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クローン病と潰瘍性大腸炎に関する医療情報
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ちょっと心配、皆どうしてる？
〜 IBD 患者さんの妊娠・出産・授乳と、IBD 治療の実際〜
横浜市立大学附属市民総合医療センター 炎症性腸疾患 (IBD) センター 国崎玲子

周産期母子医療センター 奥田美加

１．妊娠したら治療はどうする
の？妊娠中にお薬を飲み続けて
いて、本当に大丈夫？
妊娠中に薬を飲むことに抵抗を感じ
るのは、誰しも同じです。妊娠する前
に飲んでいた薬や、妊娠中に飲んでい
る薬が、赤ちゃんに奇形などの悪影響
を与えるではないか？よく聞かれる質
問です。
日本では、胎児に与える薬の影響が
完全には立証されていないという理由
から、妊娠中や妊娠を考える女性には、
なるべく薬を投与しない、という考え
が主流でした。実際、多くの薬の添付
慎重

は FDA 分類 D で、赤ちゃんに悪影響

最良の状態になるようにメリット・デ

望ましくない 、と記さ

を与える可能性があり、妊娠を希望す

メリットのバランスを考え、病状とあ

れています。しかし、最近では薬の妊

る場合３ヶ月前から中止しておくと安

わせて主治医と相談して決定すること

娠に対する安全性のデータが集積され

全とされてきましたが、最近の海外の

が大切です。妊娠中に十分に寛解を維

てきたため、海外では妊娠中の IBD 患

報告では、安全とする意見が多いです。

持できていて、薬を飲むことに抵抗の

者さんについて、治療によって病気が

最も重要なことは、赤ちゃんと直接つ

ある患者さんは、その患者さんの病気

充分落ち着いている（＝寛解状態）と

ながっているのはお母さんで、お母さ

の状態によっては内服薬を注腸・座薬

いう有益性が、投薬の危険性を上回り、

んの健康こそが赤ちゃんの発育や安全

に変えたり、薬の中断や変更を考慮す

病気に対する治療は妊娠中も継続すべ

に最も影響を与える要因だということ

ることも可能な場合がありますので、

きと考えられています。

です。過去の多くのデータによると、

主治医とよく相談して下さい。

文書に、妊婦や授乳中女性には
投与

または

妊娠に対する各薬剤の安全性につい

IBD の寛解期には流産などの妊娠合併

ては、米国食品医薬品局 Food and Drug

症は増えませんが、活動期には、流産・

Administration（FDA） に よ る 危 険 度

早産などの危険性が増えることが知ら

分類が広く用いられています（表１）。

れています。また、薬の多くは胎盤を

授乳期間中にお母さんが、薬を飲ま

IBD 治療薬については、免疫調節剤以

通過しないか、胎盤で分解されます。

ずに病気の寛解を維持できていれば、

外のほとんどのお薬が、比較的安全と

したがって妊娠に明らかに悪影響を与

何も問題はありません。しかし、病気

考えられる、ＢまたはＣに属していま

える治療でなければ、お母さんは妊娠

が再燃して入院することになると、授

す（表 1）。ステロイドは妊娠初期の内

の前と同じように治療を継続し、妊娠

乳や育児ができなくなってしまいます。

服で、口蓋裂の危険がわずかに増える

中も確実に寛解を維持することが好ま

そのため、出産後も治療を継続しなが

可能性はあるものの、必要時にはプレ

しいと言えるのです。

ら授乳を行うお母さんも多いです。お

ドニン 30 ｍｇまでの内服は一般に許容

まとめると、妊娠中にお薬を飲むか

されるとされます。また、免疫調節剤

否かについて、お母さんと赤ちゃんが

２．授乳中の内服について

母さんの体内に吸収される薬のほとん
どがごくわずかに乳汁に移行しますが、
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その量はお母さんの服薬した量の 1％未
満です。日本人のデータは殆どありま
せんが、海外では薬の種類にもよりま
すが、授乳中の薬の内服は概ね安全と
考えられていることが多いです。
授乳による赤ちゃんへの薬の影響に
ついては、米国小児科学会（AAP）の
分類など、いくつか参考にする指標が
あります。それらによると、メサラジ
ン製剤は、乳汁中に少量移行しますが、
原則として赤ちゃんへの影響は少なく
授乳中に安全に内服できるお薬と考え
られています。ただし、お母さんがメ
サラジンを飲みながら授乳していた赤
ちゃんが、下痢をしたという報告があ
ります。ステロイド（プレドニン ®）も
乳汁中に少量移行しますが、赤ちゃん

