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背景と目的 
総胆管結石は、その成因から 3 種類に分類される。すなわち、①胆管原発の結石、②胆

嚢結石の落下、③肝内結石の落下によるものである。また、総胆管結石は急性胆管炎や急

性膵炎を発症する原因になる。胆汁に感染を伴っている場合には菌血症となり、容易に敗

血症を発症し得る。適切な処置がとられない場合には時に致死的となりうるため、たとえ

無症状であったとしても総胆管結石が発見された場合は速やかに取り除くことが推奨され

ている。 
総胆管結石除去の方法として、近年、内視鏡手技の普及、技術の向上や処置具の発達に

伴い、内視鏡的な経乳頭的結石除去術が行われている。しかし、術後再建腸管などにより、

十二指腸乳頭部への到達が困難な場合や、内視鏡的に除去することが困難である場合には、

経皮経肝的アプローチもしくは外科的手術が選択される。 
十二指腸内視鏡を用いた経乳頭的結石除去術は、内視鏡下に十二指腸乳頭部から逆行性

に胆管内に造影剤を注入し、胆管の形態を観察する検査（内視鏡的逆行性膵胆管造影検査 

ERCP: Endoscopic retrograde cholangio panceatography）に続いて、十二指腸乳頭部に

対する前処置を施行し、内視鏡処置具を使用した上で結石を除去する方法である。 
経皮経肝的アプローチによる胆管結石除去術は、肝内胆管を超音波ガイド下に穿刺して

後、チューブを挿入し（PTBD: Percutaneous transhepatic biliary drainage）、そのルー

トを利用して結石を除去する方法である。 
外科的手術は、開腹下あるいは腹腔鏡下に経胆嚢管的アプローチや総胆管切開によって

結石を除去する方法があげられる。Martin らが開腹術、腹腔鏡下手術、経乳頭的結石除去

術の 3 法で比較検討し、メタ解析を行っており、腹腔鏡下手術が有用である可能性が示さ

れている。しかし、この研究では腹腔鏡手術の専門施設のみの検討であり、現時点で一般

臨床施設へ適用することには注意が必要とされている。 
総胆管結石に対して内視鏡的な経乳頭的治療を行う場合、十二指腸乳頭部への処置を行

うことで専用処置具により結石除去が可能となる。十二指腸乳頭部への処置には内視鏡的

乳頭括約筋切開術（endoscopic sphincterotomy: EST）、内視鏡的乳頭バルーン拡張術

（Endoscopic papillary balloon dilation: EPBD）、内視鏡的乳頭大径バルーン拡張術

（Endoscopic papillary large-balloon dilation: EPLBD）があげられる。 
EST は十二指腸乳頭括約筋を電気メスで切開して十二指腸乳頭開口部を拡げる手技で

ある。EST は 1974 年に報告されてから、内視鏡手技の向上に伴い、総胆管結石の第一選

択の治療法となっている。 
一方、EPBD は 1983 年に開発された。EST と異なり十二指腸乳頭部を切開すること

なく、バルーンカテーテルで拡張する手技である。EPBD は術後の急性膵炎の頻度が高い

との懸念があったために、ほとんど行われることがなかったが、1990 年代になってから安

全性・有効性が証明され、徐々に普及している治療法である。また、EPBD は十二指腸乳

頭機能を温存する可能性があり 、他の処置に比較して胆管結石治療後の再発や胆管・胆嚢

炎のリスクを減らす可能性が示唆されている。しかし、径 10mm 以上の大結石を除去する

ためには、EST 単独により結石を除去するのであれば大切開が必要になるため、出血や穿

孔の危険性が伴う。また、EST の小～中切開や EPBD では胆管内で結石の破砕術が必要

になり、結石の完全除去には複数回の処置が必要になることも少なくない。このような症

例に対して、近年、十二指腸乳頭部を EST の小切開を行った後で、消化管あるいは専用

拡張用バルーン (径 12mm～20mm) で拡張する EPLBD が行われるようになってきてい

る。EPLBD では EST 大切開と比較しても巨大結石を破砕することなく除去することが可

能であり、その安全性についても EST や EPBD と同等かそれ以上とされている。本邦で

は 2013 年 6 月より薬事承認を得た EPLBD 用のバルーンカテーテルが販売されるよう



になり、日常臨床として普及しつつある手技である。 
本研究は、大きい総胆管結石を有する患者に対し、EPLBD で結石除去を行う方法と従

来施行されてきた EPBD で結石除去を行う方法の 2 法を比較する後方視的比較研究試験

である。本研究の目的は EPLBD の方が効率よく結石除去が可能との仮説を証明すること

である。 
対象と方法 
本研究は後方視的研究である．1994 年 11 月から 2013 年 2 月までの期間に東京大学病院

にて胆管大結石（≥10 mm）に対して，EPLBD もしくは EPBD による治療を行った 265
例を対象とした． 
各治療群における患者背景をそろえる目的で フリー統計ソフトである EZR を使用し、

