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消化管疾患の栄養療法

　齊藤　消化管疾患の栄養療法という
ことですが、どういう疾患があるので
しょうか。
　金井　消化管の中でも栄養療法が非
常に重要とされているのは、たまたま
ですが私が専門としている炎症性腸疾
患、その中でもクローン病という小腸、
大腸に炎症が起きる疾患において、成
分栄養という栄養療法が50年前ぐらい
から日本を中心に非常に積極的に行わ
れていた治療として代表的なものだと
思います。炎症性腸疾患が代表的な対
象かと思います。
　齊藤　クローン病は増えてきている
のでしょうか。
　金井　はい。私が卒業する頃には病
棟に１人、あるいは１人もいないぐら
いだったのですが、今は常に10人以上
入院されている方がいるぐらい、クロ
ーン病の患者さんは日本でも増えてい
ます。現在、日本で厚生労働省の統計
ですと５万～６万人ぐらいいるのでは
ないでしょうか。かつては希少疾患と
いうことでしたが、クローン病の患者

数は非常に増えているのが現状かと思
います。
　齊藤　診断、治療の方針はどうなっ
ているのですか。
　金井　クローン病というのは若い10
代、20代の方が突然の腹痛、発熱、体
重減少、あるいは血便といったことで
発症するのですが、大学受験や就職あ
るいは結婚等、ちょうど人生の大きな
イベントがあるだろう時期に発症しが
ちな疾患です。ですから、成長障害と
か栄養ということを考えながら、いわ
ゆるQOL、日常の生活がしっかり行え
ることが大事です。
　残念ながらこの疾患は現在完治する
病気ではなく、生涯にわたって何らか
の治療を余儀なくされる疾患ですので、
副作用とか、そういったものを考えな
がら治療をするのが原則です。
　先ほどもお話ししましたように、ク
ローン病において栄養というのは非常
に重要ですが、かねて使われていた薬
としてはステロイドがあります。これ
は炎症を取る意味では非常にいい薬な

のですが、小児あるいは比較的若い方
に投与すると成長障害が起きるという
重大な副作用があるので、そのような
ことを含めて患者さんの一生を考えな
がら治療するのが原則だと思っていま
す。
　齊藤　診断がついた場合は、まずは
薬物療法をしっかりやっていくという
ことでしょうか。
　金井　患者さんが来院して潰瘍性大
腸炎あるいはクローン病と診断された
ときに、患者さん本人、あるいはご家
族は、何となく難病なのではないかと
相当なショックを受けるのです。です
から、心の整理というか、そういった
ことから始めます。いきなり強力な治
療が必要なときもありますが、私はク
ローン病の患者さんの場合には、１カ
月、２カ月、３カ月と患者さん、そし
てご家族と面談させていただき、病気
を理解していただいたうえでまずは栄
養をしっかり整えましょうとお話しし
ます。薬物療法が中心とはいっても、
最初の１～２カ月、３カ月は家族との
対話が最も重要な疾患ではないかと思
っています。
　齊藤　一生の病気ということで、最
初の数カ月をしっかり使っていくとい
うことですね。その中で栄養療法の基
本的な考え方はどうですか。
　金井　先ほどもいいましたが、クロ
ーン病の罹患数が日本で増えています。
これは西洋の病気だと思っていたら大

間違いで、日本でも非常に増えている
ということがわかってきました。その
原因としておそらく、日本が近代化を
進めるにあたって食生活も含めて様々
な西洋化の道を走った、いわゆるライ
フスタイルが変わったのが、患者さん
が増えているということなのです。で
すから、ライフスタイルというものを
しっかりとらえながら治療していかな
ければいけない。
　そんな中で栄養療法はどういう位置
づけかというと、今までは患者さんの
栄養を整えるというところにフォーカ
スがあてられていました。今、皆さん
ご存じだと思いますが、腸内細菌とい
うものが腸の中に住んでいて、これと
上手に共生して人間は成立しているこ
とがわかり、腸内細菌を健全化するた
めにも栄養療法が非常に見直されてい
ます。これまで日本ばかりが行ってい
た治療だったのですが、最近は欧米で
もクローン病における栄養療法が注目
されているという現状かと思います。
　齊藤　そこで、腸内細菌が出てきた
のですが、腸内細菌の位置づけをどう
お考えなのですか。
　金井　私がそれこそ齊藤先生に教わ
っていた頃は、腸内細菌というのは何
となく僕らの栄養をちょっとだけ横取
りして消化・吸収を助ける程度の位置
づけだったのですが、今は21世紀に発
見された、もしかしたら肝臓よりもす
ごいことを行っているかもしれない、
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膵臓よりも大事なことをしているかも
しれないといわれるぐらい、全身に関
わっている大事な仲間という存在です。
我々にとっては、共生といいますが、
共に生きるという存在で、非常に仲よ
く契約を結びながら、一緒に人間とい
うものを形成するのになくてはならな
い友達、と私たちは考えているところ
です。
　齊藤　そういったことが国際的にも
認知されてきたということですか。
　金井　はい。腸内細菌は腸に住んで
いますから、何となく消化器内科医の
独占生物のように思われがちですが、
いまや腸内細菌は糖尿病にも脳の疾患
にも関係していますし、ひょっとする
と肥満とか、そういったものにも関係
しているということがわかってきまし
た。今、腸内細菌は消化器に限らず、
すべての領域の先生方に注目されてい
る存在だと思います。
　齊藤　腸内細菌を育てるにはどうす
るのですか。
　金井　腸内細菌は何をエサに食べて
いるかというと、脂肪ではないのです。
あるいは、蛋白質でも多分ないと思う
のです。腸内細菌が一番好きなのは食
物繊維です。食物繊維をエサにして健
全に増える仕組みがあるのですが、不
思議なことに人間は食物繊維を消化す
る酵素をほとんど持っていないのです。
ですから、食物繊維を取るということ
は何を意味しているかというと、腸内

