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1.

課題名

多施設共同研究「膵・胆管合流異常症登録症例の集積及び追跡調査」

2. 実施計画の経緯（背景）
2.1 対象疾患の背景
膵・胆管合流異常症における本邦第 1 例目の報告は 1916 年の Koizumi・Kodama ら によ
4)

る膵・胆管合流異常を合併する先天性胆道拡張症であるが、その後はいくつかの症例報告が
散見されるにとどまっていた。1969 年に Babbit ら が先天性胆道拡張症例における膵・胆管
5)

合流部の直接造影により、
「胆管拡張は膵液の胆管内逆流に起因する」との疾患概念を提唱
した。古味がこの概念を紹介したことにより 、膵・胆管合流異常症が広く普及するに至り、
6, 7)

近年では先天性胆道拡張症と膵・胆管合流異常症は同義ではないものの、その 2 つの先天奇
形が深く関わることが知られている。さらに古味らはこの膵・胆管合流異常症の診断基準や
病態をさらに解明するために 1983 年に日本膵・胆管合流異常研究会を創設し、1990 年には
現在の合流異常の診断基準を発表した 。現在の合流異常診断の定義は、
「膵管と胆管の合流
1)

部が十二指腸壁外にて合流する先天奇形」で、膵液と胆汁の混和を防いでいる Oddi 括約筋
機能が及ばないこととしている 。
8)

合流異常の病態の要因は、この Oddi 括約筋機能の及ばない共通管を介した圧勾配による
膵液と胆汁の相互逆流につきる。特に膵管内圧が胆管内圧より高いことによる膵液の胆道
内逆流により胆道粘膜傷害を引き起こす。さらに膵液と胆汁の混和物の停滞は、胆管もしく
は膵に炎症や結石形成によるさまざまな病態を引き起こすとともに、胆道癌の発生率をも
増加させる 。また合流異常は胆管拡張型（先天性胆道拡張症）と胆管非拡張型に分類され、
9)

胆管拡張の有無により、臨床的特徴や胆道癌発生部位別頻度も異なる 。
9)

合流異常の発生頻度に関しては、対象とする母集団により異なって報告されている。
1980~1984 年に施行された 133 施設のアンケートによると 12,399 人の肝胆道系疾患手術例
全体のうち 3.3%（414 人）が合流異常症を有し、胆嚢癌症例の 10.4%（80/769 人）
、胆管癌
症例の 4.4%（32/735 人）が合流異常を合併すると報告されている 。一方、ERCP を施行さ
10)

れた 27,079 例の検討では 0.03%が合流異常を有し、ほとんどの症例が無症状で血液検査も
正常であることが示されている 。臨床症状を有する ERCP 症例における合流異常の合併頻
11)

度は、日本では 0.9~1.5% 、台湾では 8.7% 、ヨーロッパでは 1% と報告され、欧米人はア
12,13)

14)

15)

ジア人と比較して発生率が低いとされているが、合流異常を念頭において精査（ERCP、
MRCP、US など）すれば、その頻度は増加する可能性もある。

2.2 日本膵・胆管合流異常研究会の活動
膵・胆管合流異常症の診断基準や病態をさらに解明するために1983年に日本膵・胆管合流
異常研究会を創設され、病態解明のため尽力してきた。また年一回の研究会開催し、2012年
現在で33回を迎えている。さらにその活動の一環として1990年から全国施設による症例集
積事業を開始し、1990年から2015年までの26年間で3,419例の全国登録症例を集積している。
また1990年から1997年までの1,627例を対象とし英文論文を発表し、さらに2017年には先天
性胆道拡張症の診療ガイドラインも作成し、英文発表している。最近ではホームページ
（https://www.jspbm.jp/about.html）による啓蒙活動も行っている。
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2.3 本研究の意義・目的
現在までに報告されている膵・胆管合流異常症例の臨床的特徴はそれぞれの施設の限ら
れた症例を用いた研究であり、全国規模の登録事業に基づく多数症例の検討により、より正
確な合流異常症例の臨床像を明らかにできる。このため、研究会では 1990 年（H2 年）から
徳島大学が事務局（主管）となり、膵・胆管合流異常症例の登録事業を行っているが、今後
も登録事業を継続するとともに、集積された登録症例の追跡調査によるデータの分析を行
い、成人・小児における本疾患の病態について明らかにする。

3.

