
置きして、冷凍して、それを食べると
きに、再加熱するのも大事なのでしょ
うか。
　水野　大事ですね。特に夏場などは

いろいろな食中毒のもとにもなります
ので、気をつけていただいたほうがい
いと思います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系（消化器内科）教授
土　屋　輝一郎

（聞き手　山内俊一）

　小児の潰瘍性大腸炎の成人への移行（トランディション）についてご教示く
ださい。
 ＜東京都勤務医＞

小児の潰瘍性大腸炎

　山内　子どもの潰瘍性大腸炎はまれ
な疾患という印象がありますが、いか
がでしょうか。
　土屋　10年ほど前までは数の少ない
病気でしたが、最近、大人も含めまし
て患者さんが非常に増えています。そ
れに合わせて小児も、それから高齢者
も増えているという状況ですので、決
して珍しい病気ではなくなってきたと
感じています。
　山内　子どもといいますと、何歳ぐ
らいから出てくるものでしょうか。
　土屋　だいたい10代から発症すると
いわれていますが、最近はまれに１歳
ぐらいから発症する方もいますので、
そういった方はなるべく早めのフォロ
ーを心がけています。
　山内　よくメンタルが絡む、絡まな
いというのが昔から議論になっていま

すが、１歳ですとメンタルともいえな
いですね。
　土屋　そうですね。もともと環境的
な要素がかなり多いといわれています
が、１歳となると、遺伝的な背景とい
うのも十分あるのではないかと考え、
今までの標準治療に少し工夫や注意点
が必要ではないかと考えています。
　山内　この場合、両親も１歳ぐらい
で罹患していたケースが多いのでしょ
うか。
　土屋　これはいわゆる遺伝病ではあ
りませんので、必ずしも両親が同じ病
気ということはありません。家族歴で
多少いらっしゃる方はありますが、必
ず両親とも病気というわけではないで
す。
　山内　子どもといっても、基本的に
は病態、症状、あるいは診断は、成人
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上の問題はあまりないのが現状です。
ただ、先ほど申し上げたように、小児
の場合だとなかなか自身の症状を伝え
にくい。それから、難病で一生付き合
っていくということもあり、今後の治
療方針を自分で決定できないというと
ころもあります。そういった自身の認
識や判断力というものを見ながら、小
児から大人の医療に移行することを心
がけています。
　山内　薬の量のさじ加減的なものは
当然変わってくるのでしょうね。
　土屋　そうですね。体重当たりで薬
の量を換算しているので、それはある
ときからいきなり量が増えるというこ
とではなくて、そのときの体重に合わ
せて徐々にということです。これに関
してはあまり移行するという感覚はあ
りません。
　山内　例えば急にがらっと変わるこ
とはないかもしれませんが、大人にな
ってきて病勢が強くなる、弱くなる、
良くなる、悪くなる、こういったあた
りはいかがでしょうか。
　土屋　病気そのものの要因として、
大人になったから悪くなるとか、そう
いったものはないと思います。ただ、
どうしても大人になると、受験や就職
などでなかなか治療にかける時間が本
人の中で取れなくなってくる。そうす
ると、中には治療を中断してしまった
り、決められた量の薬をのめなかった
り、そういったことが一番大きな要因

として、病気が悪くなるケースがあり、
我々も注意しているところです。
　山内　さらに年を取っていくにつれ
て、そういったストレス、環境因子も
減っていき、軽くなってくると考えて
よいのですか。
　土屋　これは一生付き合っていく病
気ですが、50歳、60歳になってくると、
だんだん免疫力活動性も落ちてきます
ので、この病気はだんだん落ち着いて
いくような傾向にはなってきます。
　山内　そこまで長いお付き合いを医
療関係者はやっていかないとだめなの
ですね。
　土屋　そうですね。
　山内　そうなりますと、医療体制を
どうするかという問題が出てきますが、
今、日本では小児科と内科が分かれて
います。ほかの疾患などでもしばしば
問題になって、なかなか患者さんの小
児科離れができないというのをよく耳
にしますが、潰瘍性大腸炎はいかがで
すか。
　土屋　全く同じ問題を抱えていると
思います。患者さんがかなり多くなっ
ている状況で、それを診療する医師の
数がまだまだ足りない状況だというこ
とと、先ほどおっしゃったように、小
児科とか消化器内科というかたちで
我々は標榜しているので、その中でど
の医師が難病の潰瘍性大腸炎を診療し
ているのかは外から見えにくい状況に
なっていると思っています。

