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POINT
●クローン病患者に対する生物学的製剤の長期投与については、副作用や効果の減弱などに注意を要する2）。
●「平成26年度クローン病治療指針（内科）」3）では、患者の病状や治療に対する受容性に応じて薬物療法と
栄養療法が併記されており、両者の適切な使い分けが求められている。
● 上記治療指針では、栄養療法の第一選択である成分栄養剤および消化態栄養剤に関する記述に加えて、
患者の受容性を踏まえた半消化態栄養剤の使用についても新たに記載された3）。
● 活動期クローン病に対する各種経腸栄養剤の治療効果に関しては多くのランダム化比較試験の結果が報
告されており、半消化態栄養剤と成分栄養剤、消化態栄養剤の寛解導入効果には明らかな差を認めないこ
とが示されている4）-7）。
● 半消化態栄養剤は各種栄養素がバランスよく配合されており、経口摂取も容易である。
● 服薬アドヒアランスに配慮して経腸栄養剤を選択し、栄養療法の継続を図ることは、クローン病患者におい
て重要である。
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従来、クローン病の内科的治療においては栄養療法
をベースとしつつ、重症度に応じて治療内容を強化する
step-up 療法が広く行われてきた。
しかし抗 TNF- α抗体
製剤（以下、生物学的製剤）の登場などを背景に、2000
年代以降は発病初期段階から生物学的製剤と免疫調
節薬を導入する top-down 療法が広まりつつある。ただ
し、生物学的製剤の長期投与に関しては副作用や効果
の減弱、医療経済的な観点などから注意が必要である。
栄養療法には副作用が少なく、長期に渡って安全に継
続できるという利点がある。栄養療法を薬物療法と適切
に組み合わせることにより、副作用を回避しながら寛解
状態を長期間維持できれば、患者 QOL の向上にも繋が
る。その意味で、服薬アドヒアランスに配慮して適切な経
腸栄養剤を選択し、栄養療法の継続を図ることは極めて
重要であると考える。

クローン病の栄養療法における経腸栄養剤の選択
クローン病患者における標準的な内科的治療法として、厚生労働省の研究班による「クローン病治療指針（内科）」
がある（下表）
。同治療指針では薬物療法や栄養療法が重症度に応じて患者の受容性などを踏まえた標準的な治療戦
略が提示されている。その中で栄養療法については、成分栄養剤や消化態栄養剤が第一選択となるが、受容性が低い
場合には半消化態栄養剤でもよいとされている。
3）
表：平成 26 年度クローン病治療指針
（内科）

活動期の治療
（病状や受容性により、
栄養療法・薬物療法・あるいは両者の組み合わせを行う）
軽症～中等症

重症

中等症～重症

薬物療法

（病勢が重篤、高度な合併症を有する場合）
外科治療の適応を検討した上で以下の内科治療を行う

薬物療法

薬物療法

・経ロステロイド（プレドエゾロン）
・ステロイド経口または静注
・抗菌薬（メトロニダゾール＊、シプロフロキサシン＊など） ・インフリキシマブ・アダリムマブ

・5-ASA 製剤
ペンタサ ® 錠
サラゾピリン ® 錠（大腸病変）

（通常治療抵抗例）

※ステロイド減量・離脱が困難な場合：アザチオプリン、6-MP ＊
※ステロイド・栄養療法が無効 / 不耐な場合：インフリキ
シマブ・アダリムマブ

栄養療法（経腸栄養療法）

栄養療法（経腸栄養療法）

許容性があれば栄養療法経腸栄養剤としては
・成分栄養剤（エレンタール）
・消化態栄養剤（ツインライン ® など）を
第一選択として用いる。

・成分栄養剤（エレンタール）
・消化態栄養剤（ツインライン ® など）を
第一選択として用いる

血球成分除去療法の併用

※通常治療で効果不十分・不耐で大腸病変に起因する症
状が残る症例に適応

肛門病変の治療

薬物療法

・5-ASA 製剤
ペンタサ ® 錠
サラゾピリン ® 錠（大腸病変）
・アザチオプリン
・6-MP
・インフリキシマブ・アダリムマブ
（インフリキシマブ・アダリムマブに
より寛解導入例では選択可）

在宅経腸栄養療法

・エレンタール ®、ツインライン ® 等

※受容性が低い場合には半消化態栄養
剤でもよい
※短腸症候群など、栄養管理困難例では
在宅中心静脈栄養法を考慮する

※合併症が改善すれば経腸栄養療法へ
※通過障窖や膿瘍がない場合はインフリキシマブ

※受容性が低い場合には半消化態栄養剤でもよい

※受容性が低い場合には半消化態栄養剤でもよい。
※効果不十分の場合は中等症～重症に準じる

寛解維持療法

栄養療法

・経腸栄養療法
・絶食の上、完全静脈栄養療法
（合併症や重症度が特に高い場合）

肛門病変の治療

まず外科治療の適応を
検討する。

術後の再発予防

【狭窄】
まず外科治療の適応を
検討する。

ドレナージやシートン法など

内科的治療を行う場合

・アダリムマブを併用してもよい

・痔瘻・肛門周囲膿瘍
メトロニダゾール＊、抗菌剤・
抗生物質、インフリキシマブ・
アダリムマブ
・裂肛、肛門潰瘍：
腸管病変に準じた内科的治療
・肛門狭窄：経肛門的拡張術

寛解維持療法に準ずる
薬物治療

・内科的治療により炎症を沈静化し、
膿瘍が消失・縮小した時点で。
内視鏡的バルーン拡張術

【瘻孔】
まず外科治療の適応を
検討する。

・5-ASA 製剤
ペンタサ ® 錠
サラゾピリン ® 錠（大腸病変）
・アザチオプリン
・6-MP ＊

栄養療法

・内科的治療（外瘻）としては
インフリキシマブ・アダリムマブ
アザチオプリン

・経腸栄養療法

※薬物療法との併用も可

＊：現在保険適応には含まれていない		
※（治療原則）内科治療への反応性や薬物による副作用あるいは合併症などに注意し、必要に応じて専門家の意見を聞き、外科治療のタイミングなどを誤らないようにする。
薬用量や治療の使い分け、小児や外科治療など詳細は本文を参照のこと。

クロ ーン病に対する
栄養療法
（例）

中心静脈栄養 /成分栄養剤による経腸栄養療法

活動期

成分栄養剤

半消化態栄養剤

［1,200kcal/day］

成分栄養剤

半消化態栄養剤

［900kcal/day］

8）

緩解期

成分栄養剤

［450~600kcal/day］

半消化態栄養剤

低脂肪・低残渣食
低脂肪・低残渣食
低脂肪・低残渣食
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