
 

 

入院中 発症 退院直後 寛解期 活動（再燃）期 退院 
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毎日の服薬 

主治医に相談 
過労・睡眠不足・

ストレスに注意 

バランスの 

とれた食事 規則正しい生活 

下痢が続くと水分や電解質（ナトリウムやカリウム

等）が不足し、脱水になりやすいため注意が必要です。 

経口補水液はナトリウムやカリウムの含有量が多く、

吸収が良いため、水分補給にお勧めです。市販の経口補

水液もありますが、手作りもできますので右の「作り

方」を参考にしてください。 

※下痢が頻回にある場合には、早めに受診をしましょう。 

 

今回は食事の内容を中心に取り上げましたが、服薬等の治療と 

合わせて症状を上手にコントロールしていきましょう。 

 

 寛解期を維持するために… 

寛解期であれば外食の利用に問題はありませんが、外食のメニューは脂質、たんぱく質、食物繊維、香辛

料などが多い傾向にあり、自宅での食事に比べてそれらの摂取量が多くなりがちです。 

体調に合わせて、控えるべき食品が多い料理は控える、ホームページやメニューに記載された栄養成分表示

を確認するなどしてメニューを選びましょう。 

【経口補水液の作り方】 

水   1 L 

塩   3 g（小さじ 1/2杯） 

砂糖  40g（大さじ 4と 1/2杯） 

レモン果汁 50ml（適宜） 

⇒ すべての材料を混ぜ合わせます。 

果汁を入れることで風味がよくなります。 

※手作りの経口補水液は、早めに飲みましょう。 

ウェブページ「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」の「患者さん・家族情報」
のページから中身が見られます。（PDF データで掲載） 

URL http://www.ibdjapan.org/patient/  

千葉県海匝保健所（海匝健康福祉センター）作成 2020.11 

 

活動性 

大 

低残渣 低脂肪 

低刺激 

潰瘍性大腸炎では、症状が落ち着いているときは厳密な食事制限は不要といわれています。

あまり神経質になりすぎず、体調に合わせて以下のポイントを参考に食事をとりましょう。 

 

潰瘍性大腸炎の患者さん向け 

おなかにやさしい食生活 

食事の基本 

脂肪の種類 

動物性脂肪、n-6系脂肪酸（炎症を亢進させるといわ
れる）の摂取量をできるだけ抑え、n-3系脂肪酸（炎症
を抑える作用を有する）をできるだけ増やすようにする
ことがポイントです。 

脂肪酸の種類 食品例 

飽和脂肪酸 肉の脂身、バター、ラード、やし油 

多価不飽

和脂肪酸 

n-6系* 大豆油、コーン油、ごま油、加工食品 

n-3系** えごま油、しそ油、魚類（青魚） 

一価不飽和脂肪酸 オリーブ油、なたね油 

* n-6 系脂肪酸…リノール酸、アラキドン酸 など 

** n-3 系脂肪酸…α-リノレン酸、EPA、DHA など 

 
 

食物繊維の種類 

不溶性食物繊維（腸への刺激が大きい）に注意し、
水溶性食物繊維（腸への刺激が小さい）を積極的に摂
りましょう。 

分類 代表的な種類と食品例 

水溶性食物繊維 ペクチン（バナナ、りんご、もも）、アル

ギン酸（海藻のぬめり部分）、難消化性で

んぷん（ごはんなどの糖質）、オリゴ糖 

不溶性食物繊維 セルロース（豆類の皮、山菜、きのこ、

海藻、ごぼう、れんこん、こんにゃく、

とうもろこし、もやし、にら、プルーン） 
狭窄（腸管が狭くなる）がある場合は、腹痛などの狭窄症状が出
現しやすいため、食物繊維の多い食品（根菜類、きのこ類、海藻
類、こんにゃく等）には特に注意が必要です。 

 
 

自分に合わない食品を除けば基本
的に厳密な食事制限は不要。なる
べく低脂質、低残渣を心がける。 

再燃した場合は、医
師の指示に従い食
事を調整する。 

＊残渣
ざ ん さ

（食物繊維） 

 

・常備薬、処方薬の種類のわかるもの（お薬手帳など） 

できれば薬は１週間分程度余裕を持って処方してもらいましょう 

・再燃時でも食べられる非常食（白飯やおかゆ、缶詰、栄養補助食品など） 

・飲料水、生活用水（服薬、調理、栄養剤作成、トイレなど衛生関係にも使用） 

・排泄物を固める薬品や簡易トイレ、おしりを洗浄する簡易ビデ 

 

