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クローン病と潰瘍性大腸炎に関する医療情報

顆粒球除去療法（GMA）
※顆粒球・単球吸着療法（ granulocyte and monocyte adsorptive apheresis；GMA）

はじめに
炎症性腸疾患は、おもに腸管に原因
不明の炎症を起こす病気で、その代表
は潰瘍性大腸炎とクローン病です。近
年、炎症性腸疾患の治療は急速に進歩
していますが、血球成分除去療法もそ
の一つの成果で、顆粒球・単球を吸着
除去する顆粒球除去療法 (GMA) と顆粒
球・単球・リンパ球を除去する白血球
除去療法との 2 つの方法があります。
私たちは GMA を中心に行っているの
で、一般的に言われる GMA の有効性や
安全性、そして効果的に施行できるよ
うに私たちが工夫している点について
述べます。
原理と実際
生体内では病原体などの異常な細胞
を排除することにより、生体を病気か
ら守る働きがあり、これを免疫機構と
言います。免疫機能を担う白血球は、
顆粒球・単球・リンパ球などに分類さ
れますが、炎症性腸疾患では過剰に活
性化された白血球 ( おもに顆粒球 ) が腸
管に集まって炎症を引き起こす物質を
放出することにより、粘膜が破壊され
ることが知られています。GMA は、こ
れらの活性化された白血球を除去する
治療法で、これまでの薬物療法とは全
くコンセプトが違います。
GMA は 我 が 国 で 開 発 さ れ、 潰 瘍 性
大 腸 炎 で は 2000 年、 ク ロ ー ン 病 で は
2009 年に保険認可されました。アダカ
ラム ® には小さな球がたくさん入って
いて、血液を流すと活性化した顆粒球
や単球が吸着されます。GMA は、2 本
の穿刺針を留置して、一方から血液を
持続的に抜き、アダカラム ® で吸着除
去して残りの血液を体に戻すことによ
り、炎症を抑えて臨床症状を改善させ
ます。通常一回の治療は 60 分間、保険
診療で合計 10 回 ( 劇症では 11 回 ) まで
行うことができますが、私たちは一回
を 90 分～ 120 分にしています。その理
由は、治療時間を長くしても副作用が
増加しないことと、処理する血液量を
増加させることでより炎症を鎮静化で
きるのではないかという期待からです。
また私たちは平日の夜間や土曜日にも
治療が行えるような体制をとり、忙し
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い患者さんでも治療が受けやすいよう
配慮しています。
適応
厚労省による治療指針では、表 1 の
ような方が向いているとされています。
しかし、私たちの経験から潰瘍性大腸
炎では GMA 治療前に使用されたステロ
イド量が多いほど、GMA が効果を発揮
しにくいことが分かりました。したが
って、ステロイドが効きにくくなった
り、量を減らすと悪化するようになる
前に GMA を行いたいと考えています。
有効性や安全性
私たちの経験で、潰瘍性大腸炎では
中等症例では約 70％、重症例では約 10
％の有効率でした。また、潰瘍性大腸
炎の発症後にメサラジン（アサコール
®
やペンタサ ® など）でコントロールで
きなかった患者さんを対象に GMA を導
入するとその後 5 年間のステロイド使
用量が減少したり、ステロイド依存の
率も低下することが、私たちの研究で
分かってきました。GMA の利点を表 2
にまとめています。最大の利点は、重
篤な副作用 ( 免疫抑制による感染症など
) が少ない点です。体外循環を行うため
頭痛・嘔気・めまい・発熱がみられる
ことがありますが、症状は比較的軽く
一時的です。
欠点
GMA の欠点も表 2 に入れました。太

