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　自己免疫性膵炎（AIP）に対して、再燃予防のためにわが国で
は低用量のステロイドを3年間程度投与する維持療法が一般に行
われています。一方、欧米では3か月程度の初期治療終了後に中
止することが一般的です。維持療法はAIPの再燃を予防すること
が、後ろ向き研究で報告されていましたが、質の高いエビデンス
はありませんでした。下瀬川教授を班長とし2009年から2014年

まで行われた厚労省研究班では、寛解導入後3年間のステロイド
維持療法を行う群と、半年で投与を中止する群を無作為に割り付
け、再燃の頻度を比較する無作為ランダム化比較試験（RCT）を
行い、先頃その結果が報告されました1）。3年間の経過観察期間
中、中止群では19例中11例（52.6%）が再燃していたのに対し、
維持療法群では30例中7例（23.3%）と、維持療法群で有意に再
燃が減少していました（図）。ステロイド維持療法の有用性を明
らかとした、AIPに関する世界初のRCTであり、本成果は非常に注
目されています。
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自己免疫性膵炎に対するステロイド維持療法の無作為ランダム化比較試験

早期慢性膵炎とは
さて、2009年に作成された慢性膵炎臨床診断基準2009では、世界

で初めて早期慢性膵炎の診断基準が提唱されました。①反復する上腹
部痛発作、②血中/尿中膵酵素値の異常、③膵外分泌障害、④1日80g 
以上（純エタノール換算、概ね）の持続する飲酒歴、のいずれか2項
目以上と超音波内視鏡または内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）検
査にて早期慢性膵炎の画像所見（図5）が認められた場合、早期慢性
膵炎と診断するものです。早期慢性膵炎診断基準は、従来の診断基準
が完成された非可逆性の慢性膵炎しか診断できないという問題点を克
服し、早期診断・早期治療介入へ道を開くものです。早期慢性膵炎に
ついては国際的にも注目されており、本年8月に下瀬川教授が主宰さ
れ仙台で開催されました第20回国際膵臓学会においても、国際コンセ
ンサスセッションとして取り上げられ、その定義や位置づけなどにつ
いて活発な議論が行われました。

厚労省研究班が行った全国調査では、我が国における早期慢性膵炎

の推計受療患者数は年間5,410人（うち新規1,330人）と推計されてお
り、慢性膵炎患者数の約8%に相当します。さらに同研究班では、早
期慢性膵炎の患者さんを2年間前向きに追跡し、飲酒を継続した症例
では、確診・準確診例に移行しやすいことを明らかにしました。現
在、当科が中心となり、5年間にわたる早期慢性膵炎症例の前向き登
録研究が全国で行われております。先生方からご紹介いただいた症例
も含めて、すでに200例近い症例が登録されております。この研究に
より、どのような症例が慢性膵炎確診・準確診例に移行するか、治療
介入により所見の改善がみられるかといった長期予後や、現行の早期
慢性膵炎診断基準の妥当性が明らかになることが期待されます。

おわりに
慢性膵炎と膵癌は、喫煙、大量飲酒など共通した危険因子を有する

ことが知られています。膵酵素値の異常は、膵癌の早期診断に役立つ
可能性があり、早期慢性膵炎症例の拾い上げは膵疾患診療のすそ野を
広げることが期待されています。慢性膵炎診療でお困りの場合、また
早期慢性膵炎が疑われる症例がございましたら、消化器内科膵臓グル
ープまで遠慮なくお申し付けいただければ幸いです。今後も、膵･胆
道疾患の診断治療成績のさらなる向上を目指して参りますので、なお
一層のご指導、お力添えをよろしくお願い申し上げます。
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はじめに
晩秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び

申し上げます。さて、2015年に慢性膵炎診療ガイドラインが約6年ぶ
りに改訂されました。この改訂は、2009年にガイドライン初版が作成
されて以降、慢性膵炎臨床診断基準の改訂や新たに保険収載となった
治療など、慢性膵炎診療に大きな影響を与える変化がみられたことを
反映したものです。今回は、慢性膵炎に対する当科の取り組みについ
てご紹介させて頂きます。

慢性膵炎とは
慢性膵炎とは膵臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱

落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、進行すると膵外分泌・内分泌機
能の低下を伴う病態とされます。組織学的には肝硬変の膵臓版と言え
るかもしれません。厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班（以
下、厚労省研究班）が行った最新の全国調査によると、2011年1年間
の慢性膵炎（確診および準確診例）受療患者数は66,980人、有病率は
人口10万人あたり52.4人でした。単純計算ですが、仙台市（人口108
万人）で566人、宮城県全体（人口 233万人）で1220人ほどの患者数
となります。成因の7割はアルコール性であり、約2割が原因のよくわ
からない特発性です。遺伝子異常を背景とする遺伝性膵炎は、2015年
から医療費補助の対象となる難病に指定されており、当科にも全国か
ら遺伝子解析のご依頼を頂いております。