３．当院の IBD 患者さんの、妊娠・
出産の実際

腸炎の患者さんの 42 分娩を検討した結
果を図３にお示しします。過去の海外
の報告の通り、やはり活動期の患者さ

が摂取するプレドニン ® の量はお母さ

んで早産・低出生体重児が多いものの、

んの投与量の 0.1％以下で影響は少ない

最後に、当院の IBD 患者さんの妊娠・

とされます（表２）。お母さんの体調に

出産に関する実際のデータを紹介しま

一方でお薬を飲んで寛解を維持してい

よっては、どうしても授乳にふさわし

す（山本壽恵ら：第 96 回日本消化器病

た方は、これらの合併症は全くみられ

くない薬剤を内服する場合もあります

学 会 総 会，2010.5）。2000 年 か ら 2009

ず、病気でない方より安全に出産が可

が、人工乳に切り替えるなどの工夫に

年に、当院に通院中の女性の IBD 患者

能だったことが分かりました。また、

より、育児を継続することはもちろん

さんが、計 113 回の分娩（UC93 分娩、

妊娠・出産中の病気の再燃は、妊娠前

可能です。

CD20 分娩）を経験しました。殆どの

に 1 年以上充分寛解を維持していた方

妊娠・授乳中のお薬については、厚

場合、大きな問題なく安全の出産可能

では、妊娠中・妊娠後も IBD の再燃率

生労働省の事業として，国立成育医療

でしたが、海外の報告と同様に、病気

が低かったことから、治療により寛解

センター内に「妊娠と薬情報センター」

のない女性 399 分娩と比較すると、わ

を維持した状態で出産することが、お

ホームページがあり（http://www.ncchd.

ずかに早産・低出生体重児が多いとい

母さん・赤ちゃん双方にとって良い結

go.jp/kusuri/index.html）、妊娠・授乳中

う結果でした。奇形や死産など、大き

果となると思われました。

に使用可能な薬の例が更新・公表され、

な合併症が増えることはありませんで

患者さんが直接電話相談しご利用いた

した。また、お薬の内服状況が正しく

だくことも可能です。

把握できる、当院で出産した潰瘍性大

※ IBD：inﬂammatory bowel disease（炎症性腸疾患）
CD：Crohn's disease（クローン病）
UC：ulcerative colitis（潰瘍性大腸炎）
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IBD の子ども達のケアについて
国立成育医療研究センター 消化器・肝臓科
近年、小児期に発症する IBD が増え
てきています。小児 IBD といっても、
乳児期発症から思春期発症のケースま
で、ひとくくりにすることはできませ
ん。しかしながら、それぞれの年齢と
病態により、特有のケアを必要とする
こともあり、その問題点と対策の一端
を、当施設での経験をもとに皆さんと
考えていきたいと思います。

乳児期発症の IBD
血便と下痢で発症することが多く、
食物アレルギーとの区別をつけるのが
難しいこともあります。また、先天的
な免疫の異常により腸炎をおこしてい
る赤ちゃんもいるため、クローン病や
潰瘍性大腸炎と決めつけることなく、
丁寧に診断をつける必要があります。
エレンタール ® より蛋白質が少なく
脂肪が多いエレンタール P® を中心に栄
養療法をすることが多いのですが、離
乳食や食事摂取を適切なタイミングで
開始するのが困難なため、食事を開始
したときに、味や舌触りに敏感で、食
事を拒否して苦労することもあります。
摂食障害を来した場合、早めに口腔リ
ハビリテーションの専門家に相談する
ことをお勧めします。
この時期の IBD 患者で困るのが、内
服薬の選択です。当然、錠剤を飲むこ
とはできないので、錠剤を粉砕して粉
薬にしたものを飲むことになります。
サラゾピリン ® やプレドニン ®、イムラ
ン ® などは粉砕することができますが、
ペンタサ ® とアサコール ® は、粉砕で
きないため、クローン病であっても小
腸には効果を示さないサラゾピリン ®
を使うしかないことがあります。病気
のコントロールに苦慮するばあい、免
疫調節剤やレミケード ® が使われるこ
ともありますが、この年代での長期使
用の情報は少なく、医師にとっても、
家族にとっても不安が強くなりがちで
す。使用するかどうかで迷った場合は、
使用経験のある施設に相談するのも悪
くないと思います。
幼稚園や保育園でのエレンタール ®
摂取や、食事制限は子どもにとっても、
家族にとってもストレスです。また、
脂肪の少ない食事は、神経系の発達に

悪影響を残す可能性もあり、脂質を制
限している場合、定期的に脂肪乳剤を
点滴から投与する必要があります。成
長・発達にとって、最も大事な時期で
あり、食事の摂取量を増やしにくいお
子さんについては、担当医や栄養士と
しっかり相談していくことが大切です。