い針を刺されることに恐怖心を持つ患
者さんが多いため、鎮痛効果のあるテ
ープやクリームを治療開始 1 ～ 2 時間
前から使用して穿刺時の痛みを軽くす
るようにしています。また、回路内の
血液凝固を予防する目的で抗凝固剤を
用いますが、その薬剤にアレルギーを
起こすことがあります。血管が細い方
や抗凝固剤に重いアレルギーのある患
者さんは GMA を行いません。費用に関
しては 1 回約 14 万円と高額ですが、特
定疾患受給者の場合は自己負担限度額
以上の支払いは要りません。
おわりに
GMA は、とくに中等症の潰瘍性大腸
炎に対して有効で、重篤な副作用が少
なく安全性が高い治療法です。現在は
炎症を鎮静化する治療法としてのみ認
可されていますが、寛解を維持する治
療法として有効であるかどうかを調べ
る臨床試験が現在行われています。こ
れからの研究により治療の難しい炎症
性腸疾患患者さんに、GMA の有効性が
最大限に発揮されることを祈念してい
ます。

表 1 顆粒球除去療法の適応 ( 厚労省の治療指針による )
潰瘍性大腸炎
・中等症・重症例
・ステロイド依存・抵抗例
クローン病
栄養療法および既存の薬物療法が無効または適応できない場合で、大腸の病変に起因する明らか
な臨床症状が残る中等症から重症の症例

表 2 顆粒球除去療法の利点と欠点 ( 筆者らの経験による )
利点
・中等症例における高い有効率
・早期導入によるステロイド使用量およびステロイド依存発現率の減少
・重篤な副作用が少なく安全性が高い
欠点
・医療機関でしか施行できず、時間がかかる
・血管ルートの確保が困難な方では苦痛が大きい
・抗凝固剤に重篤な副作用を発現する方には施行できない
・高額治療のため、適応や施行頻度・回数などが制限されている
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IBDにおけるピアサポート

