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炎症性腸疾患の情報誌

【監修】 大腸肛門科 山田一隆　消化器内科 野﨑良一・大湾朝尚

アイ・ビー・ディー レター
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プロバイオティクスについて
高野病院　栄養科　　池上奈津子

菌汚染、抗菌薬などにより腸内フローラのバランスは崩れて
有害菌が優位になりやすくなります。また、有用菌は野菜を
摂ると増え、有害菌は肉を多く摂ると増えます。

2. プロバイオティクスと健康の関わり
プロバイオティクスは「腸内フローラのバランスを改善す
ることにより、宿主に有益な作用をもたらす生きた微生物」
と定義されます。プロバイオティクス（Probiotics）は抗生
物質（アンチバイオティクス、Antibiotics）に対比する概念
で共生（Probiosis）を起源とする言葉です。乳酸菌が代表的
なプロバイオティクスの候補ですが、乳酸菌なら何でも良い
ということではなく、胃酸・胆汁等に耐えて腸内に到達でき、
また腸内で増殖できるものに限られています。選び抜かれた
有用菌がプロバイオティクスと言えます。また腸内において
プロバイオティクスの菌や常在有用菌の増殖を促進する添加
物（食物繊維やオリゴ糖など）をプレバイオティクスといい
ます。プレバイオティクスは摂取すると消化酵素で消化され
ずに大腸に到達して腸内細菌によって発酵をします。有用菌

1. 腸内フローラとは
ヒトの腸内には 100兆個の腸内細菌が生息し、その種類
は100種以上あり、それぞれ自分のテリトリーを持ちながら
集団を形成しています。あたかも植物が群れている（叢、フ
ローラ）ようであることから腸内細菌叢あるいは腸内フロー
ラと呼ばれます。
宿主に良い働きをする有用菌（乳酸菌やビフィズス菌など）

と悪い働きをする有害菌（ウェルシュ菌、ブドウ球菌、大腸菌
（有毒株）など）があります。また、中間的な菌（大腸菌（無
毒株）、バクテロイデス（無毒株）など）もあり、有用菌が
増えたときには良い働き、有害菌が増えたときには悪い働き
をします（図1）。ヒトの腸内細菌のバランスは年齢とともに

変化していきます。胎児のときの腸内は無菌状態ですが、生
後数日経つとビフィズス菌等の有用菌が増え始めます。離乳
期になると様々な食品を食べることにより有害菌も見られる
ようになります（図 2）。その後は生活スタイルや食事内容
の違いなどが影響して有用菌や有害菌のバランスは人それぞ
れになってきます。偏った食事やストレス、疲労、加齢、細
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健康維持、老化防止 健康に悪い影響を与え病気の原因となる

図1　腸内フローラ

胎　児

新生児

お母さんのおなかの中にいる間は、無菌状態。

生後数日たつと、ビフィズス菌などの有用菌が増
え始める

離乳期 さまざまな食品を食べることにより、有害菌もみら
れるようになる。

成　人 有用菌、有害菌のバランスは人それぞれ。
生活スタイルの違い、食事内容の違いなどが影響。

老齢期 有用菌が減り、有害菌が増える傾向が強くなってく
る。

図2　年齢で変わる腸内細菌
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【はじめに】
潰瘍性大腸炎で内科的治療に抵抗性であったり癌化したり、
穿孔をおこしたりして手術が必要となることがあります。そこで
今回は潰瘍性大腸炎の手術について説明をしたいと思います。

【手術適応】
手術の適応には命にかかわるような場合（絶対適応）と
患者さんのQOLを考えると手術を行ったほうがよい場合（相
対的適応）の2種類があり、また手術時期としては待機手術
と緊急手術があります。（表1）

【手術術式】
通常行う手術として以下の3種類があります。（図1）

潰瘍性大腸炎患者の手術について
高野病院　消化器外科部長　　佐 伯 泰 愼

のエネルギー源となり、有用菌を増やす他、発酵により短鎖
脂肪酸（乳酸や酢酸、酪酸等）を産生し、大腸粘膜組織か
ら吸収されて上皮細胞の増殖や粘液の分泌、水やミネラル吸
収のためのエネルギー源として利用されます。短鎖脂肪酸は
内臓や筋肉のエネルギー源にもなり、腸内の pHを下げるこ
とで有害菌の増殖を抑制する効果もあります。プロバイオティ
クスのヨーグルトにオリゴ糖や果物を入れると相乗効果で有
用菌がより増えやすくなります。プロバイオティクスの商品に
はヨーグルトが多く、飲料や錠剤の
ものもあります。その多くは特定保
健用食品のマーク（図 3）がつい
ているか「プロバイオティクス」と
いう言葉がついていますので選ぶと
きの参考にしてください。また入っ
ている菌の種類は商品によって異な
りますので自分のお腹の菌との相性
もありますので、お腹に合うものを
色々試してみてください。