と変わらないと見てよいのでしょうね。
　土屋　そうですね。成人と同じと考
えていいと思います。
　山内　子ども独特となりますと、例
えば症状などをうまく表現できないと
いった問題も出てくるでしょうね。
　土屋　そうですね。子どもはなかな
か自分の症状を理解できないというこ
とと、それをうまく伝えることができ
ないということ、さらに、それを親が
うまくキャッチできないということも
ありますので、大人の病気の発症より
も病院に行くまでに時間がかかるとい
う問題は確かにあります。
　山内　早期発見がやや遅れる。
　土屋　そうですね。
　山内　結果的にはそれで少し重症度
が増すと考えてよいのでしょうか。

　土屋　そうですね。重くなってから
いらっしゃる方が多いので、なるべく
こういった病気のことを皆さんにわか
っていただいて、早めに病院にかかっ
ていただくというのも大事なことでは
ないかと思っています。
　山内　さて、そこで成人への移行 
（トランディション）ですが、こうい
う話題は最近ほかの疾患でも見るよう
になってきました。要するに小児科か
ら成人、内科系へどううまくスムーズ
に移行するかというニュアンスがある
かと思いますが。
　土屋　そうですね。
　山内　この病気ですと、どういった
ものが話題になっているのでしょうか。
　土屋　炎症性腸疾患自体の治療は、
小児でも大人でも変わりはなく、医療

図　特定医療費（指定難病）受給者証所持者数

※2010年は宮城県、福島県は含まれていない。
※2018年より軽症で低額負担患者は対象外。

厚生労働省衛生行政報告例より作図
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上の問題はあまりないのが現状です。
ただ、先ほど申し上げたように、小児
の場合だとなかなか自身の症状を伝え
にくい。それから、難病で一生付き合
っていくということもあり、今後の治
療方針を自分で決定できないというと
ころもあります。そういった自身の認
識や判断力というものを見ながら、小
児から大人の医療に移行することを心
がけています。
　山内　薬の量のさじ加減的なものは
当然変わってくるのでしょうね。
　土屋　そうですね。体重当たりで薬
の量を換算しているので、それはある
ときからいきなり量が増えるというこ
とではなくて、そのときの体重に合わ
せて徐々にということです。これに関
してはあまり移行するという感覚はあ
りません。
　山内　例えば急にがらっと変わるこ
とはないかもしれませんが、大人にな
ってきて病勢が強くなる、弱くなる、
良くなる、悪くなる、こういったあた
りはいかがでしょうか。
　土屋　病気そのものの要因として、
大人になったから悪くなるとか、そう
いったものはないと思います。ただ、
どうしても大人になると、受験や就職
などでなかなか治療にかける時間が本
人の中で取れなくなってくる。そうす
ると、中には治療を中断してしまった
り、決められた量の薬をのめなかった
り、そういったことが一番大きな要因

として、病気が悪くなるケースがあり、
我々も注意しているところです。
　山内　さらに年を取っていくにつれ
て、そういったストレス、環境因子も
減っていき、軽くなってくると考えて
よいのですか。
　土屋　これは一生付き合っていく病
気ですが、50歳、60歳になってくると、
だんだん免疫力活動性も落ちてきます
ので、この病気はだんだん落ち着いて
いくような傾向にはなってきます。
　山内　そこまで長いお付き合いを医
療関係者はやっていかないとだめなの
ですね。
　土屋　そうですね。
　山内　そうなりますと、医療体制を
どうするかという問題が出てきますが、
今、日本では小児科と内科が分かれて
います。ほかの疾患などでもしばしば
問題になって、なかなか患者さんの小
児科離れができないというのをよく耳
にしますが、潰瘍性大腸炎はいかがで
すか。
　土屋　全く同じ問題を抱えていると
思います。患者さんがかなり多くなっ
ている状況で、それを診療する医師の
数がまだまだ足りない状況だというこ
とと、先ほどおっしゃったように、小
児科とか消化器内科というかたちで
我々は標榜しているので、その中でど
の医師が難病の潰瘍性大腸炎を診療し
ているのかは外から見えにくい状況に
なっていると思っています。

と変わらないと見てよいのでしょうね。
　土屋　そうですね。成人と同じと考
えていいと思います。
　山内　子ども独特となりますと、例
えば症状などをうまく表現できないと
いった問題も出てくるでしょうね。
　土屋　そうですね。子どもはなかな
か自分の症状を理解できないというこ
とと、それをうまく伝えることができ
ないということ、さらに、それを親が
うまくキャッチできないということも
ありますので、大人の病気の発症より
も病院に行くまでに時間がかかるとい
う問題は確かにあります。
　山内　早期発見がやや遅れる。
　土屋　そうですね。
　山内　結果的にはそれで少し重症度
が増すと考えてよいのでしょうか。