学童期発症の IBD
下痢や腹痛、血便など消化器症状で
発症する患者もいますが、不明熱や成
長障害がきっかけで診断される子ども
もいます。特に小学校の高学年や中学
校では、周りの子どもからの理解が得
られにくく、食事制限やエレンタール
®
の摂取、頻回のトイレの利用で、から
かわれたり、いじめられたりすること
もあるようです。
成長期に当たることから、ステロイ
ドを極力使わない管理が望まれる一方
で、クラブ活動や学校行事、受験を乗
り越える為に、一時的なステロイドの
導入を考える症例もあります。
また、この時期は子ども達自身が、
栄養療法や投薬の必要性を理解するこ
とができず、家族が相当に頑張らない
と、薬を飲まなくなったり、栄養療法
が続かないことがあります。内視鏡を
はじめとする検査に対する恐怖感も、
最も強い時期かもしれません。
過保護になりすぎるのは逆効果かも
しれませんが、家族や医療関係者が、
子ども達の話をじっくり聞いてあげ、
その気持ちを理解したうえで、治療や
検査の必要性をじっくり説明すること、
また、心理的サポートをしていくこと
が大切だと思います。
一方で、家族が持っている、投薬や
栄養療法に対する不安や嫌悪感が、子
ども達の治療に対する姿勢を消極的に
したり、恐怖感を強くしていると思わ
れるケースを見受けることもあり、周
囲が、病気と治療についての的確な認
識を持つことも大事です。

思春期発症の IBD
病気への理解が進み、治療への協力
が得られやすい一方で、成長障害やス
テロイドによる外見の変化、また食事
制限などが、大きなストレスになるよ

新井勝大

うです。
また、病気や症状のことを家族や友
達に言えずに、1 人で苦しんでいること
もあるようです。
将来への不安も強くなる時期で、治
療困難なケースでは、うつ症状が出る
こともあります。反抗期が重なり、親
子関係が難しくなることもあります。
病気をコントロールしていくことは当
然ですが、いろいろな意味で、心のケ
アが必要な時期ではないでしょうか。
困っていることや、悩んでいること
について、まわりがしっかり話を聞い
てあげたり、将来への目標を持つため
に心を配ってあげることが、思春期の
子ども達が病気を受け止めて戦ってい
くために大切といえましょう。学校の
先生に協力を求めたり、スクールカウ
ンセラーや心理外来を利用することも
考えてみてはいかがでしょうか。
この時期にもう一つ問題になるのが、
小児科から内科への移行です。患者と
家族、医師の 3 者間の関係が、患者と
医師という 2 者間の関係へと変わるこ
ともあり、大きな不安を伴うことも少
なくないようです。しかしながら、小
児科医が、生涯にわたって IBD 患者の
ケアをすることは非現実的であり、医
師間のコミュニケーションや、移行期
間の設置などを通して、中学もしくは
高校の卒業時、就職、引っ越しの時期
などのタイミングを逃さずに移行して
いくことが重要と考えています。
以上、私見と思われる内容も多いか
と思いますが、小児期特有の問題点の
一端を紹介させていただきました。
小児期に IBD を発症することは、本
人、家族、そして友人にとっても大変
なことかもしれません。しかしながら、
嘆いていても前には進めないし、子ど
も達が病気を前向きにとらえて、多く
の喜びを感じていける人生を開いてい
くことを願わずにはいられません。
多感な時代に病気と戦ったからこそ
感じられる、価値がたくさんあると思
います。IBD の子ども達の未来を、み
んなで応援していきましょう。
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診療の場から
大阪労災病院外科
IBD は潰瘍性大腸炎、クローン病と
も発症のピークが若年であるため、多
くの女性患者さんが、結婚、妊娠、出
産について悩まれていることと思いま
す。また、生まれてくる子どもに IBD
が遺伝する可能性についても、男性女
性を問わず心配されていることと思い
ます。より安全な妊娠、出産をするた
めには、まず患者さんと医療従事者が
よく話をして正しい知識をもち、注意
すべき点を理解しておくことが重要で
す。
ここでは、診療において留意すべき基
礎知識について概説したいと思います。

妊娠する確率（受胎能）は
IBD 患者さんでは、様々な理由から
自発的に妊娠を避ける傾向にあります
が、受胎能は基本的に健康人と変わり
ません。しかし、活動期や術後の患者
さんでは不妊率は健常人に比べて高い
とされています。その原因としては、
活動期の炎症や術後の癒着による卵管
や卵巣機能への影響が考えられていま
す。とくに欧米では潰瘍性大腸炎で大
腸全摘・Ｊパウチ手術を受けた患者さ
んの不妊率は高く、50 〜 60% といわれ
ています。私たちは手術による癒着の