年齢、性別、胆管結石径、結石数について 1 対 1 マッチングを行い、EPLBD 46 例、EPBD 
46 例で検討を行った。 
結石除去の方法は日常診療で行われている結石除去の手技と同様に行う。すなわち、内

視鏡的逆行性膵胆管造影検査に引き続いて、十二指腸乳頭部の拡張を行い、結石除去を行

う。 
EPLBD のバルーン径の選択は結石径に合わせて使用するバルーン径を決定した。ただし

バルーン径は膵内胆管径を越えない範囲で選択した。  
バルーンの拡張圧は目標径に達した時の拡張圧は低圧の方が望ましいと考え、加圧は緩

徐に（0.5atm/15 秒間）行った。バルーンの拡張時間は notch（バルーンのくびれ）が消

失したら直ちに deflation することとした。EST の付加については、2010 年 2 月までは 
EST を付加した上で EPLBD を行っていたが、2009 年の Jeong らの報告を受けて、

2010 年 3 月以降は付加しなかった。 
EPBD のバルーン径の選択は 8mm 径を第一選択とし、胆管径に応じて最大 10mm ま

で選択した。バルーンの拡張圧は notch が消失するまで緩徐に（0.5atm/15 秒間）加圧を

行った。バルーンの拡張時間は 1994-1999 年までは 2 分間。それ以降は 15 秒間の拡張

とした。 
評価項目は結石完全除去率、初回手技完遂率、結石破砕施行率、偶発症、結石再発率と

した。 
有害事象の観察は内視鏡的結石治療施行後 30 日以内に起きた偶発症を短期偶発症、31 

日以降に起きた偶発症を長期偶発症とした。全ての偶発症については Cotton 分類（一部

改変使用）に基づいて評価を行い記録した。 
 統計解析は比率の解析には Fisher の正確確率検定、ノンパラメトリック検定には 
Mann-Whitney の U 検定を使用した。累積結石再発率の比較にはログランク検定を用い

た。単変量および多変量解析はロジスティック回帰分析を行った。単変量解析において、

有意差がみられた項目について、多変量解析を行った。いずれの検定においても、P 値が 
0.05 未満の時に統計学的に有意であると判断した。 
すべての統計学的解析は フリー統計ソフトである EZR を使用した。 

結果 
登録された EPLBD 46 症例のうち 28 人は男性、18 人は女性であり、EPBD 46 症例の

うち、27 人は男性、19 人は女性であった。 
年齢、胆管径、結石数、最大結石径、胆嚢の状態、傍乳頭憩室において 2 群間に差は認め

られなかった。胃切除術の既往のある症例は優位に EPLBD 群で多かった（P = 0.01）。 
観察期間中央値は 25.9（1-67)ヵ月と 31.0（1-148)ヵ月であり、差は認めなかった（P = 
0.129）。 
 完全結石除去率に有意差はみられなかったが、結石治療目的に行った ERCP の回数は



EPLBD 群で有意に少ない処置（ERCP）の回数で結石除去が可能であった（P ＜0.001）。
結石破砕頻度は EPLBD 群が有意に結石破砕を行わずに結石除去が可能であった（P ＜
0.001）。 
 早期偶発症の発症率に有意差はみられなかった。EPLBD 群で重症急性膵炎を １ 例認

めたが ERCP の際に選択的胆管挿管困難例であった。膵炎はいずれも保存的加療により改

善が得られた。胃切除後の １ 例ではダブルバルーン内視鏡の挿入時に輸入脚に穿孔を生

じたため、外科的治療を要した。 
86 例で胆管結石の完全除去に成功し、経過観察を行った。完全結石除去ができなかった

症例を除外し、長期偶発症について 86 例で検討を行った。観察期間中央値は 24.8（1-67)
ヵ月と 33.1（1-148)ヵ月であり、有意差を認めた（P = 0.05）。長期偶発症の発症率には有

意差は認められなかった。2 群の比較では再発率（P = 0.999）および累積再発率（P = 0.901）
において統計学的有意差は認めなかった。  
再発のリスク因子を年齢、性別、結石数、結石径、胆管径、結石破砕の施行の有無、傍

乳頭憩室、胆嚢の状態について比較検討した。単変量解析では、リスク因子として男性（P 
= 0.036）、結石数  2 個以上（P = 0.048）があげられた。 
 多変量解析では重要な要因は男性であった。 
考察 
本研究の結果より、10mm 以上の総胆管結石に対する内視鏡治療において、EPLBD 群

と EPBD 群の完全結石除去率は同等であったが、EPLBD 群では ERCP の施行回数や結

石破砕の頻度を減らすことが可能であることが判明した。 
本研究での完全結石除去率は EPLBD、EPBD いずれも既報と同等の結果であった。 
十二指腸乳頭開口部は EPLBD 後であれば十分に拡張しているため、結石破砕術はほと