　土屋　そうですね。重くなってから
いらっしゃる方が多いので、なるべく
こういった病気のことを皆さんにわか
っていただいて、早めに病院にかかっ
ていただくというのも大事なことでは
ないかと思っています。
　山内　さて、そこで成人への移行 
（トランディション）ですが、こうい
う話題は最近ほかの疾患でも見るよう
になってきました。要するに小児科か
ら成人、内科系へどううまくスムーズ
に移行するかというニュアンスがある
かと思いますが。
　土屋　そうですね。
　山内　この病気ですと、どういった
ものが話題になっているのでしょうか。
　土屋　炎症性腸疾患自体の治療は、
小児でも大人でも変わりはなく、医療

図　特定医療費（指定難病）受給者証所持者数

※2010年は宮城県、福島県は含まれていない。
※2018年より軽症で低額負担患者は対象外。

厚生労働省衛生行政報告例より作図
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的製剤は感染症のリスクがあるので、
そこはご両親とご本人とよく話し合い
ながら使っていくことになると思いま
す。
　山内　日常の食事に関してですが、
どういったものを食べればよいのでし
ょうか。
　土屋　そもそもかなり欧米食になっ
てこの病気が増えてきたというのもあ
ります。肉や乳化剤、アイスクリーム
などが腸に悪さをしているというのも
ありますので、なるべくそういったも
のを避けていただければいいかと思っ
ています。
　山内　肉はどうなのですか。
　土屋　赤身の肉などはなるべく避け
ていただいたほうがいいと思います。
　山内　魚は大丈夫ですか。
　土屋　魚は大丈夫だと思います。た
だ、個人個人でどの食べ物がだめとい
うのはなかなか言いづらいところです
ので、合う・合わないなどは、患者さ
んごとにお話を聞きながら、「じゃあ
これはちょっと避けてみましょうか」
というように話を進めています。
　山内　基本的には食事にそう気を使

わなくてもいいと考えてよいですか。
　土屋　そうナーバスになる必要はな
いと思います。
　山内　意外に太っている方も多い印
象がありますね。
　土屋　そうですね。
　山内　もう一つは精神面のサポート
ですが、どういった取り組みがなされ
ているのでしょうか。
　土屋　難病で、一生の付き合いにな
ること、なかなか完治しないというと
ころもあるので、医師だけではなく、
コメディカルも含めたサポート体制が
非常に重要だと思っています。あとは、
病気をなるべく理解して、正しく怖が
るではないですけれども、正しい理解
を身につけていただくことを心がけて
います。
　山内　医師もいろいろな病気の専門
医が来て分担するというかたちでしょ
うか。
　土屋　そうですね。これから様々な
病気が出てくると思いますので、それ
ぞれに合わせたサポート体制が必要で
はないかと思っています。
　山内　ありがとうございました。

　山内　この病気は難病のイメージが
あるので、専門医が少ない印象があり
ますが、いかがですか。
　土屋　医師側も少し専門性がないと
診られないのではないかと、ちょっと
ひるんでいる要素もあると思います。
最近では難病の中でもこういった潰瘍
性大腸炎など、患者さんの数が多い場
合には、コモン難病という呼び方をし
て、我々も難病とはいえ少しハードル
を下げた状態で診療するような体制を
整えていかなければいけないのかなと
思っています。
　山内　理想的には、小児科、内科と
あまり区別をつけずに、壁なしで交流
していく。医師も交流していったほう
が望ましいでしょうね。
　土屋　そうですね。日頃から小児科
医と我々、外科も含めて、一人の患者
さんに対して情報を共有する体制が必
要ではないかと思っています。
　山内　筑波大学ではこのあたりはい
かがなされているのでしょうか。
　土屋　幸い我々医師の居室がたまた
ま小児科医と一緒ですので、普段から
小児科医と顔を合わせていたり、小児
科医も積極的に消化器内科のカンファ
レンスに参加してもらったり、あと外
科医ともカンファレンスを行ったりと、
状態が悪くなった患者さんの情報をな
るべく共有するような体制を整えてい
ます。
　山内　小児科のほうは比較的専門性