影響を少なくするために腹腔鏡手術を
導入し、卵巣、卵管周囲に癒着防止シ
ートを張ったり工夫していますが、欧
米でも同様の手法で不妊率を改善した
との報告はまだありません。

妊 娠 が IBD に 与 え る 影 響・IBD が
妊娠経過に与える影響について
寛解期に妊娠した時には、妊娠する
ことで再燃のリスクは増加しません。
しかし、活動期に妊娠した場合、「1/3
の法則」で、1/3 は良くなり、1/3 は同
じ状態を維持し、そして残りの 1/3 は
悪化します。自然流産の確率も高くな
り、早産や低出生体重児となる確率が
増加します。とくにクローン病で低栄
養、貧血、喫煙を妊娠中も継続してい
ると確率は高くなるとされています。
しかし、これらの報告にもかかわらず、
多くの赤ちゃんは元気に生まれてきま
すし、出生異常の危険性も増加してい
ないようです。

出産時に帝王切開は必要でしょうか
IBD 女性の出産については、通常は
普通の経膣分娩が可能ですが、場合に
よっては帝王切開が勧められることも
あります。とくに肛門周囲に炎症のあ

根津理一郎

る場合には、帝王切開により分娩時の
損傷による肛門周囲の病状悪化を防ぐ
ことができます。また、潰瘍性大腸炎
にて大腸全摘・Ｊパウチ手術を受けた
患者さんでも、肛門括約筋機能維持の
ために帝王切開を勧める外科医もいま
す。しかし、欧米の報告でも、経膣分
娩の場合 50% の例で出産時に括約筋損
傷を生じるが、5 年後の排便機能を検討
すると経膣分娩でも帝王切開でも差は
ないとされています。すなわち出産前
後の約 2 ヶ月間は経膣分娩でも帝王切
開でも排便機能は悪化し、排便回数や
漏れの増加を訴える患者さんが多いの
ですが、一時的なものであるため心配
する必要はないと思われます。
IBD の女性の多くは出産年齢にあり、
妊娠を希望される方も多いと思います
が、気をつけた方がよい点がいくつか
あります。パートナーや周囲の方々と
協力して、計画性をもった妊娠をお勧
めします。また、妊娠の希望や可能性
がある場合、妊娠がわかった場合には、
ご自身のため、新しい大切な命のため、
主治医とよく相談するようにしてくだ
さい。

患者同士、保護者同士の交流を通し、それぞれが自立してゆけるきっかけに！

小児 IBD サマーキャンプ開催！
主催
協力
場所

NPO 法人 日本炎症性腸疾患協会（CCFJ)
一般社団法人ナンフェス
東京学芸大学キャンパス内（東京都小金井市貫井北町 4-1-1）
テントまたは宿泊施設で宿泊
日程 2011 年 8 月 20 日（土）〜 21 日（日）( 予定 )
対象 宿泊：10 歳以上 20 歳未満の IBD の方 日帰り：保護者、小児 IBD の方（10 歳未満でも可）
参加人数 宿泊：30 人 日帰り：50 人 参加費 宿泊：1 人 5,000 円（予定） 日帰り：1 人 2,000 円（予定）
内容 各種アトラクション、医師・栄養士・先輩患者とのＱ＆Ａ、料理教室、グループ交流会など
申込期間 2011 年 5 月 20 日〜 8 月 5 日
お問い合わせ／お申し込み先 NPO 法人 日本炎症性腸疾患協会（CCFJ） 電話 03-3364-0514 http://www.ccfj.jp/
−編集後記− 例年より早く梅雨が明け、連日 35 度を超す猛暑で、早くも熱中症の方々が続出しています。これから 2 か月は続く暑い夏、節電により個人の
健康を損ねぬよう、熱中症対策をし夏バテをふせぎましょう。★家の中では 28 度以上ではエアコンや扇風機なども使用する／こまめに水分摂取と塩分摂取す
る（スポーツドリンクを２倍に薄めて飲む等）／外出時には帽子を被りネッククーラーや濡れタオルで首を冷やす／よく寝る／よく食べる、などが熱中症予
防に必要ですね。体調管理をして、元気に過ごしていきましょう。この夏、ＣＣＦＪは初めての試みとして★「小児ＩＢＤキャンプ」を 8/20 〜 21 土日に小
金井市の学芸大学キャンパスで開催予定で準備中。★ナンフェス主催第３回ウォーク＆ランフェスタを 9/25 日曜に味の素スタジアムで開会予定で準備中 ( ホ
ームページ Nanfes.jp をご覧ください )。皆様、ご一緒に日常の種々のストレスを払いませんか。ご参加お待ちしています。CCFJ・nanfes 理事 飯塚文瑛
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