3. プロバイオティクスを用いたIBDの治療
IBD モデルマウスは無菌状態では腸炎を発症しないことか
ら腸内細菌が炎症性腸疾患成立の要因の一つとして考えられ
ています。また IBDでは適切な腸内細菌のバランスが乱れ、
有用菌の減少と有害菌の増加が見られることから、国内外
で腸内フローラを制御することによって疾患の治療や予防に
役立てようという試みが行われています。国内外で行われた
IBDに対するプロバイオティクスの今までの治療研究成績を
みると、消化管症状の劇的な改善効果を期待するというより
は寛解維持を目的として使用して行く方向にあるようです。プ
ロバイオティクスを利用した食品はみそやヨーグルト、漬物な
ど昔から存在し、私たちが長らく食してきたものです。長期
連用でも副作用が生じる可能性が低いものと思われます。

4. おわりに
今回プロバイオティクスについて説明しました。体調や病
状、手術の有無等により腹痛や下痢が起きることもあります
ので、その場合は無理に続けて食べずにまた体調が良くなっ
た時に試してみてください。また、ご不明な点がございまし
たら栄養士までご相談ください。

①大腸全摘＋回腸 J嚢肛門吻合＋一時的人工肛門造設（2期的）

②大腸全摘＋回腸J嚢肛門管吻合＋一時的人工肛門造設（2期的）

③大腸全摘＋永久的回腸人工肛門造設（1期的）

【手術術式のメリット&デメリット】
①大腸全摘＋回腸 J嚢肛門吻合は、完全に大腸粘膜を切除す
るため大腸癌は発生しないが、肛門の機能回復が②と比較
してやや遅く、術後便漏れを認めやすい。肛門機能に関し
ては、個人差が多い。

②大腸全摘＋回腸 J 嚢肛門管吻合は、肛門管が残るため肛
門機能の回復が①と比較して早い。ただし肛門機能に関し

図3
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回腸J囊

肛門管

①大腸全摘
回腸J囊肛門吻合術

②大腸全摘
回腸J囊肛門管吻合術

 ③大腸全摘
永久的回腸人工肛門造設術

非常に遅い
（約100時間）

消化管の
通過時間

非常に早い
（約10時間）

1 コロコロ便

2 硬い便

3 やや硬い便

4 普通便

5 やや軟らかい便

6 泥状便

7 水様便

硬くてコロコロの
兎糞状の便

ソーセージ状であるが
硬い便

表面にひび割れのある
ソーセージ状の便

表面がなめらかで軟らかいソーセージ状、
あるいは蛇のようなとぐろを巻く便

境界がほぐれて、ふにゃふにゃの
不定形の小片便、　泥状の便

はっきりとしたしわのある
軟らかい半分固形の便

水様で、固形物を含まない
液体状の便

ては、①と同様で個人差が多い。また肛
門管の大腸粘膜が残っているため、癌化
の可能性があり定期的な内視鏡による
チェックが必要となる。

③大腸全摘＋永久的回腸人工肛門造設（1
期的）は、自然肛門がなくなるデメリッ
トはあるが、一回の手術でよく、術後の
便漏れ等肛門機能障害を気にする必要が
ない。

【手術術式選択のための検査】
当院では、手術前に肛門診を行い肛門の
締め具合をチェックします。また排便機能
状態のチェックのため便失禁スコア（カー
ワン分類やウェクスナースコア）や直腸肛
門機能検査（機能的肛門管長、最大静止圧、
最大随意圧、肛門管粘膜感覚閾値等）を
行い、評価を行い適切な術式を選択します。

【術後の排便について】
術後は大腸がなくなることにより、便の
水分の吸収が悪く便は下痢便（ブリストル
分類（表 2）のタイプ 6）程度になります
ので多くの場合は止痢剤（下痢止め）が必
要になります。
そのような状態で自然肛門から便をする

と便漏れ等で術後生活の質（QOL）が低
下し生活や仕事等に差し支える場合があり
ます。
また便漏れ等の術後排便障害を認める場
合には、バイオフィードバック訓練（肛門
をしめたりゆるめたりする訓練）を行いま
す。
多くの患者さんは、肛門を温存する①、
②を望まれますが、高齢者やもともと便漏
れやトイレが間に合いにくい人等の場合③
の永久的人工肛門のほうが、術後の生活の
質が低下しにくいこともありますので、困っ
た場合には当院の外科までご相談くださ
い。

