そして、腸から体の内外に細いトンネルが通じた
り（瘻孔

ろうこう

）、腸が狭くなってつかえたり（狭窄
きょうさく

）することもあります。普通は若いころ
に病気が始まり、腹痛、下痢

げり

、血便、発熱、肛門付近の痛みや腫
は

れ、体重減少など
の症状が、よくなったり（寛解

かんかい

：症状はないが、弱い炎症はひそかにある状態）、悪
くなったり（再燃

さいねん

）しながら長い年月続きます。また関節、皮膚、眼など腸以外に症
状が出ることもあります。適切な治療を受けて、寛解の状態をできるだけ長く保つ
ことが、質の高い日常生活を続けるためだけでなく、病気をこじらせないためにも
大切です。
クローン病は、よく似たところがある潰瘍性大腸炎

かいようせいだいちょうえん

とともに炎症性腸疾患
えんしょうせいちょうしっかん

（IBD）
とまとめて呼ばれています。病気の成り立ち、症状、経過などがよく似ていますが、
それぞれ別の病気と考えられています。

1
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よくある質問 11

お答えします

クローン病はどのような病気でしょうか？

クローン病とは、小腸・大腸などの消化管に特殊な炎症をおこす原
因不明の病気です。10 歳代後半から 30 歳代前半の若いころから始
まり、よくなったり悪くなったりしながら、長い年月続きます。この
病気を完全に治す治療法はまだありませんが、適切な治療により病気
をおさえて、健康な人とほとんど変わらないほどの日常生活を続ける
ことが可能です。

解　説



まれな病気なのでしょうか？
IBD は地域的に欧米諸国に多く、以前は日本人にはきわめてまれな病気と考えら
れていました。1975 年に当時の厚生省により、このまれな難病の原因を探り、よ
りよい治療法を開発するための研究班がつくられました。その後、現在の厚生労働
省の研究班の調査で、IBD が毎年増加し続けていることがわかっています。現在、
3 万人以上の日本人のクローン病患者さんがいて（潰瘍性大腸炎は約 11 万人）、けっ
してこの病気が少ない国ではなくなりました（図参照）。日本人がこの病気をもって
いる率（有病率）と新たにかかる率（罹患

りかん

率）は、韓国、オセアニア諸国、南アフリ
カとともに世界の中位とされています。欧米では女性に多い傾向がありますが、日
本人では男性にやや多いことが知られています。

2
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図　日本のクローン病患者数の推移（2008 年度末）

19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

30,563

5,000

0

（平成20年度　保健・衛生行政業務報告　厚生労働省）

（人）



原因はわかっているのでしょうか？
世界中の研究者が長い年月この問題に取り組んでいます。また厚生労働省の研究
班でも病気の原因究明に努力しています。しかし決定的なことはまだわかっていま
せん。現在明らかなのは、もともとこの病気になりやすい遺伝的な体質をもった人
が、食事やその他の環境の要素にさらされて、腸内の細菌や腸の粘膜の免疫を調節
する仕組みが障害され、腸に炎症がおこるということです（図参照）。

遺伝するのでしょうか？
患者さんの血縁関係にある人は普通の人よりクローン病にかかる確率がやや高い
ことが知られています。また家族内でクローン病が多く発生したという報告がいく
つもあります。したがってなんらかの遺伝的な原因があることが推測されています。
けれどもいわゆる遺伝病とは違います。最近は遺伝子の研究が盛んで、クローン病
にかかりやすい遺伝子があることも少しわかってきましたが、まだ研究段階です。

予防できるのでしょうか？
クローン病にかかりやすくする、あるいはクローン病の症状を悪化させるような、

3

2
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よくある質問 22

お答えします

どのような原因でクローン病になるのですか？

クローン病の原因ははっきりとわかっていません。遺伝子の影響で
この病気になりやすい体質をもった人に、さまざまな要素が加わって、
腸の粘膜の免疫が正常に働かず炎症がおこるとされています。クロー
ン病をひきおこす、あるいは症状を悪化させる要素として、食事内容、
喫煙、一部の薬剤などが知られています。

解　説



さまざまの原因が知られています。これらを危険因子と呼びます。危険因子を理解
して遠ざければ、クローン病にかかったり、具合が悪くなったりするのをある程度
予防できます。ただし、これらの危険因子をみつける研究の方法はやや不確実なも
のなので、科学的に十分証明されているわけではありません。
まず食事との因果関係を示す多くの研究があります。海外では糖質（とくに砂糖）

の摂取量が多いことが指摘されています。またわが国の研究でも脂肪と砂糖を多く
含むファストフードとの関連が示されています。しかしクローン病の危険因子と断
定できる食事内容は判明していません。
喫煙はクローン病の危険因子です。クローン病と喫煙は因果関係があるだけでな
く、禁煙により手術後の再発が低下することや、喫煙が薬剤の効果を低くすること
も知られています。いろいろな薬剤との関連が検討された結果、ある種の非ステロ
イド抗炎症薬（NSAIDs と呼ばれます）や経口避妊薬

ひにんやく

がクローン病の危険因子のひと
つであることが示されています。クローン病患者さんは禁煙し、これらの薬剤の服
用をなるべく避けたほうがよいでしょう。

1 ：クローン病を理解しましょう
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図　クローン病がおこる仕組み
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病気の状態をどのようにとらえるのでしょうか？
クローン病は複雑な病気です。診断がついたからといって、すぐに同じように治
療できるわけではありません。病気が消化管のどこにどのようなパターンでおこっ
ているか、現在活動しているのか、どのぐらい重症なのかを把握して、はじめてよ
い治療が可能となります。それを正しくとらえるために、時として患者さんに負担
となるような検査をおこなうこともありますが、その大切さをご理解いただきたい
と思います。
病気のおこる場所は、小腸・大腸（とくに回盲部

かいもうぶ

と呼ばれる小腸と大腸の境目に
近い部分）、そして肛門のそばに多いため、その場所に応じて「小腸型」、「大腸型」、
「小腸・大腸型」に分類されます（図参照）。また腸以外の消化管に病気がおこるこ
ともあり、皮膚、関節、眼など腸以外に症状が出ることもあります。
病気のパターンとしては、①消化管のある部位に炎症がおこるために生じるもの

（炎症）、②その炎症のためにほかの臓器や体の外に細いトンネルが通じるもの（瘻
ろう

孔
こう

形成）、③腸が分厚く硬くなって狭くなるもの（狭窄
きょうさく

）、の 3 とおりに分けられ、

1

●●● 6 ●●●

よくある質問 33

お答えします

クローン病の病気の状態や経過は人によって
違いますか？

クローン病という診断がついても人により病気の状態はさまざまで
す。病気が活発な状態なのか落ち着いているのか、どのぐらい重症な
のか、消化管のどこにおこっているのか、どのような病気のパターン
なのかなどを知ることがよい治療への第一歩です。クローン病患者さ
んの経過もまたさまざまですが、一般に日常生活の質が多少低下し、
長い年月では癌の発生率がやや高くなることが知られています。しか
し寿命は健康な人とほとんど変わりません。

解　説



それぞれ治療法が異なります。
また、炎症がおさまり症状が軽いまたはなくなる時期（寛解

かんかい

期）と、炎症が活発と
なりいろいろな症状のため日常生活に支障をきたす時期（活動期）では、治療薬や生
活制限の内容が異なります。

クローン病にかかると長い年月でどのような経過をたどるのでしょうか？
クローン病は活動期と寛解期をくり返しながら長期間持続する病気です。活動期
には症状や合併症のため日常生活が制限されます。仕事や学業に支障をきたすこと
も多いため、できるだけ早く寛解させ、それを持続させる治療が必要です。
クローン病患者さんでは、大腸、小腸、肛門の癌

がん

の発生率が、普通の人と比べる
とやや高いことが知られています。早期発見のための有効な検査法はまだ定まって
いませんが、専門医と相談したほうがよいでしょう。クローン病が寿命（生命予後）
に影響があるかについても研究されています。わずかに悪いほうに影響するという
ことが知られていますが、クローン病は生命予後に大きな影響があるような病気で
はないと考えてよいでしょう。

2

1 ：クローン病を理解しましょう
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図　クローン病がおこるおもな部位とその頻度

27％ 38％ 22％
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大腸型



どんな症状が現れますか？（図参照）
クローン病の症状は病気の部位や程度によってさまざまですが、“食事をすると下

痢やお腹の痛みがおこり、やがて栄養障害でやせてくる”という症状が典型的です。
クローン病と診断されるときに、腹痛と下痢が 70％以上の患者さんにみられます。
腹痛は腸に炎症や潰瘍ができるためにおこります。炎症によって腸が狭くなる（狭
窄）と、腸の内容物がつかえて強いお腹の張りや激しい腹痛がおこることがありま
す。下痢は腸に炎症や潰瘍

