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・・・薬剤師が知っておきたい、
潰瘍性大腸炎の基礎知識

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、患者数が年々増加している炎症性腸疾患です。

慢性の経過をとり長年にわたる治療が必要であることから、

日常診療で潰瘍性大腸炎の患者さんに服薬指導を行う機会も増えていくことでしょう。

近年には生物学的製剤を始めとした新しい薬剤も登場しており、治療体系も変化しています。

今回は、潰瘍性大腸炎とその治療についてご紹介いたします。



▶  UCの臨床的特徴
UCの主な症状として下痢や腹痛、血便などがあります。これらの
腹部症状が持続性または反復性にみられる場合はUCが疑われ、
感染性腸炎などを鑑別するための各種検査とともに、確定診断の
ための大腸内視鏡検査（生検）が行われます。
中等症以上のUC患者さんでは、発熱、頻脈、貧血、体重減少などの
全身症状もみられます。また、UC患者さんでは末梢性脊椎関節炎、
皮膚病変、血栓塞栓症、原発性硬化性胆管炎などの腸管外合併症
を伴う場合も少なくありません13）。UC罹病期間の長期化に伴い

▶  大腸粘膜が侵される炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎（UC）は、「主として粘膜を侵し、しばしばびらんや
潰瘍を形成する大腸の原因不明のびまん性非特異性炎症」と定義
されています1）。UCは、寛解と再燃を繰り返す腸管の炎症性疾患で
あり、クローン病（CD）とともに、代表的な炎症性腸疾患（IBD）の
ひとつです。UCとCDは共通点が多いためIBDと総称されていますが、
両者は病変の部位・形態や病態が異なる独立した疾患と考えられて
います。例えば、UCは大腸粘膜が直腸側から連続性に侵されるのに

▶  UCの疫学：若年での発症が多く、患者数が急増
UCは歴史的には欧米で患者数が多い疾患でしたが、近年はアジア
や南米などでの罹患率や有病率の上昇が報告されています3）4）。
日本の全国疫学調査では、1991年のUCの有病率は人口10万人
当たり18.12人と推定されていましたが 5）、2014年には有病率は
10万人当たり172.9人、患者数は約22万人と推定されています6）。
このように、UCの患者数が急増している背景として、食事・母乳
栄養や抗菌薬使用といった何らかの環境因子の変化が腸管免疫や
腸内細菌叢に影響を与えることで、UC発症増加に関与している
可能性が示唆されています7）8）。
UCは男性の患者数がやや多く（男女比1.24）6）、比較的若年での発症が
多い疾患で、好発年齢は10歳代後半から30歳代前半です（図1）9）10）。
ただし、生命予後が比較的良好で若年発症後も経過が長い疾患で
あることと、日本の高齢化に伴い高齢発症の患者数も増加して
いることを背景に、高齢のUC患者さんも増加傾向にあります11）12）。

▶  UCの治療指針
UCでは、重症度や罹患範囲、QOLの状態を考慮して治療を行います1）。
活動期には寛解導入治療を行い、寛解導入後は寛解維持治療を
長期にわたり継続します（図2）1）。
寛解導入療法として（図3）1）、左側大腸炎型・全大腸炎型で軽症から
中等症であれば、まず5-アミノサリチル酸（5-ASA）製剤を用い、効果
不十分な場合はステロイド経口剤を投与します。この際、大腸左側の
炎症が強いときには注腸剤が用いられることがあります。重症や
劇症であれば、手術適応を検討しながらステロイド大量静注療法
を行います。直腸炎型でも、まず坐剤や注腸剤を含む5-ASA製剤
を用いますが、効果不十分の場合のステロイド薬は局所製剤を
用います。
寛解導入後はステロイド薬を漸減・中止し、寛解維持療法として

（図3）1）、5-ASA製剤を継続します。ただし、ステロイド薬の減量に
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図1   UCの推定発症年齢（日本）
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対して、CDの病変は口腔から肛門まで消化管のあらゆる部位に
生じる可能性があり、消化管壁全層に及ぶ炎症が非連続性に分布
するという点でも異なります。
UCを含むIBDは、遺伝的素因に様々な環境因子が関与し腸管免疫
の異常をきたして発症すると考えられていますが、いまだ原因は解明
されていません2）。