Ｅ

Ｗ

成育医療研究センター

臨床心理士

Ｓ

平野友梨

IBD と診断された患者さんやご家族

生生活をどのように乗り切ったか、友

よ！」というように、共感的サポート

は、IBD と向き合いながらの生活に、

人関係、受験体験、親との葛藤、病気

を示し合う関係が生まれてきます。ま

戸惑いや不安を感じることも少なくな

になってつらかったこと、病気になっ

た、他の患者さんやご家族から、日常

いのではないでしょうか。ときに、周

たからこそ頑張れたこと、将来の夢な

生活の過ごし方や周囲との付き合い方

囲に頼ることが難しく、悩みや不安を

ど、それぞれの思いが入った体験談を

など多くの情報が得られることもあり

１人で抱えこんでしまっておられる患

子どもたちに語りかけてくれます。

ます。世の中には、学校での部活動や

者さんをお見かけすることもあります。

IBD こどもキャンプを通して、自分

学校行事、その後も、やりたい仕事や

そのような患者さんやご家族にとって、

と同じ病気の子たちと心から楽しく過

趣味を一生懸命に続けている患者さん

同じ病気を共有できる仲間をもつこと

ごし、友達になれたことで、子どもた

もたくさんいます。病気を受け入れて、

の意義は小さくないと思われます。こ

ちに大きな心理的変化をもたらしてい

日常生活で遭遇する悩みや困難をうま

こでは、IBD の患者さんや家族におけ

ました。中には、キャンプ参加後に症

く乗り越えている他の患者さんのお話

る“ピアサポート”について、紹介さ

状の感じ方に変化があったり、病気を

しを聞くことは励みになるだけでなく、

せていただきます。

前向きに捉えたり、IBD についての理

自分なりの対処法を身につけていく

解が深まったお子さんもいました。「い

きっかけにもなっていきます。家族や

IBD のピアサポート活動

ろいろな人たちの気持ちがわかってよ

医療者には話しにくい内容でも、同じ

“ピア (Peer)”には、「仲間」という

かった」と話してくれるお子さんもい

く IBD と向き合っている仲間であれば、

意味があります。ピアサポートは、同

ました。さらに、親の不安の軽減、子

気持ちを共有し、一緒に考えることが

じ問題や悩みを抱えた仲間同士が、お

どもの心理社会的な問題への理解、親

できるのではないでしょうか。

互いを支え、支えられるというもので

子関係の振り返り、夫婦間協力の必要

多くの患者さん同士が、出会い、つ

す。IBD のピアサポート活動はさかん

性の実感など、ご両親にとっても有益

ながっていくことで、大きな力が生ま

に行われており、IBD 患者さんのコミュ

な体験となっていました。

れます。他の患者さんから勇気をもら

ニティがある病院や、地域の患者会活

ピアサポートは、一方通行なもので

えた患者さんは、今度は自分が他の患

動、難病支援センターのピアサポート

はありません。サポートをする側とし

者さんへ勇気を与えようと行動を起こ

活動などが挙げられます。

て参加した子どもリーダーへも多くの

すことができるのではないでしょうか。

日 本 炎 症 性 腸 疾 患 協 会 (CCFJ) は、

心理的効果をもたらしていました。子

ピアサポートには、それぞれの人の可

2010 年より IBD の小児患者さんとその

どもリーダーとしてのピアサポーター

能性を最大限に引き出していく力があ

ご家族を対象にした、「IBD こどもキャ

の体験は、自己受容や、対人関係の面

ります。自分よりも大変なそうな患者

ンプ」と呼ばれるサマーキャンプを開

でもポジティブな変化を及ぼし、自己

さんもいるため、同じ病気の人と会う

催しています。私もスタッフとして参

成長をもたらしていました。自分と同

ことは少し勇気のいることかもしれま

加させていただいていますが、毎年の

じ子どものときに IBD を発症した子ど

せん。けれども、ピアサポートの活動

キャンプを通してピアサポートの力を

もたちと関わることで、自分の体験を

は、きっと IBD の患者さんやご家族の

実感しています。IBD こどもキャンプ

振り返り、さらに自身の体験を通して、

人生を豊かにしてくれることでしょう。

の特徴は、同じく小児期に発症して成

子どもたちやご家族を励ましたり、良

人となった IBD 患者さんを「こどもリー

い影響を与えているとの感覚が持てた

ダー」と位置づけ、企画・運営に携わ

ことで、自分を肯定的に捉えられるよ

り、子どもたちに近い存在として関わっ

うになり、自信を持つことにもつながっ

てもらっています。キャンプでは、自

たと考えられます。

然の中でのゲーム大会、自然散策など
普段都会で過ごしている子どもたちに

ピアサポートの意義

は新鮮な企画が用意され、それぞれの

ピアサポート活動は、情報交換の場

立場や役割を超えて皆で活動をします。

になることにとどまらず、その活動を

遊びながらなので、自然と参加者同士

通して、同じ疾患を持ったもの同士、

の距離は近くなっていきます。さらに

辛さや喜びを共有できるようになり、

は、小児患者さんだけで IBD について

更には、互いの存在を励みにしていけ

の悩みを考える「しゃべくり IBD」や、

