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【緒言】 

膵・胆管合流異常（pancreaticobliary maljunction:PBM）は「膵管と胆管が十二

指腸壁外で合流する先天性の形成異常」で、膵液と胆汁の混和を防いでいる Oddi 括

約筋機能が及ばない部位での膵管と胆管の合流と定義されている。本疾患では、膵管

内圧が胆管内圧より高いことにより膵液の胆管内への逆流が生じる。その結果、膵液

と胆汁の混和物の停滞などが胆管粘膜障害を生じ、若年者から成人まで幅広い年代で

胆道癌の発生率を増加させることが知られている。小児期においても発見されれば予

防的手術の対象となるため早期の正確な診断が必要である。小児 PBM において術前に

必用とされる情報は、内視鏡的逆行性胆膵管造影(endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography: ERCP)もしくは術中造影でのみ描出可能であると報告さ

れている。一方で、画像診断技術の進歩により小児 PBM の Magnetic resonance 

cholangiopancreatography（MRCP）による良好な診断に関する報告が多数みられる。

それらの報告は、ERCP や術中造影などの直接造影と比較検討したものが多数みられ

るが、その成績については検討内容によって、40-80% と各報告で大きくばらつきが

ある。本研究では、小児 PBM の手術時に必要となる解剖学的部位に焦点を絞り、ERCP

による描出能およびその安全性について MRCP と比較検討した。 

 

【対象および方法】 

2002 年 4月から 2012 年 3 月までに名古屋大学医学部附属病院において小児 PBM が

疑われ、術前精査目的に当科で施行した ERCP 67 例中確定診断の得られた 63 例を対

象とした。男児が 18 例、女児が 45 例で検査時平均年齢は 3.9 歳（4ヶ月‐13 歳）で

あった（Figure 1）。PBM の術前精査で描出が必要な部位、すなわち 1.肝内胆管、2.

肝外胆管、3.主膵管、4.膵管と胆管の合流部について、上記 63 例において描出率を

retrospective に検討した。 

また PBM の診断において最重要項目である膵管と胆管の合流部の描出について

ERCP と MRCP の画像診断能を比較検討した。PBM の診断については、2012 年 8 月に日

本膵・胆管合流異常研究会から発表された「膵・胆管合流異常ガイドライン」の診断

基準にもとづき「直接造影で非常に長い共通管が確認される、あるいは異常な形で合

流する。」ことと定義した。また、ERCP と MRCP との診断能の検討項目は次のように

定義した。“肝内胆管描出”は、前区域枝と後区域枝の分岐かつ B2 と B3 の分岐が描

出される事、“主膵管描出”は膵頭部から体部まで主膵管が連続して描出される事と

した。MRCP については撮像条件不詳症例および 1.5 テスラ未満で撮像された症例を

除く 29 例を対象とした。撮像中に安静の保てない症例については抱水クロラールや

トリクロホスナトリウムなどの鎮静剤使用下で撮像し、ERCP と同項目に関してその

描出率につき検討した。MRCP は Avanto1.5T (SIEMENS 社製) もしくは Visart1.5T (東

芝社製)を使用し撮像した。 

なお、検定についてはχ2 検定を使用した。偶発症については ERCP 後膵炎を中心

に検討した。ERCP 後膵炎は、24 時間以上持続する膵性疼痛を認め、ERCP 18 時間後
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の血清アミラーゼ値が正常上限の 3倍以上（当院血清アミラーゼ正常値：37～125IU/L）

に上昇したものと定義した。ERCP は全例で麻酔科による全身麻酔下で施行した。内

視鏡は原則として乳幼児に対して PJF7.5（先端外径：7.8mm、Olympus 社製）を学童

に対しては JF240（先端外径：12.6mm、Olympus 社製）を使用した。なお、本研究は

当院 IRB の承認を得て行った。 

 

【結果】 

63 全例で PBM の確定診断が直接造影（ERCP または術中造影）で得られ、肝外胆管

切除と肝管-空腸吻合が施行された。Table 1 に示すように、肝内胆管および肝外胆

管の ERCP と MRCP の描出率は 69.8%vs62.1%（P=0.460）、93.7%vs100.0%（P=0.213）

で、各検討項目において有意差を認めなかった。膵管・合流部の ERCP と MRCP の描出

率は 96.8％vs41.4％、90.5％vs37.9％で各検討項目において有意差を認めた（

P<0.0001）。偶発症は 12 例(20.0％) で血清アミラーゼ値の上昇を認めたが（平均

198.3IU/L 、132-392IU/L）、定義を満たす ERCP 後膵炎は１例も認めず、胆管炎や出

血などの重篤な偶発症は１例も認めなかった。MRCP における合流部の画像的特徴は

Figure 2 で示すように、MRCP による合流部描出可能例全 11 例はいずれも ERCP での

計測で共通管長は 10mm 以上であった。また、MRCP での合流部描出不能例全 18 例の

うち 8例は ERCP での計測で共通管長は 10mm 以下であった(Figure 3)。一方、残りの

10 例のうち 6 例は共通管長が 10mm 以上の症例であったが、うち 5 例は ERCP 施行時

に共通管内に protein plug が確認され(Figure 4)、その 5 例中 3 例においては、胆

管炎症状が遷延していたため、同時にステンティングを施行した。その結果、症状の

改善を認め、緊急手術を回避し得た。 

 

【考察】 

小児 PBM術前精査で詳細な情報が必要な部位は、1.肝内胆管、2.肝外胆管、3.膵管、

4.合流部である。本研究において肝内胆管と肝外胆管については、描出率は ERCP と

MRCP との間に有意差は認めなかった。膵管および合流部に関しては、PBM 患者におい

て腹痛・嘔吐・高アミラーゼ血症などの症状をきたす原因と考えられている protein 

plug の好発部位である共通管の上流側に位置する。そのため各種画像検査で合流部

周囲の詳細な情報を得る意義は PBM の確定診断を得ることばかりではなく、protein 

plug の存在を確認する意味でも重要である。  

近年、MRCP での合流部描出の有用性の報告を認めるが、15mm 以下の短い共通管長

を有する PBM 症例において、膵管と胆管の合流部描出は MRCP では困難であるとの報

告もある。本検討においても Figure 2 で示したように MRCP で合流部描出可能例全

11 例はいずれも ERCP での計測で共通管長は 10mm 以上であった。また、MRCP で合流

部描出不能例全 18 例のうち 8 例は ERCP での計測で共通管長は 10mm 以下であった。

一方、共通管長が 10mm 以上の描出不能症例全 10 例のうち 5 例は ERCP 施行時に共通

管内に protein plug が確認され、その 5 例の中 3 例においては、胆管炎症状が遷延
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していたため、同時にステンティングを施行した。その結果、症状の改善を認め、緊

急手術を回避し得た。以上より、胆管炎症状を有し MRCP で合流部が描出されない症

例の中には共通管を含めた合流部付近に protein plug を有している症例が存在する

可能性が示唆された。それらの症例を見逃さず膵管・合流部・共通管の詳細な情報が

描出可能で、同時にステンティングなどの処置も安全かつ有効に可能な ERCP は PBM

術前精査に不可欠な検査であると考えられた。 

 

【結論】 

小児 PBM における術前精査全身麻酔下 ERCP は、MRCP に比して高い精度の膵胆管像

が得られた。また関連手技においても、有用で安全な検査である事が本研究によって

確認された。 

 

- 3 -