大腸癌の発生リスクが高まることから、早期発見のための定期的
な大腸内視鏡検査（生検）を行うことも重要です14）15）。
UCは寛解と再燃を繰り返す慢性疾患であり、活動期には血便、
腹痛とともに排便回数が増加して日常生活に影響を及ぼします。
重症以上の患者さんでは入院による全身管理も必要です。このため
UCは指定難病として認定され、中等症以上では医療費助成の対象
となります。

伴い増悪・再燃が起こるステロイド依存例では、アザチオプリン
などの免疫調整薬を併用してステロイド薬の減量・中止を図り、
寛解維持療法として5-ASA製剤と免疫調整薬の投与を続けます。
ステロイド薬によって改善が得られないステロイド抵抗例や、免疫
調整薬で効果不十分・不耐性のステロイド依存例では、血球成分
除去療法、カルシニューリン阻害薬、生物学的製剤（TNFα阻害薬、
α4β7インテグリン阻害薬、IL-12/23p40阻害薬）やJAK阻害薬の
投与が考慮されます1）。
外科手術は、以上のような内科治療が無効な重症例やQOLが低下
している難治例、大腸の狭窄、瘻孔、癌の前駆病変と考えられる
異型上皮が生じた場合に考慮されます。激烈な症状で発症する
劇症型の経過を呈する場合や大腸穿孔、大量出血を起こした場合
には、緊急手術が適応となります1）。
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図2   令和2年度UC治療指針（内科）

図3   UCの治療フローチャート

＊：現在保険適応には含まれていない、 ＊＊：それぞれ同じ薬剤で寛解導入した場合に維持療法として継続投与する
5-ASA 経口剤（ペンタサ®顆粒/錠、アサコール®錠、サラゾピリン®錠、リアルダ®錠）、5-ASA注腸剤（ペンタサ®注腸）、5-ASA坐剤（ペンタサ®坐剤、サラゾピリン®坐剤）
ステロイド注腸剤（プレドネマ®注腸、ステロネマ®注腸）、ブデソニド注腸フォーム剤（レクタブル®注腸フォーム）、ステロイド坐剤（リンデロン®坐剤）
※（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書を参照のこと。
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▶  小児UCの治療原則
小児UCにおいては、成人と同じ治療ではなく、小児の特性に配慮
した治療法が求められています16）。小児UCの治療方針は小児用の
活動性指標に基づいて、小児の治療フローチャートを参考に決定
されます。小児では成人より病変が広範囲で、重症化しやすいこと
から17）、急性期には成人よりも積極的な治療が望ましいとされて
います18）。また、ステロイド薬による成長障害も合併しやすいこと
から19）、治療においては成長曲線や骨密度・骨年齢なども考慮する
必要があります18）19）。成長障害の原因となるステロイド薬の使用
は極力短期間とし、寛解維持の目的には使用しないことが治療
原則として示されています18）。
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UCに対する新しい治療薬は続々と登場し、治療選択肢が増加しています。しかし、小児の患者数が多いにもかかわ
らず小児UCに適応のある薬剤は少なく、薬剤選択やその用法用量には小児の特性に応じた配慮が求められます。
UCは比較的若年で発症することが多く、長年にわたり患者さんの日常生活やライフイベントに影響を及ぼす
可能性もあることから、QOLを考慮した治療や患者指導も大切となります。
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【 略 語 】
UC：ulcerative colitis　　　
CD：Crohn’s disease　　　
IBD：inflammatory bowel disease
5-ASA：5-aminosalicylic acid（5-アミノサリチル酸）　
JAK：Janus kinase　
6-MP：6-mercaptopurine

小児UCに使用される薬剤の一部は小児に対する保険適用が承認
されておらず、本人・家族に十分な説明と同意取得を行ったうえで
使用されることがあります18）。2021年8月現在、5-ASA製剤では、
経口剤のメサラジン徐放剤が小児への適用が承認されている
ものの、その他の5-ASA経口剤や注腸剤/坐剤は小児適用があり
ません。免疫調整薬ではアザチオプリンが、生物学的製剤ではイン
フリキシマブとアダリムマブが、小児への適用が承認されています。
JAK阻害薬では、小児適用のある薬剤はありません。小児UCの
薬剤用量は、個々の患者さんの重症度も考慮しながら、原則として
体重または体表面積をもとに換算して決定されます18）。

スマートフォン、
タブレットからは、
二次元コードを
ご利用ください。