症状と食事 

（再燃） 

エネルギー 
の確保 

入院中は流動食やエレンタ
ールなどの成分栄養剤、徐々
におかゆやスープなど。 

退院直後は炎症が治まっていないこ
とが多いので、脂質が少なく消化が
よいおかゆなどからスタート。 

アルコール類、炭酸やカフェインを含む飲み物や
香辛料は腸を刺激します。豆類や種実類はガスを
発生しやすいので量は控えめにしましょう。 

脂肪は腸管運動を刺激します。腸を落ち着か
せ、症状の再発を抑えるには、脂肪はとりす
ぎないようにすることが大切です。 

 

発熱や炎症によって消耗した体力を回復した
り、大腸のただれや潰瘍を治癒したりするに
はエネルギーが必要です。 

 

活動期や狭窄がある場合は注意が必要ですが、寛解期
では食物繊維の制限は推奨されていません。注意が必
要な食品を知り、体調に合わせて対応しましょう。 

 

潰瘍性大腸炎では寛解と再燃を繰り返し、その頻度や症状の出方には大きな個人差が

あります。治療をきちんと続けることで「寛解期」を長く維持しましょう！ 

 

活動期
かつどうき

 … 腸管粘膜に炎症が生じて症状が強く現れる時期 

寛解期
かんかいき

 … 症状が治まっている時期 

再
さい

 燃
ねん

 … 寛解期から再び活動期になること 

下痢が続いているときは… 

外食時のポイント 

災害時の備え 
いざというときにすぐに持ち出せるよう非常持出品を用意しておくと安心です。 

通常必要とされるものの他、以下についても参考に災害時に備えましょう。 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 
   

 

穀類 
ラーメン、インスタントラーメン 

クロワッサン、デニッシュ、揚げパン、調理パン 

レーズンパン                   とうもろこし、ポップコーン 

 
粥、ごはん、もち、うどん、ひやむぎ、そうめん、そば、

スパゲッティ、ビーフン、食パン 

いも類 
でんぷん類 

こんにゃく類 
 

じゃがいも、さといも、ながいも、はるさめ 

砂糖類 
  

砂糖、はちみつ、オリゴ糖 

菓子類 
洋菓子、スナック菓子                   チョコレート 

豆菓子・つぶあんや豆の入った和菓子類 

 和菓子、あめ、せんべい、 

幼児向けハードビスケット 

卵ボーロ、カステラ、プリン 

油脂類 バター、マーガリン  
しそ油、えごま油、なたね油、オリーブ油 

種実類 ピーナッツ、アーモンドなどのナッツ類 
 

すりごま・ねりごま（少量） 

豆類 
  豆腐、豆乳、凍り豆腐、納豆（少量、挽きわりの方がよい）、

きな粉 

魚類 
いか、えび、たこ、かき以外の貝類 

塩辛、つくだ煮、くん製品、するめいか、小えび、くらげ 

 白身魚（たらなど）、まぐろ（赤身）、青魚（あじ・さんま

など）、さけ、かき、しらす干し、練り製品（はんぺんなど） 

肉類 
脂肪の多い牛・豚肉（ロース、ばら、ひき肉など） 

ハム、サラミ、ベーコン、ソーセージ 

 鶏ささ身、鶏肉（皮なし）、脂肪の少ない牛・豚肉（レバー、

もも、ヒレ肉など） 

卵類 
  

鶏卵、うずら卵 

乳類 アイスクリーム、生クリーム、牛乳、チーズ 
 カッテージチーズ、スキムミルク、低脂肪牛乳、ヨーグル

ト、乳酸菌飲料 

野菜類 
ごぼう、れんこん、たけのこ、山菜、もやし、セロリ、かんぴょう、切干しだいこん、たくあん  だいこん、にんじん、かぶ、かぼちゃ、キャベツ、はくさ

い、ほうれんそう、ブロッコリー、カリフラワー、きゅう

り（皮むき）、トマト（皮むき）、なす（皮むき）、たまねぎ 

果実類 
小さな種がある果物（いちご、キウイ、ブルーベリーなど）             

酸味が強い柑橘類                  ぶどう、メロン 

 
りんご、バナナ、もも・洋なしの缶詰、刺激の少ない果汁 

藻類 
きのこ類 

ひじき、昆布 
 

のり・のりつくだ煮（少量） 

嗜好飲料類 アルコール、炭酸飲料、コーヒー          ココア 
 

紅茶、麦茶、番茶、ほうじ茶、緑茶 

調味料類 
香辛料類 

刺激の強い香辛料（とうがらしなど） 
 しょうゆ、みそ、トマトケチャップ、ソース、 

低脂肪・ノンオイルドレッシング・マヨネーズ、 

酢（少量）、しょうが（しぼり汁少量）、ハーブ類（少量） 

 