かいよう

（深い傷）ができることで消化と吸収が悪くなりおこりま
す。血便は 30％の患者さんにみられますが大量の出血はほとんどおこりません。肛
門の病変は半数以上の患者さんにみられ、切れ痔や肛門の潰瘍のほか、肛門の周囲
に膿

うみ

がたまったり出てきたりして痛みを生じます。肛門の症状だけがほかの症状よ
り先に現れることもあります。
体重の減少、発熱、全身のだるさ、食欲の低下などの全身症状は、診断がつくと
きに 40～70％の患者さんにみられます。腸の炎症により消化・吸収が悪くなって
いるため、栄養障害がおこり体重が減少します。また、炎症の悪化に伴って発熱が

1
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よくある質問 44

お答えします

クローン病になるとどのような症状が現れるの
ですか？

腹痛、下痢、肛門の症状などがよくみられます。お腹の症状のほか
に、体重減少、発熱、全身のだるさ、食欲低下などの全身症状や口内
炎もよくみられます。狭窄（腸が狭くなる）、瘻孔（腸とつながった長い
管状の穴）、膿瘍（膿のたまり）、大量の出血などの合併症がおこること
もあります。腸以外にも関節、皮膚、眼などに症状が現れることがあ
ります。また小児では、栄養障害のため成長の障害をきたすことがあ
ります。

解　説



みられます。一般的には微熱ですが、膿瘍
のうよう

（膿のたまり）などの合併症があると高熱が
出ることもあります。口の中の浅い潰瘍や口内炎も経過中によくみられる症状です。

腸におこる合併症はありますか？
腸におこる合併症としては、狭窄（腸が狭くなること）、瘻孔

ろうこう

（腸と腸、腸と体外、
または腸と膀胱

ぼうこう

・腟
ちつ

などの臓器の間に管状の穴が開きつながること）、膿瘍（膿のた
まり）があり、またまれにですが、大量の出血、大腸・肛門癌などがあります。ク
ローン病の経過年数とともに合併症は増加し、手術が必要となることが少なくあり
ません。瘻孔のうち、腸と腸、腸と膀胱など体内の臓器同士が潰瘍から生じた管状
の穴でつながった状態を内瘻

ないろう

、腸と皮膚が管状の穴でつながった状態を外瘻
がいろう

といい
ます。

腸以外におこる合併症と小児の合併症について
腸以外の全身にも合併症がおこることがあり、関節、皮膚や眼の病変などがあり
ます。関節の病変は 30％以上の患者さんにみられます。皮膚の病変は 2％程度の
患者さんに、眼の病変は 1～2％程度の患者さんに合併します。また、原発性硬化
性胆管炎と呼ばれる胆管の炎症で胆汁の流れがとどこおる病気がクローン病患者さ
んの 1～3％程度に合併します。小児に多い合併症としては成長の障害、骨粗鬆症

こつそしょうしょう

、
血管炎などがあります。小児の炎症性腸疾患患者さんでは腸以外の合併症が多いこ
とが知られています。合併症のなかには治療薬による副作用も含まれます。

3

2

1 ：クローン病を理解しましょう
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図　腸におこる合併症
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血液検査でわかることを教えてください
症状と診察所見からクローン病を疑ったら、炎症反応（白血球数、CRP、赤沈値

の増加）、低栄養（血清蛋白、アルブミン、コレステロール値の低下）、貧血（ヘモグ
ロビン値の低下）などの有無と程度をみるために血液検査をします。これらはクロー
ン病の活動の強さを反映していることが多いので定期的におこないます。

画像検査でわかることを教えてください
クローン病に特徴的な病変をみつけ、その位置や状態を確認するために、消化管
の画像診断をおこないます。クローン病は消化管のどこにでも病気がおこりますが、
病気の多い大腸と小腸の終わりの部分を調べるために、大腸内視鏡またはバリウム
注腸造影検査を優先的におこないます。大腸内視鏡は肛門から内視鏡を挿入し、大
腸と小腸の終わりの部分を直接観察して、生検病理検査（一部の組織を取って顕微鏡

けんびきょう

で調べる検査）もおこなうことができます。注腸造影検査とは、肛門に管を入れて
バリウムなどの造影剤と空気を注入し、大腸の X 線写真を撮る検査です。
大腸内視鏡および注腸造影検査では、縦走潰瘍

じゅうそうかいよう

（腸の縦方向にできた長い（きず）

2

1
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よくある質問 55

お答えします

クローン病を疑ったらどのような検査が必要で
すか？

血液検査により炎症の強さ、栄養の障害、貧血の程度などを調べる
ことができます。消化管の画像による診断（内視鏡検査や造影検査）に
よりクローン病に特徴的な所見を調べて正確な診断に役立てます。便
の検査などで、細菌などの感染による腸炎と区別します。必要に応じ
て、腸の合併症（膿瘍や瘻孔）を診断するために、CT（コンピュータ断
層撮影法）や MRI（核磁気共鳴画像）などの画像検査をおこないます。

解　説



潰瘍）や敷石像
しきいしぞう

（潰瘍のまわりの粘膜が盛り上がり、丸い石を敷き詰めたようにみえ
る状態）などのクローン病に特徴的な所見をみて診断をします。ほかにもいくつかの
クローン病に特有の所見をみつけることもでき、時には狭窄

きょうさく

（腸が狭くなること）や
瘻孔
ろうこう

（腸と体外または腸と体内臓器の間に管状の穴が開き、つながること）をみつけ
ることもできます。内視鏡検査のときに腸粘膜を小さくつまみ、その顕微鏡検査で
肉芽腫
にくがしゅ

というクローン病に特徴的な所見を見出すこともできます。
大腸の画像による検査で診断がついた場合でも、小腸造影検査や胃内視鏡で消化
管全体を検査して、病変の広がりや程度がわかると、適切な治療を選ぶのに役立ち
ます。とくに大腸内視鏡で診断がつかない場合は、小腸全体の検査および胃内視鏡
をおこなう必要があります。小腸造影検査は、造影剤を口から飲むか鼻から挿入し
たチューブから注入して、小腸の X 線写真を撮る検査です。
さらに診断に困ったときやより精密に調べたいときは、小腸の内視鏡検査をおこ
なうこともあります。日本で開発された小腸内視鏡が次第に普及してきました。小
さなカプセル型内視鏡を飲んで小腸を撮影する方法もありますが、今のところ日本
ではこの病気には認可されていません。

感染による腸炎と区別するための検査について
クローン病の正確な診断のためには、似ている病気を区別する必要があります。

腸結核などの感染による腸炎と区別するために、便の培養
ばいよう

検査や特殊な血液検査、
ツベルクリン反応などをおこないます。

腸の合併症を診断するための検査について
腸の合併症である膿瘍

のうよう

（膿
うみ

のたまり）や痔瘻
じろう

（膿が出る穴を伴う痔）を疑う症状があ
る場合には、腹部 CT や MRI 検査をおこないます。

4

3

1 ：クローン病を理解しましょう
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図　下部消化管内視鏡検査（大腸内視鏡）



慢性の炎症と発癌の関係について
慢性の炎症は癌

がん

ができやすくなる原因のひとつだといわれています。お腹の病気
においても、慢性の炎症と発癌は関係があり、たとえばピロリ菌（正確には「ヘリ
コバクター・ピロリ菌」といいます）による慢性胃炎から胃癌ができやすくなる可能
性が知られています。その理由についてはまだよくわかっていませんが、クローン
病患者さんにおいても長年にわたって炎症をおこしている部位に癌ができやすくな
る場合があることが知られています。

クローン病に発生する腸の癌について
クローン病患者さんは、一般の方と比べて大腸癌になる確率が 2.5 倍高くなりま
す。大腸型のクローン病患者さんに限ると 4.5 倍です。大腸癌発生率はクローン病
にかかっている年月が長くなるにつれて増えるとされています。クローン病患者さ
んの小腸癌の確率は一般の人と比較すると 33 倍とかなり高いように思えますが、
小腸はもともと癌ができにくい部位なので、実際に小腸癌ができることはまれです。
日本人の大腸癌の発生率は欧米と大差ありません。

2

1
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よくある質問 66

お答えします

クローン病になると癌になりやすいのですか？
どのようにしたらよいのですか？

クローン病患者さんでは、大腸癌、小腸癌をはじめとした癌を合併
する割合が一般の人よりも多少高いとされています。また、インフリ
キシマブやアダリブマブと免疫調節薬（アザチオプリンなど）を同時に
使うことによって、悪性リンパ腫を発生する割合が高まる可能性があ
ります。今のところこれらの癌を効果的に発見する方法や、癌の発生
を予防する方法は定まっていません。

