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重症急性胆石性膵炎に対する
緊急内視鏡的胆道乳頭括約筋

切開術は有効か?



• 急性入院の原因となる消化器疾患のうち、
急性膵炎は最多

• 肥満や胆石の増加で急性膵炎は世界的に
増加

• 胆石は急性膵炎の原因として最多

背景



• 胆石・胆泥が総胆管やVater膨大部へ嵌頓し
胆管炎・臓器不全・致死的合併症をきたす

• ERCPでは、総胆管やVater膨大部に嵌頓
している胆石を胆道乳頭括約筋切開で除去

MSDマニュアル、原三信病院マニュアルより引用



急性胆石性膵炎への
ERCP治療に関する
各学会ガイドライン



急性胆石性膵炎の患者において

• 胆管炎 (+)

⇒ 入院後24時間以内の緊急ERCPを推奨
(strong recommendation, moderate quality of evidence)

• 胆道閉塞の進行 (-)⇒早期ERCPは不要

(strong recommendation, moderate quality of evidence)

• 胆管炎・黄疸(-):ERCPよりもMRCPかEUSを推奨
(conditional recommendation, moderate quality of evidence)

米国消化器病学会(ACG)

Tenner S, et al. Am J Gastroenterol 2013;108:1400-15



急性胆石性膵炎の患者において

• 胆管炎 (+)：入院後24時間以内の緊急ERCPと
胆道ドレナージを推奨

(Strong recommendation, high quality of evidence)

• 胆道閉塞が進行：入院後72時間以内の
ERCPを推奨

(Weak recommendation, moderate quality evidence)

• 胆管炎・胆道閉塞進行がない：ERCPを推奨せず
(Weak recommendation, moderate quality evidence)

欧州消化器内視鏡学会(ESGE)

Arvanitakis M, et al. Endoscopy 2018; 50: 524–46



急性胆石性膵炎で

• 胆管炎（+）: 24時間以内のERCPが適応

(strong agreement, GRADE 1B)

• 総胆管閉塞(+): ERCPの適応

(strong agreement, GRADE 1C)

• 胆管炎 (-): ERCPの適応なし (軽症/重症)
(strong agreement, GRADE 1A/1B)

IAP/APA

Working Group IAP/APA Aute Pancreatitis Guidelines. Pancreatology 13 (2013) e1-e15



以上をまとめると

• 胆管炎がある急性胆石性膵炎に対する
24時間以内の緊急ERCPは有効

• 胆管炎や胆汁鬱滞がない急性胆石性膵炎
への緊急ERCPの有効性は分かってない



• ICUへ入室した十二指腸乳頭閉塞を伴う

重症胆石性膵炎53例を対象

• 72時間以内のERCP群(ER)vs保存的治療群(CT)

で10日後のAPACHEIIスコアの改善を比較

• ERCP群でAPACHE Ⅱ scoreが有意に減少

ER vs CT = 6.57±1.54 vs 3.86±2.08 (P<0.05) 

先行研究 1.

Chen P, et al. Pancreas 2010; 39: 398–402 



• 48時間以内に急性胆石性膵炎と診断され、遠位胆
管拡張(≧8mm)+黄疸(≧1.2mg/dL)があり、胆管炎
を伴わない103症例を対象にERCPを施行

• 乳頭括約筋切開術vs 介入無しで結果を比較

• 臓器不全・CTでの重症度・合併症・予後は両群間
で有意差無し

先行研究 2.

Oria A, et al. Ann Surg 2007; 245: 10–17



• 急性胆石性膵炎に対する早期ERCP vs 保存治療を
比較した7RCTを対象(n=757)

• 早期ERCPを行っても死亡率・合併症は減少せず

• 胆管炎を伴う場合では、早期ERCPにより死亡率・
合併症は有意に減少

- 死亡率：RR 0.20, 95%CI 0.06 - 0.68

- 合併症(局所): RR 0.45, 95% CI 0.20 - 0.99

- 合併症(全身): RR 0.37, 95% CI 0.18 - 0.78

7RCTを取り上げたCochrane review

Tse F, et al. Cochrane Database Syst Rev 2012;5:CD009779



• 胆管炎合併、軽症例、非胆石性膵炎が含まれた

• 多くの研究でERCPは入院3日後まで行われた

• 乳頭括約筋切開を行った患者はごく一部だった

• 各研究とメタアナリシスのサンプル数が少なく、
重症胆石性膵炎に対するERCPの効果は不明

先行研究における問題点



胆管炎を伴わない重症急性胆石性膵炎に対

し、緊急ERCPによる胆道乳頭括約筋切開術

は果たして有効か?