がないといいますか、専門医が多くは
ないという印象がありますが、内科は
専門医はいかがでしょうか。
　土屋　実はまだ専門医制度ができて
いない状況で、消化器内科の専門医と
しては多いのですが、潰瘍性大腸炎を
含めた難病の専門医となると、そもそ
もそういった仕組みがないこともあり、
まだまだ少ない状況です。
　山内　少し具体的な小児独特の問題
についてお話をうかがいます。子ども
の場合、成長、発育がありますので、
栄養補給をどうするかという大きな問
題があるかと思います。どういった対
応がなされているのでしょうか。
　土屋　なかなか食事が取りにくいと
か、下痢等で栄養が消耗してしまうこ
ともあります。特にステロイドを長年
使ってしまうと成長障害をきたしてし
まうために、いかにそういった障害を
きたさないような薬の量で落ち着かせ
るか、また、栄養に関しても、成分栄
養剤なども使いながら、なるべく栄養
を保つように体を整えていくようにし
たいと思っています。
　山内　ステロイド以外の薬剤も普通
に使われていると考えてよいのですね。
　土屋　そうですね。アミノサリチル
酸製剤など軽症用の薬も使っています
し、最近では生物学的製剤など、かな
り重症でも使えるような薬も出てきて
いますので、そちらを使いながらとい
うことになっています。ただ、生物学
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的製剤は感染症のリスクがあるので、
そこはご両親とご本人とよく話し合い
ながら使っていくことになると思いま
す。
　山内　日常の食事に関してですが、
どういったものを食べればよいのでし
ょうか。
　土屋　そもそもかなり欧米食になっ
てこの病気が増えてきたというのもあ
ります。肉や乳化剤、アイスクリーム
などが腸に悪さをしているというのも
ありますので、なるべくそういったも
のを避けていただければいいかと思っ
ています。
　山内　肉はどうなのですか。
　土屋　赤身の肉などはなるべく避け
ていただいたほうがいいと思います。
　山内　魚は大丈夫ですか。
　土屋　魚は大丈夫だと思います。た
だ、個人個人でどの食べ物がだめとい
うのはなかなか言いづらいところです
ので、合う・合わないなどは、患者さ
んごとにお話を聞きながら、「じゃあ
これはちょっと避けてみましょうか」
というように話を進めています。
　山内　基本的には食事にそう気を使

わなくてもいいと考えてよいですか。
　土屋　そうナーバスになる必要はな
いと思います。
　山内　意外に太っている方も多い印
象がありますね。
　土屋　そうですね。
　山内　もう一つは精神面のサポート
ですが、どういった取り組みがなされ
ているのでしょうか。
　土屋　難病で、一生の付き合いにな
ること、なかなか完治しないというと
ころもあるので、医師だけではなく、
コメディカルも含めたサポート体制が
非常に重要だと思っています。あとは、
病気をなるべく理解して、正しく怖が
るではないですけれども、正しい理解
を身につけていただくことを心がけて
います。
　山内　医師もいろいろな病気の専門
医が来て分担するというかたちでしょ
うか。
　土屋　そうですね。これから様々な
病気が出てくると思いますので、それ
ぞれに合わせたサポート体制が必要で
はないかと思っています。
　山内　ありがとうございました。

　山内　この病気は難病のイメージが
あるので、専門医が少ない印象があり
ますが、いかがですか。
　土屋　医師側も少し専門性がないと
診られないのではないかと、ちょっと
ひるんでいる要素もあると思います。
最近では難病の中でもこういった潰瘍
性大腸炎など、患者さんの数が多い場
合には、コモン難病という呼び方をし
て、我々も難病とはいえ少しハードル
を下げた状態で診療するような体制を
整えていかなければいけないのかなと
思っています。
　山内　理想的には、小児科、内科と
あまり区別をつけずに、壁なしで交流
していく。医師も交流していったほう
が望ましいでしょうね。
　土屋　そうですね。日頃から小児科
医と我々、外科も含めて、一人の患者
さんに対して情報を共有する体制が必
要ではないかと思っています。
　山内　筑波大学ではこのあたりはい
かがなされているのでしょうか。
　土屋　幸い我々医師の居室がたまた
ま小児科医と一緒ですので、普段から
小児科医と顔を合わせていたり、小児
科医も積極的に消化器内科のカンファ
レンスに参加してもらったり、あと外
科医ともカンファレンスを行ったりと、
状態が悪くなった患者さんの情報をな
るべく共有するような体制を整えてい
ます。
　山内　小児科のほうは比較的専門性

がないといいますか、専門医が多くは
ないという印象がありますが、内科は
専門医はいかがでしょうか。
　土屋　実はまだ専門医制度ができて
いない状況で、消化器内科の専門医と
しては多いのですが、潰瘍性大腸炎を
含めた難病の専門医となると、そもそ
もそういった仕組みがないこともあり、
まだまだ少ない状況です。
　山内　少し具体的な小児独特の問題
についてお話をうかがいます。子ども
の場合、成長、発育がありますので、
栄養補給をどうするかという大きな問
題があるかと思います。どういった対
応がなされているのでしょうか。
　土屋　なかなか食事が取りにくいと
か、下痢等で栄養が消耗してしまうこ
ともあります。特にステロイドを長年
使ってしまうと成長障害をきたしてし
まうために、いかにそういった障害を
きたさないような薬の量で落ち着かせ
るか、また、栄養に関しても、成分栄
養剤なども使いながら、なるべく栄養
を保つように体を整えていくようにし
たいと思っています。
　山内　ステロイド以外の薬剤も普通
に使われていると考えてよいのですね。
　土屋　そうですね。アミノサリチル
酸製剤など軽症用の薬も使っています
し、最近では生物学的製剤など、かな
り重症でも使えるような薬も出てきて
いますので、そちらを使いながらとい
うことになっています。ただ、生物学
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