解　説



クローン病に発生する腸以外の悪性腫瘍について
免疫をおさえる薬（免疫調節薬

めんえきちょうせつやく

、アザチオプリンなど）を使うことによって悪性リ
ンパ腫（血液の癌）などを発生する危険性が高まる可能性があります。その一方で、
悪性腫瘍の発生に差がないという意見もあり、クローン病およびその治療薬と腸以
外の悪性腫瘍発生の因果関係については十分にわかっていません。治療薬には病気
をよくするという利点もあるわけですから、副作用の可能性を恐れるだけでなく、
総合的に判断することが大切です。

悪性腫瘍の早期発見のための検査と予防について
経過が長いクローン病患者さんは、癌の発生の危険性が高まることを念頭に、内
視鏡検査や造影検査をおこなうほうがよいと考えられています。大腸癌に関しては、
定期的な大腸内視鏡と生検

せいけん

組織の顕微鏡検査をおこなうことが早期発見に有効とい
う意見がありますが、腸が狭くなったりして検査がむずかしい場合もあり、潰瘍性

かいようせい

大腸炎
だいちょうえん

のように一般的に普及していません。また、癌の発見を目的とした痔瘻
じろう

や小
腸の検査は、実際におこなうことがむずかしいのが現状です。
どのようなクローン病患者さんに発癌の危険性が高いのかについても十分にわかっ
ておらず、癌を早期に発見する方法は今のところ定まっていません。慢性の炎症と
発癌の関連が知られているわけですから、治療をきちんと受けてクローン病の状態
をよくすることが、癌予防のうえで大切です。

4

3

1 ：クローン病を理解しましょう
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図　発癌予防にはクローン病の治療が重要

癌が心配…



22
日常生活での

クローン病とのつき合い方



クローン病と診断された場合の治療の概要
クローン病は、経過中に症状がないけれどひそかに弱い炎症がある「寛解

かんかい

期」と再
び炎症が生じ症状が現れる「活動期」をくり返す病気です。現在のところクローン病
を完治させる治療法はありませんので、症状がある場合は早期にその症状をとり（寛
解を導入する治療）、症状が消失したら長期にわたってその状態が続くようにうまく
コントロールし（寛解を維持する治療）、患者さんの生活の質を高めることがクロー
ン病治療の目的です（図参照）。そのためにいろいろな薬を用いた薬物療法や栄養療
法、さらには手術による外科療法を組みあわせて症状をおさえると同時によりよい
栄養状態を維持し、炎症がおこるのを予防する必要があります（「よくある質問 9」
参照）。
症状が弱い（軽症から中等症）患者さんでは、多くの場合は薬物療法や栄養療法で
症状をおさえることが可能で、寛解を維持する治療を継続し生活上の注意を払うこ
とによって、普通の日常生活を送ることができます。症状が少し強い患者さん（中
等症）では、入院治療が必要となることもありますが、症状がよくなった寛解期に
はほとんど普通の生活に戻ることができます。
外来での薬物療法や栄養療法が効果なく、下痢が 1 日に何度もおこったり、腹痛
や発熱などの症状が続いて体重が減ったり、炎症の程度を反映する検査が高い値を

1
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よくある質問 77

お答えします

クローン病と診断されたら日常生活の制限が
必要でしょうか？

多くの患者さんでは普通の日常生活ができ、学校に行くことや仕事
に就くことができます。また症状がない寛解期には疲労がたまらない
程度の運動もできます。しかし症状が強いときや再燃をくり返す場合
には、食事や社会生活をおさえることも必要です。

解　説



示す場合には入院治療が必要となります。また腸管が狭くなり（狭窄）、食べたもの
が通過しないような症状（腸閉塞

ちょうへいそく

の症状）がみられる場合や、お腹の中に膿
うみ

がたまっ
た場合（膿瘍

のうよう

）は、入院のうえ、外科的な治療を選ぶことも必要です。

運動や日常生活に対する制限について
クローン病の長い経過では、症状や治療のために社会活動が強く制限されるよう
な患者さんは少数派です。多くの患者さんは通常の社会活動をしています。
症状がない寛解期の場合には、就労・就学はもちろん、疲労がたまらない程度の
運動もできます。しかし、活動期には心身の負担になるような運動は避けてくださ
い。ただし、安静をとることや社会生活を制限することが、クローン病の長期経過
によい影響を及ぼすかどうかは明らかではありません。むしろ適度な運動はクロー
ン病の勢いを弱め、精神的ストレスも減らす効果もあります。

2

2 ：日常生活でのクローン病とのつき合い方
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図　クローン病の治療目標
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食事の注意点はありますか？
クローン病をよくする効果が科学的に証明された食事療法はありません。しかし、
暴飲暴食や刺激物を避けるなどの注意をしてください。クローン病がおこるときや
炎症が続くときに、なんらかの食事中の成分が影響していることが考えられていま
す。食事を開始すると症状が悪くなることも多く、食事は無関係ではありません。
消化管に炎症がある場合には脂肪分や刺激物、繊維質を避けるべきで、炎症のひき
金となる物質を減らし腸の安静を保つ意味もあります。
クローン病ではさまざまな原因によって栄養状態が障害されますが、定期的に栄
養状態をみて、病気の状態によっては栄養剤の補給が必要となります。
食事の調節は、個々の患者さんで、またそのときどきの症状によって異なります。
絶対食べてはいけないものは基本的にありませんが、規則正しい食生活をするとと
もに、食べると調子が悪くなる食品類を避けることが必要です。食事内容や成分と
クローン病の勢いとの関連を示す証拠はほとんどありませんが、日本でおこなわれ
た研究によれば脂肪がクローン病の危険因子であることが示されています。小腸ま

1
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よくある質問 88

お答えします

食事にはどのような注意が必要ですか？
禁酒や禁煙をしたほうがよいのでしょうか？

活動期には腸への負担を減らすために、脂肪が少なく食物繊維が少
ない食品を選びます。さらに炎症が非常に強い場合や通過障害がある
場合には、食事の摂取を中断しなければならないこともあります。寛
解期でも脂肪の少ない食事が勧められますが、厳密ではありません。
過度の飲酒は控え、活動期には禁酒したほうがよいでしょう。喫煙は
クローン病の経過に悪い影響を及ぼします。クローン病と診断された
ら禁煙しましょう。

解　説



たは大腸の手術後では、手術によって切除した範囲によって食事内容を調整します。
一般に普及している健康食品や補助食品のクローン病に対する効果は明らかにされ
ていませんし、また安全性も確認されていないため勧められません。病気が落ち着
いているときであれば、食事に対して過度に神経質にならず、楽しい食生活を送る
ことも大事です。

飲　酒
飲酒がクローン病に及ぼす影響に関しては明らかではありませんが、一般的にア
ルコールは腸の粘膜に傷害をきたすことから、クローン病の病状を悪化させる可能
性はあります。寛解期であれば少量の飲酒は問題ないと思われます（図参照）。

喫　煙
これまでの研究によってクローン病の発症に喫煙が関与しているとされています。
また、薬や手術で寛解したあとの再燃率や手術率は、喫煙者のほうが非喫煙者に比
べて高いことが知られています。1 年以上禁煙できた患者さんのほうが、その後の
経過がよいことも示されています。これらのことから、クローン病と診断されたら
禁煙が勧められます。

3

2

2 ：日常生活でのクローン病とのつき合い方
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図　少量の飲酒は問題がない

喫　煙 飲　酒



33
クローン病の治療



クローン病治療の目的と治療方法
クローン病治療の目的は病気の勢いをおさえ、患者さんの生活の質を高めること、
すなわち長期間にわたって寛解

かんかい

を維持することを目標としています。そのためには
薬物療法、栄養療法、手術療法などを患者さんの状態に応じて選んで、症状の改善、
栄養状態の改善、炎症の再燃や手術後の再発を予防するように努めます（図参照）。

治療法の効果と安全性
どのような治療法でもそうですが、クローン病で用いられている治療法もまった
く副作用の可能性がないものはありません。しかし、治療の効果と副作用の危険性
を比べると効果の価値が高いものばかりです。また、治療薬によっては、短期間で
は安全であっても長期間使用すると副作用が出現することもあります。

薬物治療
クローン病の治療には、5-ASA（メサラジン、サラゾスルファピリジン）、ステロイ

3

2

1

●●● 22 ●●●

よくある質問 99

お答えします

クローン病の治療にはどのような方法があるの
でしょうか？

いろいろな薬剤による治療、経腸栄養剤や点滴などによる栄養療法、
そして手術などがあります。病気の重さ、病変の部位やタイプなどを
考えて、もっともよい治療法を選びます。病気が活動していれば炎症
の沈静化（寛解）を目的として薬物療法や栄養療法をおこない、特殊な
病変がある場合や内科的治療の効果がない場合には外科手術をおこな
います。これらの治療により寛解になったら、その状態を維持する内
科的治療をおこないます。