るようになっていくことが知られてい

こどもリーダーの体験談を聴く時間な

ます。他の参加者と時間を共有するこ

ど、時には IBD と向き合う時間も設け

とで良好な関係を形成し、その中で、

られています。こどもリーダーは、学

「 こ う い う 時 あ る よ ね！」「 わ か る

自分にできるピアサポート活動を、
是非とも探してみてください。

第 7 回 I ＢＤこどもキャンプ
日 時：2017 年 8 月 26 日（ 土 ）・27
日（日）
場所：三島市立箱根の里 少年自然の家
対象：IBD の小学生～高校生 20 名とそ
の家族
参加申し込み〆切：7 月 31 日（先着順）
問い合わせ先：CCFJ 事務局（月・金の
10-15 時）TEL：03-5269-7136
ホームページ（www.ccfj.jp）にもキャ
ンプのお知らせと申込書がアップされて
います。
子どもたちやご家族とともに、先輩患者
さんや医療スタッフも参加して楽しい交
流の場となっています。
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ストーマについてのよくある質問
Q1．食事はどのようなことに気を付け
たらいいですか？
＊食事内容
・ストーマだからといって、特別な食
事制限をする必要はありません。もち
ろん、IBD の病態に応じた食事制限は
必要です。元々下痢しやすい食品があ
る場合や刺激物、高脂肪の食品を控え
ると良いでしょう。
＊結腸ストーマの場合
・狭窄等がない場合は、便性状を整え
るために水溶性食物繊維を含んだ食事
をするとよいでしょう。腸内細菌叢の
バランスを整えるために、乳酸菌飲料
などのプロバイオティクスを積極的に
摂取するとガスの発生をおさえる作用
があります。
＊回腸ストーマの場合
・回腸からの排便は水様便で電解質や
消化酵素を多く含みます。体内に吸収
される前にそのまま回腸ストーマから
体外に排泄されてしまうと、脱水症状
や電解質不足の症状を呈する恐れがあ
ります。このため、補給する水分の目
安として、1 日に排泄する尿量が 700 ～
800ml 以上になるようにストーマから排
泄された量の倍量の水分を補給します。
特に夏期で発汗も多い時期にはスポー
ツ飲料や塩分を適宜補給し、電解質の
バランスを維持するように心がけます。
一度に摂取するのではなく、少量ずつ
分散して摂取し出来るだけ吸収される
ように心がけるとよいでしょう。
＊ガス、臭い
・臭いに関しては、甲殻類、ねぎ、ニラ、
にんにくなどの臭いの強い食品、動物
性蛋白質を多く摂取すると臭いが強く
なります。腸内細菌叢のバランスが不
良でガスを産生する菌が優位であると、
便臭が増し、ガスの量が多くなるので
プロバイオティクスを効率よく摂取し、
腸内細菌叢のバランスを整えると良い
でしょう。発酵しやすい食品や発泡酒、
炭酸飲料もガスの発生を多くするので
気になるようであれば控えましょう。
食事の際はよく噛んで飲み込む、口を
閉じて食べる、水分は音を立てずに飲
むなどを心掛けるとガスの発生を少な
く出来ます。消臭成分を含んだ食品と
しては、マッシュルームの抽出エキス
が有効成分として知られています。
Q2．入浴はできますか？

Ｅ

Ｗ

Ｓ

JCHO 東京山手メディカルセンター 看護部
皮膚・排泄ケア認定看護師 積 美保子

＊消化器ストーマ
・結腸のストーマでは、排泄コントロー
ルが整えば、ストーマ装具をはずして
浴槽に入ることは可能です。回腸ストー
マでも、食前など、腸の蠕動運動が活
発でない時間帯に入浴を行えばストー
マ装具をはずしての入浴が可能です。
・ストーマ装具を装着したまま入浴す
ることも可能です。その際は、事前に
採便袋内の便やガスを抜いておきます。
・銭湯や温泉では、目立ちにくい肌色
の小さい装具を活用すると良いでしょ
う。慣れるまでは部屋付きのお風呂を
利用して入浴すると気兼ねがないかも
しれません。
Q3．衣服はどうしたらいいですか？
・術直後は慣れていないこともあり、
ゆったりした衣服のほうが目立たずに
安心感があるでしょう。しかし、生活
にも慣れてくれば、徐々にジーンズや
着物などの体にフィットするような細
身の衣服も着用することは可能です。
その際は、こまめに採便袋や採尿袋か
ら排泄処理を行うことなどの工夫次第
で問題は解消されます。
Q4．夜間にもれたりしやすい時にはど
うしますか？
・結腸ストーマや回腸ストーマの場合
で排便コントロールが不良で、排ガス
が多かったり、下痢をしたりすると睡
眠中に便の漏れを起こす恐れがありま
す。睡眠前には必ず排泄処理を済ませ
ることや、日頃から排泄コントロール
に努めます。慣れるまでは予防的に腰
部にバスタオル等を敷いておくとよい
でしょう。また、夜間の排泄量が多け
れば、容量の大きい採便袋を選択しま
す。また、水様便の場合は連結管を接
続させてウロガード等にドレナージさ
せる方法もあります。当然、定期的に
装具交換を行い、日頃より適切なストー
マ管理することも重要です。
・水様便を固めるために高分子吸収ポ
リマーを採便袋内に入れて皮膚保護剤
を溶けにくくする方法もあります。
Q5．スポーツはできますか？
・直接腹部を打撃したり、圧迫するよ
うな格闘技や過度に腹圧をかけるよう
なスポーツでは、ストーマ粘膜からの
出血やストーマ傍ヘルニアの原因にな

