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クローン病と潰瘍性大腸炎に関する医療情報

IBD の疫学－その動向と考え方
最初に申し上げておきたいのですが、
私は炎症性腸疾患（IBD）の疫学に関
するプロではありません。では、IBD
を専門とする臨床医である私が何故、
「IBD の疫学」をテーマとした原稿を
担当したのでしょうか？それは、IBD
という疾患を知るため、果てはその診
療（患者さんへの説明も含みます）や
研究において疫学の知識が必要だから
です。患者数や地域性などについての
マス（大きな単位）としての情報を知
ることは、疾患の全体像や課題を把握
するのに非常に有用です。例えば、日
本において大腸がんの罹患数はがん全
体のトップに位置しています。絶対数
では男性の方が多いですが、がん死亡
数は女性では大腸がんが最も多くなっ
ています（国立がん研究センター資料
より）。これらのことから、①大腸が
んが日本で増えていること、②男性の
罹患率が女性より高いこと、③生命予
後は女性の方が悪いこと、などの全体
像が理解できます。さらに、女性は大
腸がんの精密検査（内視鏡検査）の受
診率が低く、進行がんで発見される率
が男性より高いのではないかといった
ことが類推でき、疾患が抱える問題点
が明らかになります。
それでは、IBD の疫学データを見て
いきましょう。これから示すデータは
「一目でわかる IBD」という医師向け
の冊子から抜粋したもので、特定疾患
の申請書類のデータに基づいています。
図１は、経年的にみた IBD 患者数の推
移です。潰瘍性大腸炎（UC）もクロー
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ン病（CD）も明らかに右肩上がりであ
り、増加傾向です。IBD の病因は、単
一ではなく、遺伝的素因、環境因子、
免疫異常などが複雑に作用しています。
腸内細菌の影響も大きく、IBD 患者さ
んと健常人では腸内細菌叢のパターン
が違うとの指摘もあります。IBD が急
増している理由としては、環境因子で
ある食生活の欧米化や衛生環境の改善
などがあげられます。確かに欧米では
日本より UC、CD ともに罹患率（一定
期間にどれだけの患者さんが発生した
かを示す率）や有病率（ある１時点に
おいて、疾病を有している人の割合）
が高い傾向にあります。欧米への移住
者は IBD のリスクが高まると結論した
報告もありますし、患者数の増加にあ
る程度は環境因子が反映している可能
性はあると思います。しかし、人種差
やリスク遺伝子の違いなども考慮に入
れる必要があり、日本における大規模
な疫学調査が必要です。厚生労働省の
難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究班（以下、研究班）では、こうした
取り組みを行っており、近い将来、IBD
発症や増悪のリスク因子に関して明確
な疫学データが示されると思います。
次に IBD の構成年齢について考えて
みましょう。急速に高齢化が進む日本
で若年層に多い IBD はこのまま増え続
けるのでしょうか。ヒントの 1 つに発
症年齢があります（図 3）。CD では男
女とも 15-35 歳に大きなピークがあり、
これより高齢になると減ってきていま
す。一方、UC では若年層の 15-40 歳で

大きなピークがあるのは同様ですが、
50-60 歳代でもかなり発症していること
が見てとれます。UC においては高齢発
症が少なからず認められ、高齢化社会
でも増えていく可能性があるといえま
す。高齢者に UC を発症する一要因と
して過去喫煙者の禁煙が指摘されてい
ます。欧米では以前から報告されてい
ましたが、日本でも禁煙する方が増え
たため、このような傾向が顕在化して
きているようです。われわれの施設に
おける検討でも、過去喫煙者の禁煙は、
UC 発症のリスクが約 3 倍になることが
わかっています。ただし、喫煙は多く
の有害性があり、例えば高齢の UC 患
者さんに喫煙を勧めるのはナンセンス
です。今後は若年で発症した IBD 患者
さんも年齢を重ねて高齢化しますし、
若年層だけでなく年齢に応じた QOL な
ど治療目標の設定や治療方法の確立が
必要となってくると思われます。
研究班は申請書類の項目からたくさ
んの有益なデータをまとめてきました。
ここではお示ししませんが、IBD 患者
さんの発症後の活動性推移や治療に抵
抗する難治化のリスクなども報告され
ています。最初に述べましたが、これ
らの疫学データは非常に重要で、最終
的には患者さんに還元されるべきもの
です。今後も IBD の疫学データから様々
な情報が提供されると思いますが、皆
さまがそれらを活用されるために本稿
が少しでも役立てば幸いです。
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IBDに対する腹腔鏡手術のメリット・デメリット
三重大学