解　説



ド薬、免疫調節薬
めんえきちょうせつやく

（免疫を抑制するアザチオプリンなど）、抗 TNF-α抗体（生物学的製
剤と呼ばれる抗体：インフリキシマブ、アダリムマブ）という薬剤がおもに用いられま
す。その他にも抗菌薬（シプロフロキサシン、メトロニダゾールなど）も用いられます。

栄養療法
液体の栄養剤を口から飲むか、またはチューブを鼻から胃の中に通して、そこか
ら注入します。症状が重いときには食事を摂らずに、静脈から栄養分を補給する完
全静脈栄養療法が必要となります（「よくある質問 14」参照）。

顆粒球除去療法
これまで潰瘍性大腸炎の治療に用いられてきた白血球除去療法のうち、顆粒球

かりゅうきゅう

除
去療法がクローン病にも承認されました。血液を体外に循環させ、炎症をおこして
いる白血球を吸着させて取り除き、また血液を戻す治療法です。

外科的治療
クローン病の外科手術は、病気を根本的に治すわけではありませんが、症状の原
因となっている合併症を取り除いて症状を改善させます。手術が必要となる理由と
して、内科的治療で改善しない「腸閉塞

ちょうへいそく

」、腹腔
ふくくう

内に膿
うみ

がたまる「膿瘍
のうよう

」、腸管に穴が
あく「穿孔

せんこう

」、大量の出血、癌の合併などが生じた場合などです。

6

5

4

3 ：クローン病の治療
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図　クローン病の重症度と治療法
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ステロイド薬の効果
ステロイド薬の効果については欧米で古くから研究され、活動期に炎症を落ち着
かせる寛解

かんかい

導入効果があることがわかりました。その一方、長期にわたって再燃
さいねん

を
予防する効果はないこともわかりました（さらに副作用も心配です）。したがって、
ステロイド薬は活動期の治療法として用いられます。症状がよくなったら少しずつ
使用量を減らして最終的には中止し、長期にわたる使用は避けるようにします。

ステロイド薬の安全性
ステロイド薬は強力に炎症をおさえる作用がある一方で、その他にも身体のいろ
いろな部位に影響を及ぼします。つまり、身体にとって好ましくない作用もあり、
とくに長期間にわたって大量に服用した場合には、感染に対する抵抗力の低下、糖
尿病の悪化、傷の治りを遅らせることや、骨粗鬆症

こつそしょうしょう

などの副作用が生じます（図参
照）。

2

1
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よくある質問 1010

お答えします

ステロイド薬はどのような薬ですか？
どのようなときに使いますか？

ステロイド薬は強力に炎症をおさえる作用をもつ薬です。活動期に
炎症を落ち着かせて寛解を導入する効果に優れています。症状がある
程度強い（中等症以上）患者さんや、症状が弱い（軽症）患者さんでも
5-ASA の効果が得られない場合に使われます。その一方で、長期に
わたり再燃を予防し寛解を維持させる効果はありません。とくに長期
間使用することは副作用の面から好ましくありません。

解　説



ステロイド薬の適応と投与方法
5-ASA（「よくある質問 11」参照）で寛解導入できない患者さんや病気がやや重

い場合などに、ステロイド薬が勧められます。病気の程度により、内服か静脈注射
（点滴）かを選びます。長期間ずっと続ける薬ではありませんので、少しずつ減量して
最終的に中止します。最近は抗 TNF-α抗体（「よくある質問 13」参照）という薬が
登場したことでステロイド薬の長期使用が減るなど、使用法が変わりつつあります。

3

3 ：クローン病の治療
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図　ステロイド薬の副作用
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5-ASA とは？
5-ASA は古くから消炎鎮痛解熱薬として用いられているアスピリンに似た薬で

す。アスピリンのように痛みを止めたり熱を下げたりする作用はありませんが、腸
の炎症を鎮

しず

める働きがあります。5-ASA をそのまま内服すると小腸でほとんど吸収
されてしまって大腸まで有効に届かないばかりか、血液の中に入り副作用をひきお
こすこともあります。この薬が病気のある腸で効果を発揮するためには、早めに吸
収されない工夫が必要です。そこでクローン病の治療には、このような工夫を施し
た 5-ASA が用いられます。

サラゾスルファピリジン（商品名サラゾピリン）
サラゾスルファピリジンは古くからリウマチの治療に使われていた薬で、5-ASA
をサルファ剤（抗菌薬のひとつ）と結合させることによりほとんど吸収されずに大腸
まで届き、腸の中の細菌の働きによってサルファ剤と分かれた 5-ASA が大腸の粘
膜に働きます（図参照）。サラゾスルファピリジンは大腸の比較的軽いクローン病に
有効です。服薬の量が多いと腹痛、悪心

おしん

、嘔吐
おうと

、頭痛などをおこし、また発疹、発
熱、血球減少、男性不妊などの副作用も知られています。そのほとんどはサルファ
剤の部分が原因と考えられています。

2

1
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よくある質問 1111

お答えします

5-ASA はどのような薬ですか？
どのようなときに使いますか？

5-アミノサリチル酸（5-ASA）は腸の粘膜に直接作用して炎症をお
さえる薬で、これを小腸や大腸まで届けるように工夫した薬剤が、主
として軽症から中等症のクローン病の治療に用いられます。安全性が
高く使いやすい薬ですが、残念ながら効果はあまり強くありません。

解　説



メサラジン（商品名ペンタサ）
時間をかけてゆっくりと溶け出した 5-ASA が、小腸から大腸にかけて効果を発

揮するように設計した薬がメサラジンです。サルファ剤の部分をもたないため、服
薬の量を増やしても不快な副作用や男性不妊などはおこしません。長期使用の安全
性も高いのですが、まれに腎障害をひきおこすことが知られていますので、ときど
き血液検査をしたほうがよいとされています。

5-ASA はどのようなときに使われるか？
5-ASA は軽症から中等症、どちらかといえば軽症のクローン病に対して効果があ

りますから、まず 5-ASA で治療が始められます。残念ながらその効果はあまり強
くありませんが、安全性が高いので寛解状態を維持する目的で長期にわたって使用
できる薬です。

4

3

3 ：クローン病の治療
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図　サラゾスルファピリジンの構造
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なぜクローン病治療に免疫調節薬が使われるか？
クローン病の原因はまだわかっていませんが、ある種の過剰な免疫反応が関係し
ています。そのため過剰な免疫反応をおさえることは治療につながります。クロー
ン病治療に用いられる免疫調節薬

めんえきちょうせつやく

には AZA（アザチオプリン）と 6-MP（6-メルカプ
トプリン）があります。AZA は体内ですみやかに 6-MP に分解されるので、本質的
に同じ薬と考えてよいでしょう。日本では AZA だけが保険で使用できますが、副
作用で AZA が使えないときに 6-MP が使われることがあります。

AZA、6-MP はどのように用いられるか？
AZA、6-MP は活動期のクローン病を寛解に導く効果と寛解を維持する効果があ
り、さらにステロイド薬の使用量を減らす効果もあります。ただ十分な効果が現れ
るまでに約 3 ヵ月かかるため、活動しているクローン病に対して免疫調節薬を使う
ことは少なく、むしろステロイド薬と併用します。通常これらの薬は比較的長く使
われますが、実際どれくらい使えばやめてもよいのかはわかっておらず、2 年から
数年は使用できるという意見が多いようです。また個人差はありますが、日本人の
患者さんでは代謝の関係で欧米の患者さんに比べ使用量が約半分ですみます。

2

1
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よくある質問 1212

お答えします

免疫調節薬はどのような薬ですか？
どのようなときに使いますか？

免疫調節薬とは、過剰な免疫反応を調節（抑制）することによって効
果が得られる薬で、クローン病治療には AZA（アザチオプリン）と 6-
MP（6-メルカプトプリン）が用いられます。活動期のクローン病を寛
解状態に導く効果と寛解を維持する効果があり、さらにステロイド薬
の使用量を減らす効果もあります。

解　説



AZA、6-MP の副作用は？
これらの薬は感染症にかかりやすくならない程度の量で用いられますが、それで
も多少は感染症の危険性が増加すると考えなければいけません。血液障害（骨髄障
害による血球の減少）、肝障害、悪性腫瘍（とくに悪性リンパ腫）、肺の炎症、重度
の下痢など、まれですが重大な副作用のほかに、悪心

おしん

・嘔吐
おうと

や脱毛などもおこりま
す。このような副作用のため服用できない患者さんも約 2 割います。
副作用をチェックするために、定期的な血液検査を受けてください（図参照）。ま

た妊娠・授乳期の安全性については、主として海外でいくつもの研究がなされ、多
くの患者さんでは実際にはあまり問題がないことが知られていますが、多少の危険
性を示した研究もあります。専門医とよく相談されることをお勧めします（「よくあ
る質問 22，23」参照）。

