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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

IBD:Inflammatory Bowel Disease 炎症性腸疾患

タサⓇ、アサコールⓇ）より効果が高いこと、またメサラジン局所

製剤（注腸剤および坐剤）は経口剤と併用することによりさら

に効果のあることが確認されています。 坐剤は UC の治療に

おいて重要な剤形のひとつです。 

ペンタサⓇ坐剤の有効性と安全性
　ペンタサⓇ坐剤の国内臨床試験成績を紹介します。 直腸部

に炎症を有するすべての病変範囲の UC 患者さん（軽症から

中等症）129 例を対象として、ペンタサⓇ坐剤のプラセボ（偽薬）

坐剤に対する有効性と安全性を検討しました。 

　その結果、内視鏡的寛解導入率はプラセボ坐剤 30％に対

して、ペンタサⓇ坐剤 81％と高い治療効果を示しました（図 2）。 

はじめに
　今年 6 月に国内初のメサラジン坐剤であるペンタサⓇ坐剤

が発売され、潰瘍性大腸炎（UC）の治療に新たな選択肢が加

わりました（図 1）。 今回は、ペンタサⓇ坐剤の有効性や坐剤の

使用にあたってのコツを紹介します。 

坐剤の重要性
　UC の炎症病変は、原則として肛門に近い直腸から始まり、

口側へ炎症が連続的に広がっていきます。 直腸だけに病変が

とどまる場合（直腸炎型）も大腸全体に病変が広がる場合（全

大腸炎型）もあります。 したがって経口剤・注腸剤・坐剤を炎症

範囲に応じて使い分けることが治療のガイドラインで推奨さ

れています。 

　直腸の炎症はがまんできない頻回の便意や肉眼的な出血・

粘血便として現れます。 直腸病変の炎症を抑えるために炎症

部位に有効成分を直接届けることができるのが坐剤です。 直

腸の炎症に対してペンタサⓇ坐剤は経口メサラジン製剤（ペン

潰瘍性大腸炎の治療における新たな選択肢
－ペンタサ®坐剤－
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図2. ペンタサⓇ坐剤の有効性－国内臨床成績－

図1. ペンタサⓇ坐剤
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　したがって、ペンタサⓇ坐剤は血便症状に対して非常に高い

効果を示すことが明らかにされました。 

　安全性については、有害事象、副作用発現率ともにペンタサⓇ

群とプラセボの間に有意差はなく、ペンタサⓇ坐剤における副

作用は、肛門部疼痛の 1 例のみで、安全性も高い製剤であるこ

とが確認されました。 

ペンタサ坐剤使用のコツ
　まず挿入時の姿勢ですが、横になるのが一般的です。 また、

しゃがんだ姿勢や座った姿勢でも挿入は可能です。 挿入に際

してはふたつのコツがあります。 ひとつは、挿入前に坐剤の半

分を水に濡らすことです。 こうするとさらにスムーズに挿入す

ることが可能になります。 もうひとつは挿入時に、人差し指の

第一関節が肛門に入る程度まで坐剤を深く押し込むことです。 

挿入後、お尻に違和感や何か物が挟まっている感覚がある場

合は、直腸に届いていない可能性が高いので、もう少し指を深

く挿入して入れ直すことが必要です。 ペンタサⓇ坐剤が処方さ

れた場合は、是非試してみて下さい。 挿入がスムーズに行くと

思います。 

おわりに
　UC は直腸部から炎症が連続的に拡がる疾患であるため、

病変範囲は患者さんごとに異なりますが、病型にかかわらず

直腸部の炎症の改善にはペンタサⓇ坐剤が非常に効果的です。 

今後、従来から処方されていたサラゾピリンⓇ坐剤、ステロイド

製剤であるリンデロンⓇ坐剤の使用に代わって、ペンタサⓇ坐

剤の使用頻度が高くなると予想されます。 当院でも発売直後

から使用を開始しましたが、早期に血便が消失することを実感

しています。 適応の患者さんには積極的に処方していきたい

と思っています。 ペンタサⓇ坐剤が UC の治療に新たに加わっ

たことで、患者さんの生活が更により良いものになることを

願っています。 

　また、臨床経過別にみると初回発作型・再燃寛解型のいず

れにおいても効果を示しました（図 3）。

 