腹腔鏡手術とは
IBD に対する治療の基本は内科的な
ものですが、しばしば抵抗性で、外科
的治療＝手術が必要となることがあり
ます。これらの手術を実施するために、
以前は大きくお腹を切開する開腹手術
が標準的でしたが、近年の技術的な進
歩に伴い、これらの一部あるいは大部
分の手技を、お腹の中にカメラと鉗子
などを貫通させ、二酸化炭素を送気す
ることでスペースを確保し、お腹の外
から操作する腹腔鏡手術が広く行われ
るようになってきました。
腹腔鏡手術の特徴
腹腔鏡手術では創が小さいことが第
一の特徴です。このため、一般的に術
後の疼痛が少なく、離床が早くなるこ
とから、早期の肺炎、血栓形成の予防
に対して通常の開腹手術より有利であ
ると考えられています。また、創が目
立たないという整容性の観点からもメ
リットがあります。さらに、腸管が空
気に触れない、あるいは余分な把持が
少ないことから、腸閉塞の原因となる
腸管癒着を減少させることにつながる
とされます。
医療側からみたメリットとしては、
手術視野の向上が挙げられます。通常
の開腹手術では術者しか操作部位が見
えていないことがしばしばありますが、
手術に参加するすべての医師や看護
師、そして周りのスタッフもカメラを
経由した同一の画面が共有できます（図
1）。また、操作部位に近接できるため、
拡大されたより詳細な観察下での操作
や、手が届かない深い部位での操作が
可能となります。
一方で腹腔鏡手術には、器具のコス
ト、手術時間（麻酔時間）、および人
件費が開腹手術に比べてかかることが
デメリットの一つです。手術中、手に
よる触覚がない、画面外の操作が確認
できないなどから、知らないうちに臓
器を損傷してしまうリスクも存在しま
す。また、実施する施設間、術者間の
技術的な格差が開腹手術と比べて大き
いとも言われています。
腹腔鏡手術の種類
IBD に対する腹腔鏡手術では腸管同
士を吻合することがほとんどであるた
め、約 4 ㎝の小切開創から腸管を引き
出して、お腹の外で吻合します。よっ
て、完全な腹腔鏡手術とは言えず、正
確には腹腔鏡補助下手術となります。
開腹手術と腹腔鏡手術のちょうど中間

にあたるハイブリッド腹腔鏡下手術は、
5 ～ 7 ㎝の小切開創に片手を最初から腹
腔内に挿入する方法で、Hand-assisted
Laparoscopic Surgery ( 用手 / 手指・補
助下の腹腔鏡手術：HALS) と呼ばれて
います。創自体は大きくなるものの、
繊細な操作や触覚が応用できるなどの
メリットがあります。
標 準 的 な 腹 腔 鏡 下 手 術 は、 腹 部 に
5-10mm の 創 を 4-5 か 所 に 置 い て 手 術
を行いますが、これらの創をさらに減
らし、手術で切除した臓器を取り出す
4cm の傷の部分だけを使って腹腔鏡下
手術を行い、創を臍に隠し、より整容
性を目指した方法は単孔式内視鏡手術
（図 2・3）と呼ばれます。お腹の創は
少なくなる分、通常の腹腔鏡手術より
もさらに手術難度は高くなるため、比
較的簡単な手術が良い適応とされてい
ます。
潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡手術
内視鏡外科診療ガイドラインでは、
潰瘍性大腸炎に関しては、「経験豊富
な施設において腹腔鏡手術を行っても
よいが、術式の複雑さや難度を考慮す
るとそのメリットは限定的である。」
と記載されています。整容性が優れる
とする報告以外に腸管運動回復までの
期間、在院日数の短縮、出血量、死亡
率などの短期成績に差は認められてい
ません。そして、排便回数や失禁の頻
度などの長期成績にも差はないと言わ
れています。一方、女性に対して卵巣
周囲の癒着軽減による妊孕性の保持や、
腸管癒着の軽減による腸閉塞の減少に
期待されています。
クローン病に対する腹腔鏡手術
前出のガイドラインにおいて、クロー
ン病では、「非穿孔型の回盲部限局性
病変に対する初回手術は、腹腔鏡のよ
い適応である。」、逆に「瘻孔、膿瘍、
炎症性腫瘤、多臓器（尿管、膀胱など）
との瘻孔形成例は良い適応といえな
い。」と記載されています。再手術に
応用されることもありますが、癒着の
影響を受けやすいため、それぞれの施
設や術者によっても適応に対する考え
方が異なります。
クローン病でも腹腔鏡手術によって
手術時間は延長するものの、合併症を
増やすことなく、出血量の減少、創感
染の減少、腸管機能の早期回復、入院
期間の短縮などのほか、疼痛や整容性
の面でも優位であるとされます。術後
の腸閉塞や創のヘルニアといった長期
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（図 1）腹腔鏡手術における手術視野の共有