る恐れがあります。それ以外の一般的
なスポーツ、健康増進や趣味、娯楽目
的のゴルフやテニスなどの球技、ジョ
ギング、水泳などは問題ありません。
スポーツの後、発汗が多い場合は装具
交換を早めに行ったり、事前に排泄物
の処理を行っておくことや防水テープ
やオストミーベルトで補強したりする
とよいでしょう。
Q6．性生活は可能ですか？
・手術後の機能障害、心因性の問題が
ない場合、ストーマを造設したからと
いって性生活が不能となるわけではな
く、通常の性生活は可能です。事前に
排泄物の処理を行ったり、袋が目立た
ないようにテープでとめたり、目立ち
にくいサポーターをつけたりすると気
になりにくいでしょう。
Q7．妊娠・出産はできますか？
・ストーマを保有していても、妊娠・
出産は可能です。妊娠の可否について
は原疾患の状況などによるので、主治
医に相談し、計画的な妊娠・出産がで
きるように十分な検討が必要です。
Q8．学校や復職の準備はどうしたらい
いですか？
・職場復帰の時期は疾患の治療方針を
主治医と相談の上、決定することが望
ましいと思います。
・ウェットティッシュや替えのストー
マ装具、ごみ袋、応急処置用の防水テー
プなどの交換セットを準備しておくと
よいでしょう。
・万が一の場合の交換できる場所の確
保や相談できる支援者がいると心強い
と思います。
Q9．災害時の対応はどう考えたらいい
ですか？
・まずは、自分で 1 週間程度の備えを
します。緊急時のストーマ用品供給は、
ストーマ用品セーフティーネット連絡
会（OAS）より無料供給もありますの
で、緊急連絡先等を控えておくと良い
でしょう。
引用・参考文献
1）日本ストーマリハビリテーション学会編：
ストーマ・排泄リハビリテーション学用語
集．第 3 版，金原出版株式会社，2015．
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新しい難病法にもとづく医療制度の今後～軽症者特例について
新しい難病法が平成 27 年 1 月 1 日から
施行されました。今年 4 月 1 日からは 24
疾患が追加され、計 330 疾患が指定難病
となっています。条件にあえば、さらに指
定難病は増えていくことになります。そし
て、3 年間の措置期間を経て、旧来の特定
疾患からの移行患者さんも軽症者は医療費
助成の対象ではなくなることが示されてい
ます。平成 27 年 1 月以降の新規認定者で
は、更新時に軽症であると現在でも医療費
助成が打ち切られています。
潰瘍性大腸炎・クローン病も例外ではな
く、平成 30 年 1 月 1 日から軽症者は医療
費助成が受けられなくなり、通常の保険診
療での医療費負担になります。それまでに
も、収入等に応じて助成の額は減ってきて
いましたが、今回は患者さんの収入等にか
かわらず、原則として軽症者は助成の対象
外になります。軽症者の判定基準を表 1、2
に示しておきます。
軽症の炎症性腸疾患は医療費助成の対象
からは外れますが、法律上は指定難病であ
り、医学的に難病であることに変わりはあ
りません（申請自体をしない患者さんが増
えて、患者数が正しく推測できなくなるこ
とが危惧されています）。また、軽症者は、
実際には治療をきちんと行って寛解を維持
している難病患者さんである場合も多いと
思われます。このあたりに大きな矛盾は感
じますが、医療財源が限られていく中で難
病対策が今後も継続的に可能とすることを
考えることも避けて通れなくなっていま
す。
この矛盾を一部解消してくれるのが、
「高額な医療を継続することが必要な軽症
者の取扱い」（支給認定における軽症者特
例）です。軽症者でも一定以上の医療費が
かかる治療を行った状態で軽症になってい
る場合に、支給を認定するものです。指定
難病にかかる医療費総額（自己負担額では
ない）が、33,330 円を超える月が、申請す
る月から起算して 12 ヶ月以内に 3 ヶ月以
上ある場合に支給認定を行うというもので
す（図）。医療費の総額には、指定難病に
係る医療機関での診療の他に、調剤や訪問
看護利用料も含みます。更新申請時に基本
的には「自己負担上限額管理表のコピー」
を添付します。はじめての申請時の場合や
更新時に重症度の基準を満たさず不認定に
なってしまっている場合には、軽症者特
例として新規申請をします（医療費申告書
に、領収書のコピーあるいは療養証明書な
どを添付）。何れの場合にも、支給認定申
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請書の「自己負担上限額の特例」のうち「軽
症者特例」の項目にチェックを入れて提出
します。申請方法が微妙に異なりますの
で、詳細は各都道府県のホームページ等を
参照してください。保健所への自己申請が
原則ですので、制度を理解して適切に利用
してください。医療費の領収書（使用でき
ない都道府県もあります）を保存しておく
ことも念のためお勧めしておきます。
なお、受診間隔や薬剤の内容・投与法な
どで 1 ヶ月当たりの医療費総額は影響さ
れますが、適切な医療の継続が患者さんに
とっては最も重要な前提条件です。その上
で、この難病法が継続可能で公平性を保つ
ことを目的としている制度である趣旨を念
頭に置いて適正に対応することが望まれま
表 1.