3

3 ：クローン病の治療
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図　血液検査の必要性

免疫調節薬を服用している患者さんには、定期的な血液検査が
必要です。



インフリキシマブとアダリムマブとは？
体の中ではさまざまな細胞がサイトカインと呼ばれる蛋白質

たんぱくしつ

を出して、免疫や炎
症といった体の機能を調節しています。その中の TNF-αというサイトカインは、ク
ローン病の炎症をおこす仕組みの中できわめて大切な役割を果たしています。イン
フリキシマブやアダリムマブは、この TNF-αを標的としておさえるようにつくら
れた治療薬です。インフリキシマブとアダリムマブの違いはいろいろあり、多少の
使い分けがありますが、患者さんにとってはあとで説明するような投与方法の違い
が大事かもしれません。インフリキシマブは病院で点滴注射を受けることが必要で
すが、長期に使う場合、その間隔は普通 8 週間に 1 度ですみます。一方アダリムマ
ブは、2 週に 1 度必要ですが、自宅で注射することも可能です。

インフリキシマブやアダリムマブを使うとどのような効果が期待できるか？
活動性のクローン病を寛解

かんかい

に導くだけでなく、寛解状態を維持する効果があり、
ステロイド薬を中止する効果もあります。また症状を改善するだけでなく実際に潰
瘍を治す効果や、瘻孔

ろうこう

（外瘻
がいろう

や腟瘻
ちつろう

など）を閉じる効果もあります。さらに入院や手

2

1
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よくある質問 1313

お答えします

インフリキシマブとアダリムマブはどのような
薬ですか？　どのようなときに使いますか？

インフリキシマブとアダリムマブは TNF-αという炎症をおこす物
質の働きをおさえる抗体製剤です。活動性のクローン病を寛解に導く
だけでなく、寛解状態を維持する効果があり、ステロイド薬を中止さ
せる効果もあります。また潰瘍を治したり瘻孔を閉じたりする効果も
あります。さらに入院や手術を減らすことができると考えられていま
す。

解　説



術を減らすことができると考えられています。これらの効果はインフリキシマブに
もアダリムマブにも認められます。

インフリキシマブやアダリムマブを用いた治療はどのようにおこなわれるか？
インフリキシマブは体重にあわせた量を 2 時間かけて点滴投与します（図参照）。
もし注射によって具合が悪くなるなどの問題がなければ、その 2 週間後、そのまた
4 週間後に同じ量を投与し、あわせて 3 回の投与で効果が認められた場合には、通
常 8 週ごとの使用に移ります。アダリムマブは最初 4 本の注射薬を皮下に打ち、2
週後に 2 本、さらに 2 週後から 1 本を 2 週間隔で続けます。皮下注射ですので、
きちんと方法を覚えていただければ患者さんが自宅で注射することができます。

インフリキシマブやアダリムマブの副作用は？
確かに効果に優れているこれらの薬ですが、実際に使用されるようになってから
年月が経っていないため、副作用に注意しなければなりません。インフリキシマブ
でもっともよくみられる副作用は点滴中におこる体の痒

かゆ

みや呼吸困難といった症状
で、投与中におこります。これらは点滴速度の調節や、抗ヒスタミン薬あるいはス
テロイド薬の使用でおさえることができる場合もあります。アダリムマブでは、注
射したところが赤くなったり腫

は

れたりすることがときどきあります。ともに感染症
には注意が必要で、なかでも結核に関しては使用開始前に十分なチェックが必要で
す。また、長期的な使用により悪性リンパ腫の危険性が懸念されています。ただし
同時によく使われる免疫調節薬でも危険性は高まる可能性があり、インフリキシマ
ブやアダリムマブがどれだけ関与しているのかは不明です。

4
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図　点滴投与による治療



経腸栄養療法の効果
経腸栄養療法
けいちょうえいようりょうほう

は活動期クローン病を寛解
かんかい

に導くのに有効ですが、その効果はステ
ロイド薬と同等かやや劣ることが確認されています。また、クローン病の寛解の維
持にも有効で、1 日の総カロリーの半分を経腸栄養剤で摂取すれば、食事制限をし
ない場合と比較して再発の防止効果があります。

経腸栄養剤の種類
クローン病の治療に用いる経腸栄養剤には、消化態栄養剤

しょうかたいえいようざい

と半消化態栄養剤があ
ります（表参照）。消化態栄養剤は腸からの吸収が容易で、とくにクローン病によく
使われる成分栄養剤は、蛋白質

たんぱくしつ

がアミノ酸まで分解されており脂肪をほとんど含み
ません。半消化態栄養剤は、蛋白質や脂肪などの栄養素がバランスよく配合されて
おり、消化態栄養剤と比較し味がよく口から飲むのが容易です。クローン病に対す
る消化態栄養剤と半消化態栄養剤の治療効果の差については検討がなされています
が、効果に明らかな差がないことが示されています。しかし日本では、消化態栄養
剤のほうが優れているとの意見もあります。
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よくある質問 1414

お答えします

経腸栄養療法はどのようなものですか？
どのようなときに使いますか？

経腸栄養療法はクローン病を寛解に導き、寛解の維持にも有効とさ
れています。経腸栄養剤には、その成分の違いから消化態栄養剤と半
消化態栄養剤がありますが、効果に大差はないと考えられています。
なお治療効果を得るためには、十分な量の経腸栄養剤を摂取する必要
があります。経腸栄養剤の使用法には、口から服用する経口法と経鼻
チューブから注入する経管法があります。

解　説



経腸栄養剤の投与法
経腸栄養剤の投与法には、口から服用する経口法と、鼻から胃または十二指腸に
挿入した細いチューブから投与する経管法があります。独特の臭いがある消化態栄
養剤を、口から大量を摂取するのはややむずかしいため、経管法を用いるのが有効
です。専用の注入ポンプを用い、少しずつ時間をかけて投与したほうが、下痢や腹
痛などの副作用が少なくなります。なお在宅で夜間睡眠中を利用して経腸栄養療法
をおこなう場合は、患者さん自身がチューブを鼻から胃内に挿入し、注入ポンプを
用いて経腸栄養剤を投与します。口から服用する場合は、最近では味を調整するフ
レーバーを用いることも可能です。
経腸栄養療法は、薬物療法と比較し安全性に優れた生理的な治療法です。しかし
栄養状態のみならず、ビタミンやミネラルなどの微量元素が欠乏していないか注意
が必要です。なお長期にわたり、多量の経腸栄養剤を摂るのはむずかしいようです。
そこで、クローン病の病状に応じて経腸栄養剤と食事の摂取量を調節します。

日本と欧米の考え方の違い
経腸栄養療法は、安全性が高いことから日本では重要視されています。一方海外
では、患者さんが服用するのが大変な割に効果がすぐに現れないことから、ほとん
ど用いられません。効果のはっきりとした新しい薬が使えるようになり、最近では
薬物治療により重きを置く日本の専門医も増えてきました。それでもひとつの重要
な治療法として、患者さんの病状により適切に選ぶようにするのがよいでしょう。
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表　消化態栄養剤と半消化態栄養剤の違い

 　　　　　　　消化態栄養剤  半消化態栄養剤 成分栄養剤 ペプチド系栄養剤
窒素源 アミノ酸 ペプチド 蛋白質
糖質 デキストリン デキストリン デキストリン
脂肪 極少量 少量 比較的多い
消化 不要 不要 必要
味・香り 不良 不良 良好
浸透圧 高い やや高い 低い



比較的軽いクローン病とは？
比較的軽いクローン病とは、普段どおり食事を食べることができ、脱水、発熱、
お腹の痛みや、大きな体重減少がなく、入院する必要もない状態をいいます。

サラゾスルファピリジンとメサラジン
内服したサラゾスルファピリジン（商品名サラゾピリン）が大腸に入ると、細菌に
よって有効成分の 5-ASA と副作用の原因となるサルファ剤とに分解されます（「よ
くある質問 11」参照）。したがって、大腸の病変にのみ有効であり、小腸の病変に
は効果がありません。一方、メサラジン（商品名ペンタサ）は小腸から大腸にわたっ
て 5-ASA を溶かし出すため、小腸の病変にも効果が期待できます。今までに発表
された研究によりますと、この薬の効果は強くありませんが、副作用が少なく使い
やすいことから、軽症の小腸から大腸のクローン病では広く用いられています。

経腸栄養療法
活動期のクローン病に対する栄養療法として、成分栄養剤（商品名エレンタール）

3
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よくある質問 1515

お答えします

比較的軽いクローン病ではどのような治療を
受けるのですか？

比較的軽いクローン病では、重い副作用の少ない 5-ASA が用いら
れます。大腸のクローン病に対してはサラゾスルファピリジンが有効
です。メサラジンは小腸と大腸の病変に用いられます。これらは比較
的安全で服用しやすいため最初に用いられますが、効果はそれほど強
くありません。1 日に必要なカロリーを成分栄養剤によって摂取する
経腸栄養療法も効果があります。