内視鏡治療とESWL
慢性膵炎では、主膵管内の膵石や蛋白栓、主膵管狭窄などによって

膵液の流出障害がおこり、膵管内圧の上昇が腹痛や膵炎の進展、膵仮
性嚢胞などの合併症を引き起こすことがあります（図1）。このよう

な患者さんでは、主膵管内の膵石を除去することや主膵管狭窄の改善
が症状改善の鍵となります。このような症例に対する内視鏡的膵管ス
テント留置術は2012年4月に、膵石に対する体外衝撃波結石破砕療法 
（extracorporeal shockwave lithotripsy; ESWL）（図2）は2013年10月

に、それぞれ保険収載されました。当科ではこのような症例に対し
て、ESWLを併用した内視鏡治療を積極的に行い、良好な治療成績を
あげております。治療対象は原則として膵石が主膵管または副膵管に
存在する症例で、疼痛が持続する場合や急性膵炎発作を繰り返す場合
です。疼痛がない場合でも、膵実質の萎縮を認めず膵石が主膵管に嵌
頓している場合は、膵機能温存のために治療を行うこともあります。
通常、1クール3回程度のESWLを行い、結石を破砕します（図3）。膵
石が残存する場合、内視鏡的にバスケット鉗子などを用いて除去しま
す（図4）。今回の改訂ガイドラインにおいても、ESWLを含む内視鏡
治療は慢性膵炎の腹痛に対して短期的には極めて有効であり、長期的
にも有効性を示すため行うことが提案されています。一方、膵管ステ
ント治療の継続期間は1年前後をひとつの基準とし、無効例や腹痛が
再燃する症例では外科的治療を考慮することが提案されています。
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図 1． 主膵管内の膵石（腹部 CT 検査）
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図 3．内視鏡的逆行性膵管造影検査（ERP）

図 5．早期慢性膵炎の超音波内視鏡所見
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膵管の不整あり

索状高エコー 蜂巣状分葉エコー 

a)

b)

c)

a)　膵石（矢頭）を認める
b)　バスケットを膵管内に挿入
c)　除去された膵石（矢頭）

0      

1.0

0.6

0.2

( )

0.8

0.4

0

12       24       36      

P=0.007



ト ピ ッ ク ス

　自己免疫性膵炎（AIP）に対して、再燃予防のためにわが国で
は低用量のステロイドを3年間程度投与する維持療法が一般に行
われています。一方、欧米では3か月程度の初期治療終了後に中
止することが一般的です。維持療法はAIPの再燃を予防すること
が、後ろ向き研究で報告されていましたが、質の高いエビデンス
はありませんでした。下瀬川教授を班長とし2009年から2014年

まで行われた厚労省研究班では、寛解導入後3年間のステロイド
維持療法を行う群と、半年で投与を中止する群を無作為に割り付
け、再燃の頻度を比較する無作為ランダム化比較試験（RCT）を
行い、先頃その結果が報告されました1）。3年間の経過観察期間
中、中止群では19例中11例（52.6%）が再燃していたのに対し、
維持療法群では30例中7例（23.3%）と、維持療法群で有意に再
燃が減少していました（図）。ステロイド維持療法の有用性を明
らかとした、AIPに関する世界初のRCTであり、本成果は非常に注
目されています。

1. Masamune A, et al. Gut 2016 Aug 19. [Epub ahead of print]

自己免疫性膵炎に対するステロイド維持療法の無作為ランダム化比較試験

早期慢性膵炎とは
さて、2009年に作成された慢性膵炎臨床診断基準2009では、世界

で初めて早期慢性膵炎の診断基準が提唱されました。①反復する上腹
部痛発作、②血中/尿中膵酵素値の異常、③膵外分泌障害、④1日80g 
以上（純エタノール換算、概ね）の持続する飲酒歴、のいずれか2項
目以上と超音波内視鏡または内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）検
査にて早期慢性膵炎の画像所見（図5）が認められた場合、早期慢性
膵炎と診断するものです。早期慢性膵炎診断基準は、従来の診断基準
が完成された非可逆性の慢性膵炎しか診断できないという問題点を克
服し、早期診断・早期治療介入へ道を開くものです。早期慢性膵炎に
ついては国際的にも注目されており、本年8月に下瀬川教授が主宰さ
れ仙台で開催されました第20回国際膵臓学会においても、国際コンセ
ンサスセッションとして取り上げられ、その定義や位置づけなどにつ
いて活発な議論が行われました。

厚労省研究班が行った全国調査では、我が国における早期慢性膵炎

の推計受療患者数は年間5,410人（うち新規1,330人）と推計されてお
り、慢性膵炎患者数の約8%に相当します。さらに同研究班では、早
期慢性膵炎の患者さんを2年間前向きに追跡し、飲酒を継続した症例
では、確診・準確診例に移行しやすいことを明らかにしました。現
在、当科が中心となり、5年間にわたる早期慢性膵炎症例の前向き登
録研究が全国で行われております。先生方からご紹介いただいた症例
も含めて、すでに200例近い症例が登録されております。この研究に
より、どのような症例が慢性膵炎確診・準確診例に移行するか、治療
介入により所見の改善がみられるかといった長期予後や、現行の早期
慢性膵炎診断基準の妥当性が明らかになることが期待されます。