Ｗ

Ｓ

独立行政法人国立病院機構
東埼玉病院 正田良介

す。他方、医療者側も、同等程度の有効性・
安全性が見込める場合には、患者さんと相
談の上で、より安い治療法を選択すること
も今後は考えていく必要があります。そし
て、患者さん側からの意見も必要になって
くると思います。
今年度の更新申請用紙に、それぞれの都
道府県で以上の情報が同封されてくること
になると思われます。必要に応じて、保健
所などの担当者とも連絡して適切な対応を
することが望まれます。できれば避けたい
ことですが、もし再燃して軽症から中等症
以上になってしまった場合には、助成がう
けられますので再申請を忘れないようにし
てください。（平成 29 年 6 月 5 日記）

潰瘍性大腸炎の重症度
重症

1）排便回数
2）顕血便
3）発熱
4）頻脈
5）貧血
6）赤沈

6 回以上
（＋＋＋）
37.5℃以上
90/ 分以上
Hb 10g/dl 以下
30mm/ 時以上

中等症

重症と軽症の中間

軽症
4 回以下
（＋）〜（−）
37.5℃以上の発熱がない
90/ 分以上の頻脈がない
Hb 10g/dl 以下の貧血なし
正常

顕血便の判定：（−）血便なし、（＋）排便の半分以下でわずかに血液が付着、（＋＋）ほとんどの排便時に明か
な血液の混入、（＋＋＋）大部分が血液
*6 項目を全て満たすものを軽症とする。

表 2.

クローン病の重症度（IOIBD スコア）

1.
2.
3.
4.
5.

腹痛
1 日 6 回以上の下痢または粘血便
肛門部病変
瘻孔
その他の合併症
（ぶどう膜炎、虹彩炎、口内炎、関節炎、皮膚症状（結節性紅斑、壊死性膿皮症）、深部静脈血栓等）
6. 腹部腫瘤
7. 体重減少
8. 38℃以上の発熱
9. 腹部圧痛
10. ヘモグロビン 10g/dl 以下
1 項目を 1 点とし、合計スコア数とする。0 点と 1 点は、軽症者に該当。

図 軽症者特例の概念：申請時に軽症である場合でも、この例では医療費総額が、33,330 円をこえる月が
①～④の 4 ヶ月あるため、申請時に軽症者特例の対象となる。なお、発症がもし 1 月であった場合には、
それが 2 ヶ月（③、④）のため、軽症者特例には該当しない。
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