（図 2）単孔式内視鏡手術操

術後７日目
術後 12 カ月
（図 3）単孔式内視鏡手術創

成績も、腹腔鏡は開腹手術に対して優
れていると言われています。しかしな
がら、術後の再発や再手術といったク
ローン病そのものの長期予後について
は、開腹手術と差がないとする報告が
ほとんどです。
おわりに
このように IBD に対する腹腔鏡手術
は、経験豊富な施設で実施する上では
安全と考えられていますが、術式は難
度が高く、現時点ではメリットは限定
的です。このメリットを最大に得るた
めには、その適応を施設ごとに慎重に
決定できているかに左右されると言え
ます。IBD 患者は若年層に多いため、
その利点に魅力はある一方で、IBD に
対する手術で最も大事なのは“腸”に
対する手技”であって“創”ではあり
ません。もし、腹腔鏡手術を受ける場
合には、担当医と十分に相談すること
が重要です。
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IBDの基本薬（5-アミノサリチル酸）
5- アミノサリチル酸（5-ASA）は潰
瘍性大腸炎とクローン病に共通する基
本となる薬です。以前から使用されて
いる薬ですが、種類や薬剤の形状、投
与方法などが増え、今も常に新しい話
題が提供されます。ここでは 5-ASA 製
剤についてまとめたいと思います。
5-ASA を 主 成 分 と し た サ ラ ゾ ス ル
ファピリジン (SASP) は、もともとリ
ウマチに使用されていましたが IBD に
対しても抗炎症作用を発揮することが
わかりました。しかし、5-ASA に結合
しているスルファピリジンに対しての
副作用がたびたび経験されるため、ス
ルファピリジンを含まない 5-ASA 製剤
が開発されることになりました。
世界的には様々な 5-ASA が使用され
ていますが、日本においては時間依存
性に 5-ASA 成分が放出されるペンタサ
®
と腸内の pH（酸性とかアルカリ性）
の変化に依存して放出されるアサコー
ル ® の２種類が保険適用となっており、
SASP 製剤であるサラゾピリン ® と合
わせて３種類の薬が用いられています。
厚生労働省研究班治療指針では軽症
または中等症の潰瘍性大腸炎の寛解導
入療法（炎症をなくし症状を改善する
治療）として、ペンタサ ® １日 1.5 〜 4.0g
またはアサコール ®1 日 2.4 〜 3.6g、あ
るいはサラゾピリン ®1 日 3 〜 4g を経
口投与するとされています。また寛解
維持療法（炎症が落ち着き、症状がな
い良い状態を維持する治療）としては
ペンタサ ®1 日 1.5 〜 2.25g またはアサ
コール ®1 日 2.4g あるいはサラゾピリン
®
1 日 2g を投与するとされています。一
方でクローン病に対しての治療指針で
は軽症から中等症の活動性クローン病
に対して、ペンタサ ®（１日 3g まで保
険適用）、または大腸にしか炎症がな
い場合はサラゾピリン ®（4g まで保険
適用）を用いるとされています。寛解
維持療法の治療指針としては 5-ASA 製
剤は他の治療（在宅経腸栄養療法、ア
ザチオプリン、インフリキシマブ、ア
ダリムマブなど）と一緒に記載されて
いますが、治療効果は限定的であると
も言われています。
そして同じ 5-ASA 成分を含む薬には
経口薬以外に坐剤（サラゾピリン ® 坐
剤、ペンタサ ® 坐剤）や注腸剤（ペン
タサ ® 注腸）といった、おしりから入
れて直接炎症のある腸の部分に薬効成
分を届ける種類のお薬（局所製剤）も
あります。
この基本薬である 5-ASA がよく効く
ために大切なことは炎症がある腸に十