研究の意義及び目的
膵・胆管合流異常症例を徳島大学が事務局（主管）となり、全国登録し、集積・追跡調査

することにより、本疾患の病態及び至適治療法の解明に至る。

4.

実施体制

4-1.本院における研究責任者
氏名：島田 光生

所属･職名:徳島大学病院 消化器・移植外科・科長
(業務) 研究統括・データ管理・記録保管

4-2.本院における研究者
氏名：森根 裕二

所属･職名:徳島大学病院消化器・移植外科・准教授
(業務) 研究実務・治療・同意取得・統計解析

氏名：石橋 広樹

所属･職名: 徳島大学病院消化器・移植外科・講師
(業務) 研究実務・治療・同意取得

氏名：居村 暁

所属･職名:徳島大学病院 地域外科診療部・教授
(業務) 研究実務・治療・同意取得

氏名：池本 哲也

所属･職名:徳島大学病院安全管理部・特任准教授
(業務) 研究実務・治療・同意取得

氏名：森 大樹

所属･職名:徳島大学病院 小児外科小児内視鏡外科・助教
(業務) 研究実務補佐・治療・同意取得

4-3.本院における協力者
氏名：関本 祐子

所属･職名: 徳島大学医歯薬研究部
消化器・移植外科学・技術補佐員
(業務) 研究実務補佐・データ入力

4-4.統計解析
責任者：森根 裕二
所属･職名:徳島大学病院消化器・移植外科・准教授
4-5.データ管理
氏名：島田 光生

所属･職名:徳島大学病院消化器・移植外科・科長
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4-6.記録保管
氏名：島田 光生

所属･職名:徳島大学病院消化器・移植外科・科長

4-7.測定機関
機関名：徳島大学病院
責任者：島田 光生

研究の種類

5.

(1) ■ 研究者主導
(2)

企業との共同研究

当施設単独

その他（

）

■ 多施設共同

(3) 資金源
■ 無し

文部科学省科学研究費

その他の公的資金（

）

企業

受託研究（

）

共同研究（

）

その他 （

）

その他（

6.

厚生労働省科学研究費

）

実施期間
1990 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日

7.

研究の対象及び組み入れ基準等

7-1 研究対象数
1990 年から 2015 年までに登録された本疾患症例 3,419 人と、今後 2016 年以降に登録
が予想される年間 100 人程度の予定登録集積症例
7-2 研究対象者
膵・胆管合流異常患者
7-3 選択基準
膵・胆管合流異常の診断はレ線学的または解剖学的検索によって行われるが、いず
れか一つの検索で以下の所見が確認されるものとする。
1)レ線学的診断
乳頭部括約筋の作用が合流部におよばないことを確認する必要があるが、括約筋の
判定は時に困難である、現時点では内視鏡的逆行性胆・膵管造影、経皮経肝胆道造影、
術中胆道造影などで膵菅と胆管癌が A)異常に長い共通管をもって合流する、B)異常な
形で合流するのを確認すればよい。
2)解剖学的診断
手術または剖検などで膵・胆管合流部が十二指腸壁外に存在するか、または膵管と
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胆管が異常な形態で合流することを確認する。
7-4 除外基準
上記選択基準以外の者
7-5 中止基準
1. 研究対象者（および代諾者）より中止の申し入れがあった場合
2. 研究対象者の都合により研究が中断された場合（転居，転院，追跡不可能等）
3. 研究開始後，研究対象者が対象症例ではないことが判明した場合
4. 実施計画書から重大な逸脱があり評価不能と判断される場合
5. その他，研究責任者または研究者が研究の継続を困難と判断し中止が妥当と判断し
た場合

8.