んど必要なく、容易に大結石を除去できる。EPLBD は EPBD と比較して、特に 10 mm 
以上の大結石に対しては有用な方法であった。 
早期偶発症の頻度において 2 群間に差はみられなかった。もっとも重要な早期偶発症は

急性膵炎であるが、EPLBD の急性膵炎を含めた偶発症はそれほど多くないと報告されて

いる（0-17%）。本研究でも既報と同等の結果であった。 
本研究では治療後早期の安全性においては EPLBD と EPBD では同等であった。 
長期的な安全性についても有意な差はみられなかった。 

既報では胆管結石除去後の胆道合併症の危険因子がいくつか報告されており、最大胆管径、

胆嚢の状態、結石破砕の有無、傍乳頭憩室の有無が報告されている。単変量解析では性別、

結石数 2 個以上が危険因子としてあげられた。これらを多変量解析で検討したところ、理

由は明らかではないが、性別が独立した結石再発の危険因子と考えられた。また、有石胆

嚢放置症例では有意差はみられなかったが、再発が多い傾向にあった。胆嚢内の結石は胆

管へ移動して、落石する可能性がある。そのため、胆嚢の状態は結石再発へ影響を及ぼす

因子となり得る。一方、胆管原発結石についても考慮する必要がある。原発結石の再発の

要因は胆汁の停滞、胆管内への感染、腸液の胆管内への逆流、結石片の残存など多数あげ

られる。 拡張した胆管は胆汁の流れを停滞させ、感染を引き起こしやすいため、結石再発

の要因と考えられる。 
EPBD 後は乳頭機能が温存され、逆行性感染を予防し、結石再発の頻度を減らす可能性

が示唆されている。しかし、10mm 以上の大結石を対象とした本研究では EPBD 後の結

石再発は 17.5% と高率にみられている。 
再発の要因を検討すると、まず結石破砕を行った場合には破砕片が胆管内に残存するた

め、再発の危険因子と考えられる。しかし、本研究では結石破砕については危険因子では

なかった。その要因としては EPBD 後の結石破砕の頻度は 84.8% と高率に行っており、



破砕片の残存が生じやすいと予想されるが、一方で IDUS により結石の残存の有無を確認

すると結石再発を減らすことができるとされている。我々は EPBD 後に IDUS を使用し、

結石の残存がないことを確認しており、残存していた場合には破砕片まで残さず除去して

いる。したがって、結石破砕自体が危険因子とはならなかったのではないかと考えている。

また、EPLBD 群では十二指腸乳頭部を十分に拡張するため、結石破砕自体がほとんど必

要なく、破砕した場合でも破砕片を容易に除去することができ、微小な破砕片が残存した

としても、自然に胆管内から十二指腸内へ流出すると考える。そのため、結石破砕片の残

存については本研究での主な再発の要因ではないと推測する。 
傍乳頭憩室は下部胆管を圧迫し、胆汁の停滞につながる。また、拡張した胆管も停滞の

要因となり得る。しかし、本研究では傍乳頭憩室も拡張胆管も危険因子ではなかった。そ

のため、胆汁の停滞についても主な再発の要因とは考えにくい。 
EPLBD 施行後の乳頭機能はこれまで明らかにはなっていないが、動物実験では十二指

腸乳頭括約筋の断裂がみられており、機能は温存できない可能性が示されている。また、

EPLBD 後は EST 後と同等の長期成績が示されていることから、乳頭機能は廃絶し腸液

の胆管への逆流が生じている可能性がある。EPBD 後についても再発率が高値であること

から、大結石に対する治療を行った場合には微小な結石に対する治療とは異なり、乳頭機

能の温存は不十分である可能性がある。その要因としては、複数回の ERCP や結石破砕な

どの処置具による乳頭への負荷が考えられる。乳頭機能と結石破砕術や処置回数などに関

しては、今後のさらなる検討を要する。 
本研究の特徴は、まず、10mm 以上の大結石に限定した比較検討である。 

EPBD は一般的に微小な結石に対して選択する方法である。しかし、10mm 以上の結石に

限定することで EPBD と EPLBD の有用性と安全性について比較することが可能となる。 
本研究の欠点は後ろ向きの研究であることである。結石の治療においては、患者背景は

治療成績に影響を与える。そのため、患者の選択バイアスを可能な限り減らす必要がある。

本研究ではマッチングを行うことで可能な限り患者背景をそろえた。また、EPLBD は近

年行われるようになってきた治療方法であり、本研究では長期偶発症の観察期間は有意に

EPBD 群の方が長かった。EPLBD 群において、より長い観察期間が得られることができ

れば、両群間に再発率に差がみられる可能性がある。 
結論 

EPLBD は大結石の除去において、EPBD と比較して有用な方法である。再発率には差

はみられなかったが、観察期間をより長期間とした上での検討が必要である。 