以上の背景から提起された臨床疑問



本日の論文

Lancet 2020;396:167-76



本論文のPICO

P 重症化が予想される急性胆石性膵炎患者

I 緊急ERCP+胆道乳頭括約筋切開術

C 保存的治療

O 重篤な合併症および死亡率



Methods



研究デザイン

• APEC (Acute biliary Pancreatitis: urgent ERCP with 

sphincterotomy versus Conservative treatment) trial

• オランダ国内、26施設

• 並行群間、評価者盲検による無作為化比較試験

• 研究期間 2013年2月28日〜2017年3月1日



参加者 (Participants)

• 急性胆石性膵炎で救急外来を受診し、重症化が
予測される18歳以上の患者

• 救急外来へ受診後24時間以内にERCPが可能か
つ発症から72時間以内であること

• 壊死性膵炎の既往がある場合、完全治癒が画像
で確認されていること



定義

急性膵炎 (3項目中2つ以上で診断)

1 上腹部痛

2 血清アミラーゼかリパーゼ濃度が正常上限の3倍以上

3 画像上で急性膵炎の所見あり

胆石性膵炎(いずれかに該当すれば診断)

1 画像で胆泥か胆石が存在

2 画像で総胆管拡張
（75歳以下では8mm以上、76歳以上では10mm以上）

3 ALTが正常上限値の2倍以上



重症化の予測因子

入院後24時間以内で

• APACHE II スコア 8点以上

• CRP 15mg/dL以上

• Imrie スコア 3点以上



除外基準(Exclusion criteria)

• 胆管炎の併発 :発熱 + 総胆管結石、総胆管拡張、
または（進行性の）胆汁鬱滞

• 乳頭括約筋切開術やニードルナイフによる切開の既往
• 慢性膵炎の既往
• 胆石以外の原因による急性膵炎：

アルコール乱用（1日4単位以上）、
代謝性（高トリグリセリド血症や高カルシウム血症）、
薬剤、外傷など

• 凝固因子やFFPでPT-INR <1.5 に補正できない
• 妊婦



無作為化 (Randomization)

• 参加者は、Webを用いて緊急ERCP+胆道乳頭括
約筋切開群と保存的治療群へ1:1に割付け

• 無作為化の際に、胆汁鬱滞の有無と病院地域に
よって層別化
* 胆汁鬱滞:  T-Bil≧2 -3mg/dL or 総胆管拡張(75歳以下では>8mm、

76歳以上では>10mm)

* 地理的に5つの領域へ分類、1領域に全ての大学関連病院、

残りの4領域は非大学関連病院

• 侵襲的介入のため、参加者・医療者共に治療割
り付けの盲検化はされなかった



処置 (Procedures)

• 緊急ERCP+胆道乳頭括約筋切開術は、救急外来
受診後24時間以内、発症から72時間以内に施行

• 胆道乳頭括約筋切除術は胆管結石の有無に
よらず経験豊富な内視鏡医により施行

• 総胆管へカニュレーションできない場合は緊急ERCP
を中止し保存的治療へ



• 保存的治療群は輸液, 鎮痛などのレジメンに沿って
管理し、胆管炎を発症した場合にERCP施行

• 待機的ERCPは、膵炎から回復し胆汁鬱滞や胆管
結石が持続する場合に実施

• 入院5～7日後に膵壊死評価でCTを施行

• 院内での医療利用はデータ収集の一環で登録
院外での医療利用は自己記入式質問票で登録



Primary Outcome

• 無作為化後6ヵ月以内に発生した

重大な合併症の総計あるいは死亡率

• 重篤な合併症に含まれるもの
①新たに発症した持続性臓器不全、②膵実質壊死

③菌血症、④胆管炎、⑤肺炎、⑥膵内・外分泌不全



Secondary Outcomes

無作為化から180日間における

• ICU入室期間

• 入院期間

• 胆石関連イベントによる再入院

• QOL

• 社会的な費用：医療費、患者負担



必要サンプル数

• 過去の観察研究から緊急ERCP+乳頭括約筋切開
で主要アウトカムが46%から32%へ減少と予測

• 来院24時間以内に緊急ERCPがされない、ERCPで乳
頭括約筋切開がされない割合を各々2%と試算

• 検出力80%、両側有意水準5%、脱落率1%と設定

主要アウトカムが48%から30%へ
減少するには232名の患者が必要



中間解析

• 患者の50%が割付け、退院した時点で実施

- 有益性:Haybittle-Peto法(p<0.01を中止基準)