解　説



がよく用いられます。鼻から胃または十二指腸までチューブを通し、このチューブ
を介して栄養剤を注入しますが（図参照）、経口的に服用することも可能です。成分
栄養剤は蛋白源

たんぱくげん

がアミノ酸で、アミノ酸臭のために経口的に服用しづらいことが問
題となりますが、以前よりずいぶん味がよくなり、フレーバーの種類も増えました。
量にもよりますが、口から飲まれている患者さんもけっして少なくありません。成
分栄養剤には脂肪はほとんど含まれず水溶性であるため、吸収されやすい形態となっ
ています。
また、他の経口的栄養剤もほぼ同等の効果があります。半消化態栄養剤も効果が
ありますので、補助的な使用が勧められます。

3 ：クローン病の治療
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図　経腸栄養療法（経管法）



少し重いクローン病とは？
少し重いクローン病とは、「よくある質問 15」で記載した比較的軽いクローン病

に対する治療が無効であった場合、あるいは発熱、10％以上の体重減少、貧血、腹
痛、吐き気や嘔吐

おうと

などの症状がある場合を指しています。

経口ステロイド薬の投与
ステロイド薬は炎症反応や免疫反応を強力におさえるため、活動期のクローン病
を寛解
かんかい

状態にする効果があることが証明されています。ただし、寛解状態を維持す
る効果はなく長期間大量に使用するとさまざまな副作用がおこるので、効果が得ら
れたら少しずつ量を減らします。ステロイド薬の使用で症状が改善したあとで、減
量中に症状が悪化する場合、あるいは使用中止後に症状が再発（再燃

さいねん

といいます）す
る場合がありますが、この状態をステロイド依存性と呼びます。この場合には次に
述べるように免疫調節薬

めんえきちょうせつやく

をいっしょに使用します。
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よくある質問 1616

お答えします

クローン病が少し重くなるとどのような治療を
受けるのですか？

少し重いクローン病では経口ステロイド薬が用いられます。ステロイ
ド薬は活動期クローン病を寛解に導く効果がありますが、そのあと寛解
状態を維持する効果はありません。少し重いクローン病にも経腸栄養療
法がおこなわれる場合もあります。その効果はステロイド薬と同等もし
くはやや劣るとされます。ステロイド薬が無効な場合には抗 TNF-α抗
体製剤であるインフリキシマブやアダリムマブが用いられます。

解　説



ステロイド依存例での免疫調節薬の併用
免疫調節薬とは、名前のとおり免疫反応を調節あるいはおさえる作用のある薬で、
臓器移植の拒絶反応の抑制や白血病の治療薬として開発されましたが、クローン病
の治療でも効果があることが証明されています。免疫調節薬を投与することにより、
ステロイド依存性のクローン病でステロイドの減量や中止が可能になり、さらに寛
解を維持する効果もあります（図参照）。クローン病に国内でおもに用いられる免疫
調節薬にはアザチオプリン（商品名イムラン、アザニン）があります。これらの効果
は、遅い場合でも服用を始めてから 2～3 ヵ月には認められます。血球減少などの
副作用があるため、定期的な血液検査が必要です。

ステロイドが効かないときの治療
ステロイド薬や免疫調節薬が無効である場合には、抗 TNF-α抗体製剤であるイ
ンフリキシマブ（商品名レミケード）やアダリムマブ（商品名ヒュミラ）が用いられま
す。TNF-αは炎症をひきおこす生体物質で、クローン病では過剰に体内で産生され
ています。インフリキシマブやアダリムマブには、この TNF-αの作用を中和する
作用があります。この薬は免疫の働きを強力に抑制する作用もあるため、投与前に
結核などの感染がないことを確認する必要があります。

経腸栄養療法
少し重いクローン病にも経腸栄養療法

けいちょうえいようりょうほう

が用いられることがあります。鼻から十二
指腸までチューブを通し、このチューブを介して成分栄養剤（商品名エレンタール）
を注入しますが、経口的に服用することも可能です。成分栄養剤は蛋白源

たんぱくげん

がアミノ
酸で、アミノ酸臭のために経口的に服用しづらいことが問題となりますが、その場
合にはフレーバーが用いられます。成分栄養剤には脂肪はほとんど含まれず、残渣

ざんさ

も少ないため、吸収されやすい形態となっています。
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図　ステロイド依存例での併用療法

ステロイド薬

免疫調節薬

※ステロイド依存例では免疫調節薬を併用することにより、
　ステロイドの減量・中止が可能になります。



かなり重いクローン病とは？
かなり重いクローン病とはステロイド薬を内服したにもかかわらず症状が持続す
る場合、高熱や嘔吐

おうと

が続く場合、腸が狭くなってつかえる（狭窄
きょうさく

・閉塞
へいそく

）、膿
うみ

がたま
る（膿瘍

のうよう

）などの合併症がある場合、または栄養状態の悪化や脱水により全身状態が
悪化した場合を指します。

重症のクローン病では全身管理が必要
重症例では入院して治療をおこないます（図参照）。脱水や栄養不良を改善し、合

併する感染症の治療を積極的におこなって、全身状態の改善をはかることが大切で
す。また、病変からの出血のために貧血をきたしていれば、輸血を必要とすること
もあります。

ステロイド薬の経静脈的投与
少し重いクローン病の場合と同じようにステロイド薬が投与されます。口から内
服した場合の吸収が一定でないので静脈注射（点滴）がおこなわれます。病気がそれ

3
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よくある質問 1717

お答えします

クローン病がかなり重くなるとどのような治療
が必要ですか？

かなり重いクローン病では、原則として入院して治療をおこないま
す。必要に応じて絶食とし、水分や栄養を点滴し、全身状態をよくし
ます。そのうえで、ステロイド薬を点滴します。ステロイド薬により
改善がみられない場合にはインフリキシマブやアダリムマブを使用し
ます。重症例では病気部分の腸を取り除く外科手術が必要な場合もあ
ります。

解　説



ほど重くないときより、使うステロイド薬の量を多くします。

ステロイド薬の静脈投与が効かないときは？
ステロイドが効かない場合には、抗 TNF-α抗体製剤であるインフリキシマブや
アダリムマブを使用します。クローン病では、炎症をひきおこす物質である TNF-α
が体内で過剰につくられます。インフリキシマブやアダリムマブには、この TNF-α
の作用を中和する作用があります。これらの薬には免疫の働きを強力におさえる作
用もあるため、注射前に結核や膿瘍などの感染がないことをチェックする必要があ
ります。

外科的治療
クローン病の治療は内科的な治療が主体となりますが、かなり重いクローン病で
は外科手術が必要となることもあります。腸が狭くなってつかえる閉塞や、腸に穴
が開く穿孔

せんこう

、大量の出血などが緊急に手術を要する状態です（「よくある質問 20」参
照）。

5
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図　入院による治療

よくなるまで
安静に
しましょう



クローン病による肛門病変とは？
クローン病ではかなりの割合で肛門付近に病変ができます。クローン病の肛門病
変には、①クローン病そのものによる肛門病変と、②その肛門病変が原因となって
おこってくる病変、そして③クローン病とは関係なく偶然に発症した肛門病変、に
分類されています。
クローン病そのものによる肛門病変としては、裂肛

れっこう

や肛門潰瘍
こうもんかいよう

などがあります。
裂肛は肛門上皮が裂

さ

ける状態で、肛門潰瘍はクローン病の特徴でもある縦走潰瘍
じゅうそうかいよう

に
似た潰瘍が肛門に認められます。
これらの病変が下痢で刺激されたり感染が加わったりして、皮垂

ひすい

、肛門周囲膿瘍
こうもんしゅういのうよう

あるいは痔瘻
じろう

などがおこります。皮垂は裂肛などのあとにみられる皮膚のたるみで
すが、クローン病の場合は腫

は

れが強く、多発することが特徴です。肛門と肛門周囲
の皮膚との間にトンネル（瘻孔

ろうこう

）ができている状態を痔瘻と呼んでいます。痔瘻はク
ローン病ではない人にもできますが、クローン病の痔瘻では、肛門の裂肛や潰瘍な
どが進行して感染が広がり、肛門のまわりに膿

うみ

がたまり（肛門周囲膿瘍）、この部分
の皮膚が自然に潰れて出口をつくり、肛門と肛門のまわりの皮膚の間にトンネル（瘻
孔）ができます（図左参照）。また、肛門周囲膿瘍では痛みや熱を伴うので皮膚を切
開して膿を出す場合もありますが、この場合も痔瘻となります。

1
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よくある質問 1818

お答えします

肛門付近のクローン病で悩んでいます。どのよ
うな治療が適切ですか？

クローン病によっておこる肛門付近の病変には、裂肛、肛門潰瘍、
皮垂、肛門周囲膿瘍、あるいは痔瘻などがあります。これらに対して
は、まずクローン病の内科的な治療をおこなって肛門付近の病変の改
善を待ちます。改善しない場合には、外科手術が必要となります。