細菌がいないと消化できないのです。
ですから、人間がなぜ食物繊維を取っ
ているかというと、腸内細菌を育成す
るために知らず知らずに取っている。
ただ、この知らず知らずが、かむのに
も時間がかかる、あるいは発酵食品と
して食物繊維が利用されるので、臭い
とか、作るのが面倒くさいとか、様々
な要因で今、近代化を遂げた国々では
食物繊維を取らなくなっている傾向が
あるのではないかと思っています。す
なわち、腸内細菌が好きなものを栄養
として取るのは非常に重要なことでは
ないかと思っています。
　齊藤　もう一つ潰瘍性大腸炎があり
ますね。これはどういうものでしょう
か。
　金井　昔は炎症性腸疾患、潰瘍性大
腸炎、クローン病に限らず、栄養療法
がしっかり基本にあったのですが、潰
瘍性大腸炎はそんなに栄養を厳しく制
限しなくてもいいのではないかという
のが最近の流れだと思います。ただ、
潰瘍性大腸炎の患者さんもいろいろい
らっしゃるので、前の日にお酒を飲ん
だら、次の日、何となく調子が悪いと
か、そういう経験があるのであれば、
その方はお酒はほどほどにしたほうが
いいと思いますし、脂を取ると、てき
めん必ず次の日にちょっと調子が悪く
なるなという方では、脂をちょっと控
えたほうがいい。患者さんそれぞれで
苦い経験をした食事に関して、あるい

はアルコールに関して、これを少し控
えようという考え方でいいのではない
かと思います。絶対お酒を飲んではだ
めだとか、絶対ステーキを食べてはだ
めだということはないと思っています。
一昔前までは、鶏のささみしか食べて
はだめだというのが栄養指導の基本だ
ったのです。ですから、潰瘍性大腸炎
の患者さんやクローン病の患者さんは、
鶏のささみというキーワードをずっと
覚えているのです。でも、鶏のささみ
だけでエネルギーを取るのではなくて、
調子のいいときはステーキも食べても
いいですし、唐揚げを食べてもいい。
ほどほどにということが大事なのでは
ないかと思っています。
　齊藤　消化管の手術後についても話
題があるのですか。
　金井　例えば、胃がんの手術などを
された患者さんは、胃を取って食道と
腸をつなげるわけですが、そこに縫合
不全が起きないために、昔はなるべく
口から食事を取ることを控えて、なる
べく安静にするという傾向がありまし
た。やはり腸内細菌なども含めて、栄
養を口から取ってくれないと腸内細菌
が餓死してしまうのです。ですから、
早期に経腸栄養を行うことによって腸
を鍛えることが大事ではないかと、比
較的早期に経腸栄養が導入されている
傾向があります。
　齊藤　今までは点滴を少し長めに行

っていたのですね。それを経口食に変
える。
　金井　比較的早い段階から経腸栄養
にしたほうが、むしろ腸が鍛えられて、
感染に対して強くなるとか、様々ない
い部分があると、今考えられていると
思います。
　齊藤　それが腸内細菌を元気にする
ことにつながるのですね。
　金井　そうだと私は思っています。
　齊藤　肥満の手術もありますが、ど
うなのでしょうか。
　金井　あれもびっくりで、今、欧米
を中心にすごく盛んに行われています。
すなわち、胃の一部を切除して胃の体
積を少なくすることによって、肥満の
方が食べようと思ってもすぐに満腹感
で食べられなくなる。それを利用して
減量するという方法、バリエタリーサ
ージェリーというのがあります。体積
を減らすことがおそらく減量の方法論
として考えられていたのですが、実は
そういった手術を行うことによって腸
内細菌の組成がガラッと変わり、腸内
細菌が改善することによって肥満を改
善するのではないかという驚きのデー
タが最近出てきて、世界中が興奮して
いる状況です。実は胃の手術であって
も腸と腸内細菌が関係していることも
わかってきました。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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膵臓よりも大事なことをしているかも
しれないといわれるぐらい、全身に関
わっている大事な仲間という存在です。
我々にとっては、共生といいますが、
共に生きるという存在で、非常に仲よ
く契約を結びながら、一緒に人間とい
うものを形成するのになくてはならな
い友達、と私たちは考えているところ
です。
　齊藤　そういったことが国際的にも
認知されてきたということですか。
　金井　はい。腸内細菌は腸に住んで
いますから、何となく消化器内科医の
独占生物のように思われがちですが、
いまや腸内細菌は糖尿病にも脳の疾患
にも関係していますし、ひょっとする
と肥満とか、そういったものにも関係
しているということがわかってきまし
た。今、腸内細菌は消化器に限らず、
すべての領域の先生方に注目されてい
る存在だと思います。
　齊藤　腸内細菌を育てるにはどうす
るのですか。
　金井　腸内細菌は何をエサに食べて
いるかというと、脂肪ではないのです。
あるいは、蛋白質でも多分ないと思う
のです。腸内細菌が一番好きなのは食
物繊維です。食物繊維をエサにして健
全に増える仕組みがあるのですが、不
思議なことに人間は食物繊維を消化す
る酵素をほとんど持っていないのです。
ですから、食物繊維を取るということ
は何を意味しているかというと、腸内