おわりに
慢性膵炎と膵癌は、喫煙、大量飲酒など共通した危険因子を有する

ことが知られています。膵酵素値の異常は、膵癌の早期診断に役立つ
可能性があり、早期慢性膵炎症例の拾い上げは膵疾患診療のすそ野を
広げることが期待されています。慢性膵炎診療でお困りの場合、また
早期慢性膵炎が疑われる症例がございましたら、消化器内科膵臓グル
ープまで遠慮なくお申し付けいただければ幸いです。今後も、膵･胆
道疾患の診断治療成績のさらなる向上を目指して参りますので、なお
一層のご指導、お力添えをよろしくお願い申し上げます。

東北大学病院

TEL 022（717）7000（代）

〒980-8574
宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号

地域医療連携センター
TEL 022（717）7131（直通） 
FAX 022（717）7132

●新患予約・お問い合わせ

●外来・お問い合わせ
TEL 022（717）7731

第29号
November 2016

膵胆道疾患 ―慢性膵炎に対する当科の取り組み―

Division of Gastroenterology, Tohoku University Hospital

はじめに
晩秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び

申し上げます。さて、2015年に慢性膵炎診療ガイドラインが約6年ぶ
りに改訂されました。この改訂は、2009年にガイドライン初版が作成
されて以降、慢性膵炎臨床診断基準の改訂や新たに保険収載となった
治療など、慢性膵炎診療に大きな影響を与える変化がみられたことを
反映したものです。今回は、慢性膵炎に対する当科の取り組みについ
てご紹介させて頂きます。

慢性膵炎とは
慢性膵炎とは膵臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱

落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、進行すると膵外分泌・内分泌機
能の低下を伴う病態とされます。組織学的には肝硬変の膵臓版と言え
るかもしれません。厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班（以
下、厚労省研究班）が行った最新の全国調査によると、2011年1年間
の慢性膵炎（確診および準確診例）受療患者数は66,980人、有病率は
人口10万人あたり52.4人でした。単純計算ですが、仙台市（人口108
万人）で566人、宮城県全体（人口 233万人）で1220人ほどの患者数
となります。成因の7割はアルコール性であり、約2割が原因のよくわ
からない特発性です。遺伝子異常を背景とする遺伝性膵炎は、2015年
から医療費補助の対象となる難病に指定されており、当科にも全国か
ら遺伝子解析のご依頼を頂いております。

内視鏡治療とESWL
慢性膵炎では、主膵管内の膵石や蛋白栓、主膵管狭窄などによって

膵液の流出障害がおこり、膵管内圧の上昇が腹痛や膵炎の進展、膵仮
性嚢胞などの合併症を引き起こすことがあります（図1）。このよう

な患者さんでは、主膵管内の膵石を除去することや主膵管狭窄の改善
が症状改善の鍵となります。このような症例に対する内視鏡的膵管ス
テント留置術は2012年4月に、膵石に対する体外衝撃波結石破砕療法 
（extracorporeal shockwave lithotripsy; ESWL）（図2）は2013年10月

に、それぞれ保険収載されました。当科ではこのような症例に対し
て、ESWLを併用した内視鏡治療を積極的に行い、良好な治療成績を
あげております。治療対象は原則として膵石が主膵管または副膵管に
存在する症例で、疼痛が持続する場合や急性膵炎発作を繰り返す場合
です。疼痛がない場合でも、膵実質の萎縮を認めず膵石が主膵管に嵌
頓している場合は、膵機能温存のために治療を行うこともあります。
通常、1クール3回程度のESWLを行い、結石を破砕します（図3）。膵
石が残存する場合、内視鏡的にバスケット鉗子などを用いて除去しま
す（図4）。今回の改訂ガイドラインにおいても、ESWLを含む内視鏡
治療は慢性膵炎の腹痛に対して短期的には極めて有効であり、長期的
にも有効性を示すため行うことが提案されています。一方、膵管ステ
ント治療の継続期間は1年前後をひとつの基準とし、無効例や腹痛が
再燃する症例では外科的治療を考慮することが提案されています。

Division of Gastroenterology, Tohoku University Hospital

（裏面へつづく）

お問い合わせ

■ 膵臓外来：毎週木曜日午前
■ 一般新患外来：毎週火曜日、金曜日午前

ご紹介窓口

東北大学病院地域医療連携センター
●電話  022-717-7131

消化器内科外来　●電話  022-717-7731

外来の予約
図 1． 主膵管内の膵石（腹部 CT 検査）

図 2．ESWL 治療の様子

図 4．膵石の除去

治療前 治療後

図 3．内視鏡的逆行性膵管造影検査（ERP）

図 5．早期慢性膵炎の超音波内視鏡所見

膵石（矢印）より
尾側の膵管は拡張

膵石破砕後は膵管拡張消失
膵管の不整あり

索状高エコー 蜂巣状分葉エコー 

a)

b)

c)

a)　膵石（矢頭）を認める
b)　バスケットを膵管内に挿入
c)　除去された膵石（矢頭）

0      

1.0

0.6

0.2

( )

0.8

0.4

0

12       24       36      

P=0.007