表1　潰瘍性大腸炎の手術適応

絶対適応 相対的適応

緊急手術 待機手術

1）穿孔 大腸癌またはその疑い 1）難治例

2）中毒性巨大結腸症 　 2）全身合併症（壊疽性膿皮症等）

3）大量出血 　 3）腸管合併症（瘻孔・狭窄等）

4）激症型または重症型 　 4）小児の発達障害

図1　手術術式

表2　ブリストル分類（便性状スケール）
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【材料2人分】

白身魚 ………… ２切れ

酒 …………… 小さじ1

塩 ………………… 少々

卵 ………………… １個

IBD のお料理レシピ　　　　★魚の菜種 (なたね )焼き

Q1.女性専用外来（レディース外来）ってなんですか？
女性専用外来は日本全国に増えてきていますが、それぞれ

が果たす役割は施設や診療科によって様々です。当院では早

くから大腸肛門疾患の女性専門外来を開設し、女性が気兼ね

なく病気や体調の不安を相談できる場を設けてきました。

女性は男性より便秘になりやすく、便秘や妊娠・出産時の

影響で痔核（いぼ痔）や裂肛（切れ痔）が悪くなることもあ

ります。もともと女性の方がおしりの開け閉めをする括約筋

が男性より弱い上に、出産時の括約筋の損傷などで排便に影

響がでることもあるのです。

Q2.潰瘍性大腸炎の肛門病変を教えてください。
特徴的な肛門病変はありませんが、下痢が原因で裂肛が生

じることがあります。クローン病と比較すると痔瘻は少なく肛

門疾患合併頻度は20%以下と言われています。

Q3.クローン病の肛門病変を教えてください。
肛門病変が高頻度に合併し、日本では80%とも言われて

います。スキンタグ、裂肛、痔瘻が特徴的です。

スキンタグ：通常おしりの出口にできる「皮膚のたるみ」で
すが、クローン病のスキンタグや裂肛は一般のものとは異な

ります。また、痔瘻を合併しているときがあります。
裂肛：硬い便や下痢によって生じる肛門上皮が切れた状態で

す。クローン病の裂肛は浅いものから深いものまでさまざま

で、ときに湿った感じやスキンタグを伴います。

痔瘻：肛門周囲に細菌が感染し、直腸肛門と皮膚をつなぐ瘻

管（膿の通り道）ができます。クローン病では通常と異なり、

多発していたり、瘻管の走行が複雑になっていることもあり

ます。

Q4.症状だけでわかりますか？
出血や痛み、下着の汚れ、膿や粘液など排便に関係しない

分泌物、狭い感じ、便秘、下痢など、症状からある程度は推

測できるときもありますが、診察や検査でさらに詳しく分か

ります。痔瘻の診断に用いる肛門エコーで自覚症状がそうな

いうちに痔瘻が見つかることもあります。

クローン病に好発する痔瘻が長期化した場合に痔瘻がんに

なる恐れもあります。症状があるかないかに関わらず定期的

な診察や内視鏡検査がのぞまれます。

★女性専用外来は完全予約制です。ホームページに予約フォー

ムがありますので、ご確認下さい。

女性専用外来土曜担当医　入 江 朋 子

【作り方】
（下準備）魚の水分を拭き取る。オーブンを220℃に温めておく。

①クッキングシートを敷いた鉄板の上に魚をのせ、塩と酒を振
りかける。220℃のオーブンで12分～13分焼く。

②フライパンでいり卵を作り、冷ましておく。

③青ネギをみじん切りにし②と合わせマヨネーズで混ぜ合わ
せる。

④①の魚に③をのせ、再び220℃のオーブンで4～5分焼く。

⑤お皿に④とトマトとレタスを盛り付けて出来上がり。

○ポイント
いり卵は細かい粒にするときれいに仕上がります（フライ
パンの火を弱火にし時々火からおろしながらフライパンに
入れた卵液をお箸で混ぜ続けると細かい粒のいり卵が出来
ます）。また、フライパンをテフロン加工のものにすると油を
使わずにできます。オーブンを使用しない場合は、フライパ
ンで魚の両面を焼き、卵をのせた魚をトースターで焼いても
作れます。

女性専用外来
「おしりやおなかのトラブルはありませんか？」
大腸・肛門疾患の女性専用外来（レディース外来）へご相談ください。
もちろん全スタッフ女性が対応いたします。

青ネギ …………… 少々

マヨネーズ … 小さじ２

トマト …………… 適量

レタス …………… 適量