細菌がいないと消化できないのです。
ですから、人間がなぜ食物繊維を取っ
ているかというと、腸内細菌を育成す
るために知らず知らずに取っている。
ただ、この知らず知らずが、かむのに
も時間がかかる、あるいは発酵食品と
して食物繊維が利用されるので、臭い
とか、作るのが面倒くさいとか、様々
な要因で今、近代化を遂げた国々では
食物繊維を取らなくなっている傾向が
あるのではないかと思っています。す
なわち、腸内細菌が好きなものを栄養
として取るのは非常に重要なことでは
ないかと思っています。
　齊藤　もう一つ潰瘍性大腸炎があり
ますね。これはどういうものでしょう
か。
　金井　昔は炎症性腸疾患、潰瘍性大
腸炎、クローン病に限らず、栄養療法
がしっかり基本にあったのですが、潰
瘍性大腸炎はそんなに栄養を厳しく制
限しなくてもいいのではないかという
のが最近の流れだと思います。ただ、
潰瘍性大腸炎の患者さんもいろいろい
らっしゃるので、前の日にお酒を飲ん
だら、次の日、何となく調子が悪いと
か、そういう経験があるのであれば、
その方はお酒はほどほどにしたほうが
いいと思いますし、脂を取ると、てき
めん必ず次の日にちょっと調子が悪く
なるなという方では、脂をちょっと控
えたほうがいい。患者さんそれぞれで
苦い経験をした食事に関して、あるい

はアルコールに関して、これを少し控
えようという考え方でいいのではない
かと思います。絶対お酒を飲んではだ
めだとか、絶対ステーキを食べてはだ
めだということはないと思っています。
一昔前までは、鶏のささみしか食べて
はだめだというのが栄養指導の基本だ
ったのです。ですから、潰瘍性大腸炎
の患者さんやクローン病の患者さんは、
鶏のささみというキーワードをずっと
覚えているのです。でも、鶏のささみ
だけでエネルギーを取るのではなくて、
調子のいいときはステーキも食べても
いいですし、唐揚げを食べてもいい。
ほどほどにということが大事なのでは
ないかと思っています。
　齊藤　消化管の手術後についても話
題があるのですか。
　金井　例えば、胃がんの手術などを
された患者さんは、胃を取って食道と
腸をつなげるわけですが、そこに縫合
不全が起きないために、昔はなるべく
口から食事を取ることを控えて、なる
べく安静にするという傾向がありまし
た。やはり腸内細菌なども含めて、栄
養を口から取ってくれないと腸内細菌
が餓死してしまうのです。ですから、
早期に経腸栄養を行うことによって腸
を鍛えることが大事ではないかと、比
較的早期に経腸栄養が導入されている
傾向があります。
　齊藤　今までは点滴を少し長めに行

っていたのですね。それを経口食に変
える。
　金井　比較的早い段階から経腸栄養
にしたほうが、むしろ腸が鍛えられて、
感染に対して強くなるとか、様々ない
い部分があると、今考えられていると
思います。
　齊藤　それが腸内細菌を元気にする
ことにつながるのですね。
　金井　そうだと私は思っています。
　齊藤　肥満の手術もありますが、ど
うなのでしょうか。
　金井　あれもびっくりで、今、欧米
を中心にすごく盛んに行われています。
すなわち、胃の一部を切除して胃の体
積を少なくすることによって、肥満の
方が食べようと思ってもすぐに満腹感
で食べられなくなる。それを利用して
減量するという方法、バリエタリーサ
ージェリーというのがあります。体積
を減らすことがおそらく減量の方法論
として考えられていたのですが、実は
そういった手術を行うことによって腸
内細菌の組成がガラッと変わり、腸内
細菌が改善することによって肥満を改
善するのではないかという驚きのデー
タが最近出てきて、世界中が興奮して
いる状況です。実は胃の手術であって
も腸と腸内細菌が関係していることも
わかってきました。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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