→ 食材選びと調理の工夫がポイント 

１ 脂質の少ない食品を選ぶ 

２ 調理で脂質をカットする…肉の脂身を切り落とす、

さっと湯通しをする 

３ 食物繊維は断つように調理…すりおろす、裏ごす、

繊維を断ち切るようにカットする 

４ 調理に使う油を控える…フッ素樹脂加工のフライ

パンや電子レンジを活用する 

５ 野菜は皮をむいて使う…体調に合わせて全部また

は縞目にむくなど皮を除いてから調理する 

６ 加工食品は栄養成分表示をチェック…外食やお弁

当、お惣菜など購入の際に確認する 

７ 不溶性食物繊維の多い食材は避ける…水溶性・不

溶性どちらも消化されにくいが特に不溶性食物繊

維に注意する 

 

 

→ 水分、食感、香りなどで満足感を補う 

１ 中火～弱火でじっくり加熱…素材の水分を閉じ込め

てしっとり仕上げる 

２ 下味をしっかりつける…加熱前の下味でクセや臭

みをおさえ、素材のうまみを引き出す 

３ 香りや食感を生かす…にんにくやしょうがなどの

香味野菜やハーブの香りをプラスする、パン粉をの

せて焼き香ばしさや食感をプラスする 

４ 粉をまぶして調理する…小麦粉や片栗粉をまぶす

と口当たり良く、かたくなるのも防いでくれる 

５ 酒にひたして保水力とうまみアップ…肉や魚のクセ

や臭みをおさえ、しっとり、やわらかな仕上がりに 

６ とろみを利用する…調味料にとろみをつけると味

がからんで食べごたえがアップする 

７ ノンオイルの自家製たれ・ソースを常備…数種類の

常備があれば同じ素材でも飽きずに食べられる 

炎症があるとき、狭窄があるときに控えめにしたい食品 

 

調理の工夫 食材選びのポイントと食品例 

→繊維が多い →繊維が固く、多い 

☝精製された糖質は腸内発酵しやすく、腸内細菌叢も悪くなるので摂りすぎに注意 

→脂肪が多い →シュウ酸を多く含む、脂肪が多い 

→脂肪が多く、繊維が固い 

→消化が悪い 

→脂肪が多い 

→乳脂肪が多い 

→粗繊維が多い 

→シュウ酸を多く含む →腸を刺激する 

→香辛料は腸管を刺激するので注意 

☝動物性の脂肪、n-6 系脂肪酸（リノール酸系）を控え、n-3 系脂肪酸 
（α-リノレン酸、EPA、DHA）や MCT オイル（中鎖脂肪酸）がよい 

☝豆類は消化されにくく、皮の部分が残りやすいので、食べる量を少なくするか、小豆、
うずら豆などの煮豆は裏ごしするとよい 

☝野菜類の繊維は量自体を減らす、煮て柔らかくする、小さく切る、ジューサー・ミキサーなど 
で細かくする、裏ごしして除くなどするとよい 

→脂肪が多い 

→脂肪が多い 

→種が腸に残りやすい 

→腸内発酵しやすい →刺激を与え、袋が消化しにくい 

比較的安心な食品 

 

脂肪の吸収不良に、下痢等に伴う脱水症が合併する

とシュウ酸の血中濃度が高くなり、尿路系にシュウ

酸結石が生じやすくなるため、シュウ酸を多く含む

食品は摂りすぎないよう気を付けましょう。 

 

○ 脂肪と残渣を減らすには？ 
 

○ 低脂肪でもおいしく作るコツは？ 
 

（理由と対策） 

 

→食物繊維が多い 

食品への反応、食事が症状に与える影響は個人によって大きな差があります。 

食品例を一つの参考に、自分に合うもの、合わないものを見極めていきましょう。 

朝・昼・夕の 3食を規則正しく摂取することが体重の管理や腸への負担などを考えると理想的です。ライフスタイルに合わせて食

事と食事の間が長くなる場合は間食を組み入れる、夕食が遅くなる場合は帰宅前におにぎりなどの炭水化物を先に摂取し、帰宅

後は脂肪の少ないおかずを摂取するなどの調整を図っていきましょう。 

 特に体調不良を感じる場合、夜間は腸管の運動が活発になるので、夜の食事量はいつもより減らして食べる方が良いでしょう。 

 

 

☝豆やごま入りのせんべい、
揚げせんべい、辛口せんべい
は控えた方がよい 

食事の時間や配分に注意はある？ －乳製品の摂取について－ 

乳製品を摂ると下痢や腹痛が起こりやすい体質の人では注意が必要です。それ以外では、乳製品の 

制限はありませんが、乳製品は脂肪の多い食品ですので注意が必要です。 

一方、乳製品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌といった菌等はガスの発生や腹部膨満感の軽減、 

下痢や便秘の改善等が期待できるといわれています。 

乳製品は極端に制限しすぎず、摂りすぎず、体調に合わせて日々の食事に取り入れていきましょう。 

→消化が悪い（豆類の皮の部分が残りやすい） 