- 無益性: 施行せず

最終解析

Intention-to-treat解析で実施

: 乳頭括約筋切開成功の如何に関わらず割付け通り

統計学的解析手法



• カテゴリー変数: Pearson’s χ² test ,
Fisher’s exact test 

• 連続変数: Mann-Whitney U test

• 胆汁鬱滞の有無を対象としたサブグループ解析：
ロジスティック回帰分析

• Post-hoc解析：総胆管管結石摘出群と保存的治療
群で主要エンドポイントを比較



• 医療費、QALYs、治療グループ間の相違：
バイアスを修正し5000例によるbootstrapping法を
基に報告

• Bootstrapping法による結果は、不良な予後を
予防した患者数あるいはQALYｓが得られた数に対
する増分費用を基に報告



Results



Flow Chart  (Figure 1)

急性胆石膵炎の1178名が対象

946名が除外

232名が無作為化



ERCP+乳頭括約筋切開群
118名(117名をITT解析)

保存的治療群
114名(113名をITT解析)

232名が無作為化



Baseline Characteristics (Table 1)

両群の背景に有意差なし



Primary Outcome (Table 2)

• 死亡率や重大合併症は両群間に有意差無し

• Post-hoc解析で、ERCP中に総胆管結石除去を
行った群 vs 保存的治療群の主要アウトカム
22/54(41%) vs 50/113(44%) [RR0.96,95%CI 0.77-1.18; p=0.67]



Secondary Outcomes (Table 2)

• ERCP群で胆管炎・
総胆管結石・再発
性胆石膵炎は有意
に少なかった

• 両群で死亡率を含
む他項目で有意差
無し



ERCP characteristics (Table 3)



無作為化時点の胆汁鬱滞有無で
主要アウトカムを比較 (Table 4)

Logistic回帰分析で主要アウトカムの有意差無し OR 
0.594, 95%CI 0.2-1.72, p=0.34



医療資源使用の比較 (Table S3)

ERCP with 
sphincterotomy 

Conservative treatment Difference ERCP 
minus 

(N=117) (N=113) conservative 
Mean volume (BCa 95% 
CI) 

Mean volume (BCa 95% 
CI) 

Mean volume (BCa 
95% CI)* 

Hospital care 
ERCP with sphincterotomy 1.11 (1.03, 1.19) 0.50 (0.35, 0.69) 0.62 (0.36, 0.81) 

Other procedures, e.g.: endoscopic 
0.75 (0.46, 1.09) 0.70 (0.48, 0.96) 0.05 (-0.36, 0.49)

surgical 0.50 (0.42, 0.57) 0.51 (0.42, 0.60) -0.02 (-0.17, 0.13)
radiological 5.37 (4.19, 6.65) 5.09 (3.86, 6.65) 0.28 (-1.86, 2.15)

various 1.59 (1.41, 1.78) 1.88 (1.60, 2.21) -0.29 (-0.68, 0.07)
Inpatient stay 23.9 (19.4, 28.9) 22.0 (17.9, 27.3) 1.88 (-5.48, 8.86)

Outpatient treatment 5.28 (4.60, 5.97) 5.22 (4.57, 5.91) 0.06 (-0.94, 1.03)
Out-of-hospital care 

General practitioner 2.16 (1.75, 2.60) 1.73 (1.39, 2.07) 0.44 (-0.16, 1.07)

Physiotherapist 2.44 (1.34, 3.88) 1.81 (0.70, 3.55) 0.64 (-2.13, 2.88)
Formal home care

Alpha help 2.56 (0.47, 5.21) 0.71 (0.00, 1.52) 1.86 (-0.39, 4.64)

Family support 4.36 (1.09, 8.56) 2.12 (0.64, 3.96) 2.24 (-1.68, 6.89)
Informal home care

Family members^ 51.8 (27.5, 84.4) 40.9 (22.7, 63.4) 11.0 (-23.6, 47.7)

Other volunteers^ 4.58 (2.12, 7.49) 4.21 (1.20, 7.41) 0.37 (-4.74, 5.34)
Paid private help^ 2.79 (1.32, 4.43) 4.35 (1.33, 7.98) -1.57 (-6.49, 2.48)

ERCP群で有意にERCP回数が多かった
以外に両群間で有意差無し



医療資源の使用比較 (Table S4)

両群間で医療費用の有意差無し



社会的（上段）、医療的（下段）観点から見た
健康への費用対効果 (Figure S2)