　また病変範囲別では、直腸炎型と直腸炎型以外のいずれに

も高い治療効果を示し、ペンタサⓇ坐剤は病変範囲に関わらず、

直腸部位に対して高い治療効果を示すことが確認されました

（図 4）。 さらに、血便症状に対する効果を血便消失率の推移

でみると、ペンタサⓇ群の血便消失率は投与 3 日目の早期か

らプラセボに対して有意に高く、4 週後には 8 割の患者さん

で血便消失が達成できました。 
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図3. 臨床経過別の内視鏡的寛解導入率 

図4. 病変範囲別の内視鏡的寛解導入率
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　図は、中等症から重症の活動期にある日本人の潰瘍性大腸

炎患者さんに対して、スケジュール通りにヒュミラⓇを継続投与

した成績を示したものです。 8 週の臨床的寛解は、プラセボ（偽

薬）群と差はありませんでしたが、52 週時点ではプラセボ群と

比べてヒュミラⓇ投与群は有意に高い臨床的寛解を達成して

います。 また、臨床的改善率・粘膜治癒につきましては、8 週、

52 週ともにヒュミラⓇ投与群はプラセボ群に比べて有意な改

善率を示しております。 

【副作用】
　ヒュミラⓇは、レミケードⓇに比べても安全性の高い薬剤です

が、レミケードⓇ同様に抗 TNFα 抗体製剤としての副作用には

注意が必要です。 予想される主な副作用としては、①注射部位

反応、②感染症、③アレルギー症状、④血液障害などが挙げら

れます（詳細は IBD LETTER 19 号を参照）。 

　
【おわりに】
　ヒュミラⓇの承認により、潰瘍性大腸炎の画期的な治療薬で

ある抗 TNFα 抗体製剤を選べる時代になりましたが、専門家

の間でもレミケードⓇとヒュミラⓇのどちらを先行して治療すべ

きかについて明確な指針はありません。 それぞれの薬剤の特

徴を十分理解した上で、さらに利便性や経済性も考慮し、患者

さん自身に選択して貰うのが理想です。 そのためにも、患者さ

んと協同して病気と闘っていくパートナーである我々医療者

へ、遠慮なく質問、相談して頂きたいと思います。 

※IBD LETTER のバックナンバーは

　http://www.takano-hospital.jp/kouhou/ をご覧下さい。

図. 国内臨床試験の有効性

潰瘍性大腸炎治療の新たな選択肢
－ヒュミラ®－

高野病院　消化器内科部長　大 湾 朝 尚

【はじめに】
　潰瘍性大腸炎は、寛解（症状が落ち着いている状態）と再燃（症

状が悪化している状態）を繰り返すことが多い病気です。 病状

が悪化して日常生活に支障を来したり、重大な合併症（腸管か

らの大量出血、腸管の狭窄・閉塞、穿孔、中毒性巨大結腸症、大

腸癌など）が現れたりすると、入院や手術が必要になることも

あります。 従来、発病から 5 年後に約 17％、10 年後には約

20％の患者さんが手術を受けていますが、新しい薬剤の登場

により手術を必要とする患者さんが減少することが期待され

ています。 その代表格が、クローン病に対して 2002 年 5 月に

発売され、2010 年 6 月には潰瘍性大腸炎に対しても承認さ

れた抗 TNFα（ティーエヌエフアルファ）抗体製剤のインフリキ

シマブ（レミケードⓇ）です。 そして、クローン病に対して 2010

年 10 月に発売されたアダリムマブ（ヒュミラⓇ）も、2013 年 6

月には潰瘍性大腸炎での適応が承認され、治療法の選択肢が

増えました（IBD LETTER 18 号、19 号、22 号を参照下さい）。 

【ヒュミラⓇとは】
　潰瘍性大腸炎の患者さんの体内で、炎症の中心的役割を

担っている TNFα の働きを抑えることで炎症を鎮める治療

薬が抗TNFα抗体製剤です。 その先発品であるレミケードⓇは、

ヒトのアミノ酸配列が 75%、マウスのアミノ酸配列を 25% 有

するキメラ型と呼ばれる抗体ですが、ヒュミラⓇはヒトのアミノ