分量の 5-ASA 成分を到達させることで
す。このため、様々な放出方法や形状
の 5-ASA が開発されているのです。さ
らに寛解導入療法の基本である 5-ASA
経口薬を使っていてもそれだけでは効
果不十分となる理由の一つに、炎症が
ある部分に十分量の 5-ASA が届いてい
ないことがあります。そういった場合
には、先ほどの局所製剤（直腸のみで
あれば坐剤、直腸〜 S 状結腸付近まで
であれば注腸剤）を併せて使用するこ
とでしっかり効いてくれることも珍し
くありません。
また 1 種類の経口 5-ASA 製剤で十分
な効果が得られなかった場合、すぐに
別の治療に変更はせず、他の 5-ASA 製
剤に変更するとよい場合もあります。
これは、5-ASA 成分を放出する仕組み
（Drug Delivery System：DDS） が 異
なることで、効果が発揮されることが
あるためです。それぞれの薬の DDS は
どれも十分量の 5-ASA 成分が炎症の粘
膜に届くよう開発されたものですが、
人それぞれ体の状態は異なり、設計図
通りに効果が得られないこともありま
す。このため、DDS の異なる 5-ASA（も
しくは SASP）製剤に変更することで
改善する場合もあります。しかし、ど
の 5-ASA を使用しても炎症が良くなら
ない場合もあり、必要があればより強
力な治療を積極的に行うことも大切で
す。主治医の先生とよく相談して治療
の内容を決めることが重要です。
さて IBD の治療では寛解導入後にい
かに長い間、寛解維持を続けることは
とても大切なことです。寛解維持の継
続は、入院・手術はもちろん、炎症に
よって引き起こされる癌などを回避で
きる要となります。IBD 治療の基本薬
としての 5-ASA 製剤において、もう一
つ重要なことは「毎日決められた投薬
量をきちんと服用できているか」とい
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うことです。これは服薬コンプライア
ンスという言葉で表現されますが、い
かに寛解導入が図れ、自覚的な症状が
なくなっても服薬コンプライアンスが
下がる（薬を飲まない）と、炎症が再
び起こり具合が悪くなることが知られ
ているからです。これは 5-ASA 製剤に
限った話ではありませんが、一番身近
にある薬であればあるほど、また飲む
錠数が多ければ多いほど、私たちは「つ
いつい」「うっかり」を起こりしすく
なります。
最後に、最近の話題として新しい形
状の 5-ASA 製剤が登場したことを簡単
に触れたいと思います。それは顆粒タ
イプの製剤（ペンタサ ® 顆粒）で、多
くの場合、１日１〜３包で今までの内
服量と同じ分の 5-ASA 成分が服用でき
ます。錠数が減ることはもしかしたら
「ついつい」「うっかり」から身を守
ることに貢献できるかもしれません。
IBD の基本薬である 5-ASA 製剤につ
いてお話しさせていただきました。十
分な量を腸に届けて炎症を改善させる
こと・また十分な量で良い状態を維持
するために 5-ASA 製剤は様々工夫がさ
れています。しかし身体を良い状態に
するには薬だけでなく、継続的に努力
する姿勢も大切であることを忘れない
でください。
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す。東洋医学ではこの感受性をやわら