42.2-43%のブートストラップシミュレーションで
緊急ERCPは患者の予後改善とコスト削減に

効果があった



Discussion



• 重症化が予測される急性胆石性膵炎において、
緊急ERCP + 胆道乳頭括約筋切開術は保存的
治療と比較し主要アウトカムの改善なし

• 保存的治療群で胆管炎の頻度は増加したが、予
後への有意な影響なし

• 社会的視点から、両群間で費用の有意差無し



• 胆管炎または持続する胆汁鬱滞に対してのみ
胆道乳頭括約筋切開を施行した場合、
保存的治療群の2/3の症例でERCPは不要だった

• 緊急ERCPを施行することで再発性胆石性膵炎や
総胆管結石による再入院数を有意に減少

• 保存的治療群の10名に再発性胆石性膵炎が
見られたが、同患者に対しては同一入院時の胆嚢
摘出が有効かもしれない



本研究の新規性

• 胆管炎がなく、重症化が予測される急性胆石性膵
炎にERCPを行った最大規模の研究 (n=232)

• 無作為化時の臓器不全（23％）に反映されるように
重症化が予測される患者のみを対象

• 早期(無作為化後3時間、ER受診後20時間、発症
から29時間)にERCPを実施



• 緊急ERCPでは、胆道カニューレーションが成功した
全例（81％）に胆道乳頭括約筋切開術を施行

• 緊急ERCPによりICU入室が増加したが、新規呼吸不
全の頻度やICU入室期間に有意差なし

• 胆管炎を有する急性胆石性膵炎を入院時から
除外することで緊急ERCPの過評価を抑えた



• 急性膵炎 +胆汁鬱滞を有する130名のサブグループ
解析を施行

• 理論的には、緊急ERCPで胆道乳頭括約筋切開術
が有効も、本研究では有意差を認めず

⇒ Type II error (偽陰性)の可能性を否定できず

• 緊急ERCPの有効性が示せなかった理由
: 早期実施でも、ERCP施行時には既に時期を
逸していた可能性



• 動物実験では、化学性膵炎を誘発してから10分以
内にトリプシノーゲン活性化が起こる

• 胆石膵炎における胆管結石の閉塞は一時的で自
然排石するが、一時的であっても急性膵炎を起こす
ことが知られている

• 本研究では、発症から平均29時間で緊急ERCPを施
行、総胆管結石は43%の症例で見られたが、これで
も遅かった可能性



Limitations

• 胆管炎の診断基準を厳格化した結果、胆管炎を伴う
胆石性膵炎が含まれ、緊急ERCPの有用性が影響し
た可能性

• 急性膵炎の重症度を臨床スコアで評価した場合、入
院時に合併症高リスクと分類しても軽度膵炎のこともあ
る

• 総胆管結石や胆泥の診断に生化学及び放射線検査
を用いたため、総胆管結石や胆泥のない患者のサブグ
ループを特定できなかった



Conclusions

重症の胆石性膵炎が予測される患者に対し、
緊急ERCPによる胆道乳頭括約筋切開術は
(保存的治療と比較し)主要な合併症や死亡
率の複合エンドポイントを減少させなかった

胆管炎あるいは持続する胆汁鬱滞を伴う場合に限っ
てERCPを検討するのがよいだろう



Editorial

• 本研究は胆管炎を伴わない重症の胆石性膵炎に
対し緊急ERCPが有用か否かを調べた研究

• これまでで最大規模の無作為化比較試験であり、
患者の多様性を高めている

• 本研究結果からは、重症急性胆石性膵炎に対す
る緊急ERCPによる胆道乳頭括約筋切開術は
慎重に行うことが推奨される



• 本研究のバイアスの可能性の一つとして、
総胆管拡張の定義基準よりも厳格にした点

• 胆管炎患者数がより少なくなっている可能性

• 帰無仮説を却下する傾向に働くため
バイアスの影響は少ないか



私見① 内的妥当性

• 無作為化は良好
• 参加者、医療者の盲検化は行われず
• Primary outcomeはITT解析
• 追跡率は 1- 2/232＝99%
• 参加者は事前計算されたサンプルサイズと同等
• オランダでの研究で人種, 生活習慣, 検査・治療へのア
クセス、健康保険制度の差異を考慮する必要

• 胆管炎、胆管拡張の判定、重症化予測においてAGA
の厳格な定義を使用、ただしその根拠は不明瞭



私見②

• 胆汁鬱滞が伴っているサブグループでは、有意差
はないが、primary endpointに差が出てきている
ようにも見える（サンプルサイズが足りない可能性
も）



私見③

• 本研究の結果より、胆管炎を合併していない重症
化が予測される胆石性膵炎におけるルーチンの緊急
ERCPは行わない

• 保存的療法を行い、経過中に胆管炎の発症や胆
汁鬱滞が進行する場合ERCPを考慮する

• 胆石性膵炎に胆汁鬱滞がある場合は、早期ERCP
が有効である可能性もあるので、慎重に経過を見て
判断する必要があると考える