酸配列が 100% の完全ヒト型抗体で、それ故に副作用の頻度

はヒュミラⓇの方がレミケードⓇより低くなっています。 

【適応】
　中等症から重症の潰瘍性大腸炎において、他の薬物療法〔ス

テロイド剤（プレドニン）、免疫調節剤（イムラン）など〕による

適切な治療を行っても十分な効果が得られない、いわゆる難

治性の場合に使用が認められます。 

【投与方法】
　点滴静注のレミケードⓇに対し、ヒュミラⓇは皮下注射です（詳

細は IBD LETTER 19 号、20 号を参照）。 

【効能・効果】
　これまで国内外の臨床試験の成績から、①臨床症状の改善、

②びらんや潰瘍の改善、③ QOL（生活の質）改善などの効果な

どが示されています。 

†

†

プラセボ群(96例) 
ヒュミラ®®160/80mg+40mg隔週群(90例) 

＊p<0.05（対プラセボ） 
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IBD のお料理レシピ　　　　★米粉のシチュー

　現代社会ではいろいろなストレスによる病気が増えていま

す。 身体症状を中心にする場合を心身症といい、精神症状を中

心とするものにはうつ病や不安障害などがあります。 心身症

を主体にみるのが心療内科です。 具体的病名では過敏性腸症

候群、自律神経失調症、摂食障害などです。 もっとも実際の患

者さんは身体症状と精神症状の両方あるのが普通ですので、

両方に対応しています。 

心療内科診療の実際
　心療内科では症状のつらさのみでなく家庭や生活上の問題

まで伺います。 心身症では検査を行ってもその症状にふさわ

しい異常がでないのが原則ですので、そのことを確かめ患者

さんに説明し安心していただきます。 治療では内科的な薬と

ともに気持ちに働く薬（向精神薬）も処方し、カウンセリングも

合わせて行います。 

【作り方】

①たまねぎはくし切り、人参とじゃがいもは乱切り、鶏ももは

一口大に切る。

②鍋に300㏄の水を入れ中火にかけ、たまねぎ、人参、じゃがい

もを入れて柔らかくなるまで煮る。

③次に鶏ももとコンソメを入れ、火が通るよう5分程度煮る。 

アクは丁寧に取る。

④別の容器にスキムミルクを冷まし湯で溶き、その中に米粉を

入れて、だまがなくなるまで混ぜる。

⑤③の鍋に④を入れ、とろみがつくまでよくかき混ぜながら

弱火で加熱する。

⑥塩で味を調え器に盛り、パセリをかけたら出来上がり。

心療内科を訪れるIBD患者
　心療内科を受診される IBD 患者さんはいくつかのパターン

があります。 

① IBD の症状による心理的負担、抑うつ、不眠など。 

② IBD を有するために社会生活がうまく行かない場合。 

③ IBD とは関係ないストレスによる症状。 

④ IBD は寛解しているのにおこる腹痛、下痢などの症状。 

などです。 いずれの場合にも内科と併診させていただくのが

原則です。 

心療内科のご紹介
高野病院心療内科は外来診療のみで予約制になっています。 火曜日
を除く平日と第 2、4、5 土曜日は常勤医が、毎週火曜日は九大から
の派遣医が診療しています。 お気楽にご利用ください。

心療内科部長　小 林 伸 行

【材料2人分】

たまねぎ …………… 1/2個

人参………………… 1/2本

じゃがいも …………… 2個

鶏もも皮なし ……… 100g

水…………………… 300㏄

固形コンソメ ………… 1個

スキムミルク ………大さじ4

水（冷まし湯） ……… 200㏄

米粉…………………大さじ6

塩……………… 小さじ1/4

パセリ ………………… 適量

（仕上げの彩りに使用。

乾燥または生を刻んたもの）

エネルギー …… 335kcal

たんぱく質 ……… 18.2g

脂質…………………2.7g

塩分…………………2.3g

カルシウム …… 160mg

１
人
分

※ 心療内科は予約制です。

月 火 水〜金 土（第 2・4・5） 日

午前 小林 安野 小林 小林

午後 小林 安野 小林