解　説



クローン病による痔瘻の治療は？
クローン病による痔瘻には、まず小腸や大腸の病変に対する内科的な治療をおこ
なって、痔瘻による症状の改善を待ちます。痔瘻に対する内科的な治療では、免疫
調節薬やインフリキシマブ、アダリムマブなどが有効と考えられています。それで
も効果が十分でない場合には、外科手術が必要となります。
通常の痔瘻の手術では、瘻孔と皮膚との間を切開して開放するか、瘻孔をくりぬ
く方法がおこなわれます。しかし、クローン病の痔瘻は通常の治療では治らず、多
発したり、くり返したりすることがあるため、一般的にシートン法がおこなわれま
す。これは、肛門周囲にたまった膿がうまく排出されるように、痔瘻のトンネル（瘻
孔）の中にドレーン（交通をうながす糸）を通して留置する方法です（図右参照）。膿
がうまく排出されないと、膿がたまって痛みや発熱をおこしますが、ドレーンを留
置することによって常に膿が外に排出されるようにするものです。この糸は肛門周
囲の病変が落ち着くまでしばらく留置しておく必要があります。また、シートン法
で治療がうまくいかないような痔瘻の場合には、人工肛門をつくる手術が必要とな
る場合もあります。

2
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図　クローン病の痔瘻とその治療法

肛門潰瘍

瘻孔

クローン病の痔瘻に対するシートン法クローン病

肛門潰瘍

ドレーン

瘻孔



日常生活上での心がけ
クローン病患者さんの病状は一人一人異なり、すべての患者さんにあてはまる日
常生活の注意点をあげることはむずかしいです。しかし喫煙はクローン病を治りに
くくし、再燃しやすくすることが明らかにされていますので、禁煙は重要です。ま
た、心理的ストレスと再燃との関連性も示されていますので、できるだけストレス
を避けるか、ため込まないようにする工夫も必要です。風邪や頭痛などで鎮痛解熱
薬を服用する必要があるとき、非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）はクローン病を悪
化させる可能性がありますので、必ず医師や薬剤師にご相談ください。過度の飲酒
は腸の粘膜を傷つけ、クローン病を悪化させる恐れがありますので、控えるように
しましょう（「よくある質問 8」参照）。

再燃を予防するための薬物療法
寛解を維持するうえで 5-ASA の内服継続が基本です。5-ASA で不十分な場合、
AZA（アザチオプリン）あるいは 6-MP（6-メルカプトプリン）という免疫調節薬の
服用を追加します。これらの薬剤は長期に寛解を維持させることが確認されていま

2
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よくある質問 1919

お答えします

クローン病が落ち着いても治療は必要ですか？

クローン病は治療により落ち着いて寛解状態に入っても、その後再
燃することが多いのが特徴です。そして再燃をくり返すうちに、腸の
病変部位には狭窄、瘻孔、穿孔といった正常の状態に戻すことがむず
かしい合併症が生じて、手術が必要になることもあります。したがっ
て、寛解状態をできるだけ長期に維持するための治療を継続すること
が重要です。

解　説



すが、同時に白血球減少や肝機能障害といった重い副作用を発現する可能性がある
ことや内服量には個人差があることなどに注意する必要があります。活動期にイン
フリキシマブやアダリムマブの治療を受けて寛解になった患者さんでは、これらの
薬の定期的投与を続けることで再燃を予防できることもわかっています。

再燃を予防するための経腸栄養療法
1 日に必要なエネルギー量の 30～50％を、成分栄養剤という腸できわめて消化
吸収されやすい液体の経腸栄養剤で摂るようにすると、普通の食事を摂取していた
場合に比べ、寛解を維持できる効果があることが示されています。半消化態栄養剤
という、消化吸収に少しだけ腸の働きが必要な経腸栄養剤でも同じような効果があ
ります。したがって経腸栄養療法をおこなって寛解になった患者さんの場合には、
できれば同じように 1 日必要総カロリーの 30～50％を成分栄養剤あるいは消化
態栄養剤摂取でひき続き摂ることをお勧めします。

3
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図　寛解状態でも治療は重要

クローン病は落ち
ついているけど、
治療はキチンと続
けるぞ！！



手術がおこなわれる頻度
クローン病患者さんが手術を受ける割合は、日本ではクローン病が発病してから
5 年で 16％、10 年で 39％であり、小腸、大腸など病変の部位によって変わりは
ないといわれています。

手術を受ける理由
手術を受ける際には、絶対に手術が必要でそれ以外の治療法がない場合（絶対的
理由）と、内科治療の効果などを考えあわせて手術をしたほうがよい場合（相対的理
由）があります。絶対に手術が必要な場合は、①腸に穴があいて腹膜炎

ふくまくえん

になったと
き（穿孔

せんこう

）、②腸の潰瘍から大量の出血があったとき（大量出血）、③腸や痔瘻
じろう

に癌が
できたとき（癌合併）、④腸が細くなって詰まったとき（腸閉塞

ちょうへいそく

）、⑤お腹の中やお腹
の壁（腹壁

ふくへき

）に膿
うみ

がたまったとき（膿瘍
のうよう

）、などです。
手術をしたほうがよい場合は、①腸が固く細くなったために、食事の通過が悪く、
食事をしにくくなったとき（狭窄

きょうさく

）、②腸と皮膚やほかの腸、膀胱
ぼうこう

などトンネルをつ
くって交通してしまったとき（瘻孔

ろうこう

）、③クローン病が原因と思われる腸以外の合併

2

1
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よくある質問 2020

お答えします

どのようなときに手術が必要になるのでしょう
か？

薬などの内科的治療で十分効果がなく、社会生活が困難なときに手
術が必要となります。具体的には、腸が狭くなって食事ができなくなっ
たとき（狭窄・腸閉塞）、腸と皮膚やほかの腸との間にトンネルができ
て交通してしまったとき（瘻孔）、お腹の中やお腹の壁（腹壁）に膿がた
まったとき（膿瘍）、腸に穴があいて腹膜炎になったとき（穿孔）、腸の
病変から大量の出血があったとき（大量出血）などです。

解　説



症のうち、子供の成長障害や治りにくい皮膚に膿がたまる病変（壊疽性膿皮症
えそせいのうひしょう

）など、
④いろいろな内科治療でも十分効果のないとき（内科治療無効例）、⑤治りにくい痔
瘻などの肛門病変、などです。胃・十二指腸にも病変が生じることがあり、胃では
小腸、大腸の病変からの瘻孔、十二指腸では長い範囲の狭窄や近くの小腸や大腸の
病変部から生じることが多い十二指腸の瘻孔に対して手術をします。

手術の方法（図参照）
クローン病は再発しやすい病変であるため、できるかぎり腸を、とくに栄養の吸
収に必要な小腸を切らずに残すことが原則です。実際には狭窄、瘻孔などの原因と
なった病変の部分の腸だけを切除する小範囲の切除術や、小腸の短い狭窄や残った
小腸が短い患者さんには、狭窄病変を切除するのではなく、手術で狭い部分をうま
く縫

ぬ

って広げる狭窄形成術という方法をおこなって、できるだけ腸を残すようにし
ます。

3
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図　クローン病に対するおもな狭窄形成術

短い狭窄

比較的長い狭窄

比較的長い狭窄



手術後に再発する確率
腸を切除したあとの再発はつなぎ目（吻合部

ふんごうぶ

）近くに早い時期におこるといわれて
います。再発が進んで再手術を必要とする患者さんの割合は、手術後 5 年で 16～
43％、10 年で 26～65％です。ただし内科的治療が進歩していますので、きち
んと治療を受けることでこの割合がもっと減ることが期待されています。

再発しやすいと考えられる患者さん
手術後に再発をおこしやすいとされる原因（再発の危険因子）についてはさまざま

な意見があり、確定されていません。男女の性別や、腸の病変の顕微鏡でみる特徴
的な組織（肉芽腫

にくがしゅ

）の有無には関連ありませんが、大腸だけに病変のある患者さんの
再手術は少ないといわれています。手術の際の腸のつなぎ方（吻合法）の違いにより
再発率に差があるかどうかは意見が一致していません。瘻孔

ろうこう

のため手術を受ける患
者さんのほうが、狭窄をはじめとして瘻孔以外の理由で手術を受ける患者さんより

2
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よくある質問 2121

お答えします

手術をしても再発するのですか？

クローン病の病変は再発しやすいことが特徴で、腸を切除してもそ
れで完治するわけではありません。手術のあとも、内科的治療をきち
んと受けて再発を防ぐようにしましょう。これまで長い間使われてき
た薬でも再発を予防する効果があることが知られています。また、最
近使われるようになったインフリキシマブとアダリムマブも有効とい
う意見はありますが、まだ完全に確かめられているわけではありませ
ん。手術後に経腸栄養療法をすれば再発が予防できるかは現在のとこ
ろわかっていません。