「東洋医学」とは、古代中国に起源

げる治療法が用意されていますので、

を持ち、その後、東アジア地域に広が

季節や気候の変化により体調をくずし

り、経験が積み重ねられて来た伝統医

やすいという方は、東洋医学の治療を

学のことで、薬物療法・鍼灸療法・按

試みても良いかも知れません。

摩療法の３分野があります。
筆者は２年前までは保険診療による
IBD 治療に従事し、現在は様々な疾患

東洋医学における健康に対する考え方
その２、感情からの影響

アカネ科クチナシの花（左）・シソ科ハッカの花（右）
（千葉大学柏の葉キャンパス薬草園から）

に対して東洋医学に特化した自由診療

「黄帝内経」ではさらに、「人には、

してもらうか、インターネットなどで

による治療を行っております。IBD の

こころの変化がある。喜（よろこぶ）・

調べて、漢方薬に詳しい医師・薬剤師

治療は、もちろん現代医学に基づく治

怒（おこる）・悲（かなしむ）・憂（心

がいる病院・薬局を受診されると良い

療法で行われるべきですが、体調を改

配する）・恐（不安になる）が生じ、

と思われます。一般的に、漢方薬の効

善し維持する目的で、東洋医学が役立

これらが過ぎると健康に影響する。」

果は遅くても２−３ヵ月以内には出て

つことがあるかも知れません。

と書かれています。人間は社会生活を

きますので、全く手応えのない同じ処

営まなければならない以上、どなたで

方を２−３ヵ月以上続けても意味があ

東洋医学の健康に対する考え方

も日々感情の変化が発生するはずです。

りません。また、食品にアレルギー反

その１、自然環境からの影響

感情の変化が軽度かつ一時的であれば、

応を起こす方がいるように、漢方薬で

東洋医学の最も基本的な考え方は、

健康状態には影響しないでしょう。し

も副作用を起こす場合があることを十

中国の前漢〜後漢の時代に編纂された

かし、感情の変化が激しかったり長く

分ご留意下さい。本稿では詳しくは述

「黄帝内経（こうていだいけい）」と

続けば、健康に影響する可能性は大い

べませんが、高血圧・むくみ・肝機能

いう書物に記載されており、現在でも

に考えられます。なお、喜は一見良い

障害・間質性肺炎などに注意する必要

この書物に基づいた診療が行われてい

ことと考えられますが、東洋医学では

があり、漢方薬内服開始後に血液検査

ます。（「黄帝」とは、中国の伝説上

喜び過ぎると気持ちが緩んで、健康状

などが必要になることがあります。

の皇帝です。）

態に影響すると言われています。
新たな薬物資源としての漢方薬（天然

「黄帝内経」の概論には、「自然に

IBD を治療中の方から「ずっと調子

は四季の変化がある。寒（さむさ）・

が良かったのだが、家族のことで心配

暑（あつさ）・燥（かわき）・湿（し

ごとが出てきて、最近調子が悪くなっ

東洋医学は、薬効のある植物の葉・

めりけ）・風（ふう）が生じ、これら

てきた。」というお話や、「仕事で責

茎・根、鉱物などを煮てスープを取っ

が過ぎると健康に影響する。」と書か

任が大きくなり、ストレスが多くなっ

たものや、そのまま粉末にしたものを

れています。寒と暑は温度の変化を、

た。最近、血便が増えて来た。」など

内服して頂くという天然物をフルに活

燥と湿は湿度の変化を指します。また、

というお話を伺うことがあります。こ

用する医学です。申し上げるまでもな

気圧の変化により風（かぜ）が吹きま

のような方は、きっと人並み以上に気

く、IBD の治療薬として広く使用され

すので、風（ふう）とは気圧の変化を

がついて心を配っている方だと思いま

ている５- アミノサリチル酸（ペンタサ

指します。つまり、温度・湿度・気圧

すので、思考方法はすぐには変えられ

®、アサコール ® など）は、柳の樹皮

という自然環境の変化のしかたが、一

ないと思われます。東洋医学では、上

に含まれる抗炎症物質サリチル酸をヒ

人一人の体が持つ許容範囲を越えた際

記の感情の変化をやわらげる治療法が

ントに合成されたものですし、強力な

に、健康状態に影響を与える可能性が

用意されていますので、もしご自分が

免疫抑制作用を持つタクロリムス（プ

あると言っています。

該当すると思われれば、東洋医学の治

ログラフ ® など）は、筑波山の土壌中

療を試してみても良いかも知れません。

で採取された放線菌の産生物の中から

IBD を治療されている方から、「食

見つかった物質です。天然物である乳

事や生活には注意しているが、毎年寒
く な る 時 期 に、 お 腹 の 調 子 が 悪 く な

物の活用）

漢方薬を試みる場合の注意点

酸菌を整腸剤として内服されている方

る。」というお話や、「薬をきちんと

「東洋医学」で用いられる治療薬の

も多いと思います。このように、IBD

飲んでいても、むし暑くなってくると

ことを、日本では「漢方薬」と呼んで

に対しては既に天然物に近い物質を用

体調をくずしやすい。」などというお

います。もし漢方薬を試してみようと

いた治療が行われていますので、今後

話を伺います。そのような方は、おそ

思われたら、必ずまず現在の IBD の主

も IBD 治療の新たな薬物資源として、

らく温度・湿度・気圧のいずれかの変

治医にご相談頂き、漢方薬を試しても

天然物としての漢方薬が役割を果たす

化に対する感受性が高すぎて、体調ま

良い病状かどうかを判断して頂いて下

可能性もあり得ると考えています。

で変化を来してしまう方だと思われま

さい。適切な漢方薬を主治医から処方
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