解　説



も再手術率が高いとの意見が多いようです。また、腸の狭い部分を切らずに縫
ぬ

い広
げる手術（狭窄形成術）の後の再発率は腸を切除した場合に比べて差がないので有利
です。

手術後の再発予防
現在のところ、再発を予防する確実な方法はありませんが、5-ASA、メトロニダ
ゾールには手術後の再発を予防する可能性が知られています（表参照）。また、免疫
調節薬（アザチオプリン、6-MP）にも再発予防効果があり、5-ASA と比べてより効
果が高いことが知られています。インフリキシマブとアダリムマブにも腸切除後の
再発予防効果があるようですが、まだ多くの患者さんで確かめられたわけではあり
ません。ステロイド薬には術後再発を予防する効果はありません。栄養療法を十分
におこなうとよいという意見もありますが、長期間続けることは簡単ではありませ
んし、その効果が確認されているわけではありません。

3
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表　クローン病手術後の再発予防効果

 臨床症状や内視鏡検査 再手術を必要
 で確認できる再発 とする再発

5-アミノサリチル酸製剤 ○ －
メトロニダゾール ○ －
免疫調整薬 ○ ？
インフリキシマブ ○ ？
経腸栄養療法 ？ ？

○：有効との報告がある、 －：効果なし、？：不明
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クローン病患者さんの妊娠について
クローン病患者さんは男女ともに子供の数が少ない傾向にあるという報告があり
ます。その理由として、病気の活動性が高い場合に、とくに女性ではお腹の痛みや
便が漏れる心配などから性交をおこなう頻度が下がることや、治療薬の影響のほか
に、漠然とした不安から結婚・妊娠・出産を避ける傾向にあることも指摘されてい
ます。
症状が落ち着いている寛解

かんかい

期の妊娠であれば、妊娠・出産の際に大きな問題はお
こらないことが多いようです。できる限り症状が落ち着いている時期を選んで、計
画的に妊娠することが望まれます。
妊娠することによってクローン病が悪化する可能性は低いと考えられていますが、
薬の影響に対する不安から急に服薬を減らしたりやめたりした場合は、病気が悪化
する恐れがあります。クローン病自体の再燃や悪化は、妊娠に対して早産・流産な
どの危険性を高める可能性があるため、再燃させないように治療を続ける必要があ
ります。

1
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よくある質問 2222

お答えします

クローン病患者でも妊娠できますか？
妊娠中に薬を飲んでも大丈夫ですか？

実際にたくさんのクローン病患者さんが普通に妊娠・出産します。
とくに症状が落ち着いている寛解期の妊娠であれば、経過は良好であ
ることが多いようです。妊娠中の治療薬については、病気の状態に応
じて効果と服作用を考えたうえで、種類や量を変更する場合がありま
す。再燃・増悪させないように妊娠中も適切な治療を続けることがもっ
とも大切ですので、妊娠を希望される患者さんはあらかじめ主治医と
よく相談しましょう。

解　説



妊娠中の治療薬について
妊娠中は、病気の状態に応じて有益性と有害性を考えたうえで、治療方針を決め
る必要があります。すなわち、薬による治療が妊娠に及ぼす影響と、薬を中止して
クローン病が再燃した場合に妊娠に及ぼす影響を比較して考えなければなりません。
そのため、妊娠前や妊娠中に薬の種類や量を変更する場合があります。妊娠を希望
される患者さんは、主治医とあらかじめよく相談しましょう。
妊娠中の薬物治療に関しては、日本と海外の専門家の意見がやや異なっています。
海外では、明らかな有害性が確認されていないのであれば、妊娠していないときと
同様の治療をおこなうべきだという意見が多いようです。それに対して日本では、
悪影響を及ぼす可能性があるならば、薬物治療はできるだけ慎重におこなうべきだ
という意見が多いようです。
日本では、5-ASA（メサラジン、サラゾスルファピリジン）や中等量までの経口ス
テロイド薬、経腸栄養療法は比較的安全だと考えられています。免疫調節薬（アザ
チオプリン、6-メルカプトプリン）は、満期前の出産や胎児の低体重、胎児の奇形
に関係がある可能性があるため、使用を避けたほうが望ましいと考えられています。
海外では、アザチオプリンや 6-メルカプトプリンについても、妊娠中は基本的に投
与禁止する薬剤に分類されているにもかかわらず、必要なら非妊娠時と同様に続け
るべきという意見が多いようです。インフリキシマブやアダリムマブも安全性が保
証されているわけではありません。とくに妊娠後期には薬が胎児の中に入ることが
知られているため、この時期にはなるべく投与を控えるべきという意見もあります。
妊娠中にクローン病が増悪した場合には、まず安全性の点から 5-ASA の増量や
経腸栄養療法を強化します。それでも効果が不十分の場合は、有益性と有害性を考
えたうえで、ステロイド、インフリキシマブ、免疫調節薬などを使用します。

2
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図　妊娠希望がある場合は主治医とよく相談しましょう



授乳中のクローン病の治療について
クローン病の治療薬の母乳中への分泌と、乳児へ及ぼす影響を調べた研究はあま
りありません。母乳中に分泌される薬物の量はごく微量で、実際に乳児に影響を及
ぼすことはほとんどないと考えられています。
薬物治療をおこなっている場合は、粉ミルクによる人工栄養で育てるほうが安全
と考えられますが、母乳栄養のメリットもあるため、母乳での育児をあきらめる必
要はありません。栄養療法は授乳中でも安全と考えられています。
授乳するために自分の判断で薬を中止し、クローン病が悪化して母親が入院する
ようなことになってはいけませんので、主治医とよく相談しましょう。

クローン病の治療薬が乳児に及ぼす影響について
5-ASA（メサラジン、サラゾスルファピリジン）は母乳中へ移行しますが、通常量

の使用については安全という意見が多いようです。しかし、まれに乳児に下痢がお
こることがあります。授乳中の高用量の 5-ASA 投与は、避けたほうがよいかもし
れません。
ステロイド薬は母乳中にも分泌されますが、乳児が母乳から摂取する量は母親に

2

1
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よくある質問 2323

お答えします

クローン病の薬を飲んでいても授乳できますか？

薬物治療をしている場合は、微量ですが母乳中に薬の成分が溶け出
します。授乳における安全性が保証されているわけではありませんが、
実際に問題をおこすことがまれなため、病気を悪化させないように治
療が続けられます。授乳中のお薬の使用については主治医とよく相談
しましょう。

解　説



投与された量の約 1％とごくわずかですので、普通の内服量では乳児に大きな影響
はおこりません
授乳中にクローン病の再燃や悪化がおこり、栄養療法の効果も十分でないときに
は、5-ASA やステロイドなどの比較的安全性が高い薬を開始し、いったん授乳をや
めることもひとつの方法です。
免疫調節薬やインフリキシマブ・アダリムマブに関しては、授乳中の投与に関す
る安全性はまだよくわかっていません。

4 ：クローン病の女性のために
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図　授乳中の治療法は主治医とよく相談しましょう
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近年、日本人に増えてきた病気の代表として炎症性腸疾患があげられます。クローン病
はその中のひとつで、小腸・大腸・肛門周囲を主に消化管のどこにでも生じる原因不明の
病気です。
世界中の臨床医や研究者が注目しているこの病気に対して、最近多くの治療薬が開発さ
れ、実際に患者さんに使うことができるようになりました。それ自体は喜ばしいことです
が、いろいろな治療が可能となった結果として治療法の組み立て方が大変複雑となり、専
門的知識がないとこの病気を正しく治療することがむずかしくなりました。
日本消化器病学会が編集した「クローン病診療ガイドライン」は、クローン病の診療に
携わる医師に、科学的根拠に基づいた診断や治療の指標を提供し、患者さんにもっともよ
い医療を享受していただくために作成されました。
そこで患者さんやご家族にも正しい知識を共有していただく目的で、この「クローン病
ガイドブック」が作成されました。医師向けの診療ガイドラインと基本的に同じ医師グルー
プにより作成されましたが、少し異なる点があります。それは、このガイドブックは必ず
しも科学的な正しさにこだわらず、まず患者さんとご家族に病気を正しく理解していただ
くことを重視した点です。
医師の視点ではなく、患者さんが知りたいことや疑問に思うことなどに対して、わかり
やすく答えたつもりでおります。このガイドブックをご一読いただくことにより、クロー
ン病に対する理解は着実に深まるはずです。しかし、まだまだわかりづらい、もっと違う
ことが知りたいということもきっとあるでしょう。そうしたとき、担当の医師が力となっ
てくれるはずです。正しい知識を共有することにより、患者さんと医師の信頼関係は、よ
りいっそう深まることでしょう。

2011 年 5 月
日本消化器病学会クローン病診療ガイドライン作成委員長

上野　文昭
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