試料（資料）の概要

8-1 試料（資料）の詳細
徳島大学消化器・移植外科が膵・胆管合流異常研究会の事務局（主管）として、1990 年
から全国施設による症例集積事業を開始し、1990 年から 2015 年までの 26 年間で 3,419 例
の全国登録症例を集積している。現在も毎年、研究会の登録施設から症例登録を行い、2010
年は、97 例、2011 年は 120 例の症例登録を行っている。さらに 2012 年からは登録症例の追
跡調査も毎年行う予定である。
8-2 試料（資料）の管理
登録施設からは連結可能匿名化（対応表なし）されたデータを送ってもらい、事務局の
専用パソコンで電子ファイルとしてデータ管理を行っている。電子ファイルは暗号化しパ
スワードを付与している。USB メモリでデータを移動する場合には、USB メモリ全体かフ
ァイルにパスワードを付与している。電子ファイルの保管期間は調査終了から 10 年間とす
る。また、これらのデータは本研究以外には使用しない。

9.

試料（資料）収集について

9-1 試料（資料）収集登録施設
日本膵・胆管合流異常研究会に所属・登録された施設から試料（資料）を下記の方法で送
ってもらう。登録施設一覧は、日本膵・胆管合流異常研究会のホームページ
（https://www.jspbm.jp/about.html）に記載されている。
9-2 試料（資料）収集方法
毎年、全国の登録施設に『膵・胆管合流異常症例登録個人票』（添付資料１）を郵送し、
該当症例があれば、各項目に記載後に返送してもらい、事務局で FileMaker を用いデータ管
理を行っている。なお、個人票への記載データは、通常診療内の診療情報から抽出するもの
であって本研究のための追加の検査は必要ない。さらに 2012 年からは、
『膵・胆管合流異常
症例・追跡調査票』
（添付資料 2）も同様に記載してもらい、登録症例の予後も調査する予
定である。
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9-3 研究方法
毎年の登録症例は、年齢、性別、臨床症状、手術術式、合併症の有無、胆管の形態異常
の有無（拡張、狭窄）
、膵管の形態異常の有無、合流異常の型、共通管の長さ、胆石および
胆管・胆嚢癌合併の有無等について統計処理を行い、毎年、日本膵・胆管合流異常研究会プ
ロシーディングスにてその詳細を発表している。
9-3 研究期間
1990 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日

10. 期待される利益および起こりうる危険等に関する事項
10-1 安全性に関する評価項目
調査データの管理はパスワード等を用いて厳密に行い、情報の漏洩に十分注意する。
10-2 研究対象者に生じる危険性と不利益に関する事項
登録データは連結可能匿名化（対応表なし）データで、個人情報の特定は不可能であ
り、研究対象者に不利益が生じる可能性はないと考える。
10-3 危険又は必然的に伴う不快な状態が起こりうる場合の当該研究に伴う補償の対応
該当なし
10-4 有害事象の評価
該当なし
10-5 有害事象が生じた場合の措置及び対応
該当なし

11. 統計解析
数値は平均値±標準偏差で表示し有意差検定は t 検定にて行う。

12. 同意の取得について
12-1 同意説明文書及び同意書の作成
登録症例ごとに同意書は取得せず、添付の情報公開文書を日本膵・胆管合流異常研究会
のホームページ（https://www.jspbm.jp/about.html）および院内にポスター掲示すること
により同意取得の代わりとする。
12-2 情報公開の内容
w

研究の意義及び目的

w

研究対象者として選定された理由

w

研究の方法

w

参加予定期間（個人の参加期間も含む）

w

参加予定の研究対象者数

w

予期される臨床上の利益及び危険性又は不利益に関する事項

w

研究への参加が任意であること

w

同意しない場合であっても何ら不利益を受けることはないこと

w

研究の実施に同意した場合でも随時これを撤回できること
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w

危険又は必然的に伴う不快な状態が起こりうる場合の，当該研究に伴う補償の対応

w

当該研究に係る資金源

w

個人情報の取扱い

w

研究対象者等からの開示の求めに対し開示できないことがあらかじめ想定される事
項がある場合の当該事項及び理由

w

研究結果の公表について

w

代諾者から同意をうける場合は，研究の重要性，必要不可欠性

w

第 3 者へ提供される個人情報の項目など

w

共同研究である場合は①共同研究であること，②共同して利用される個人情報の項
目，③共同して利用する者の範囲，④利用する者の利用目的及び⑤当該個人情報の管
理について責任を有する者の氏名

w

謝礼について

w

研究対象者の費用負担の有無に関すること

w

資料の保存及び使用方法並びに保存期間

w

研究終了後の資料の保存，利用又は廃棄の方法（他の研究への利用の可能性と予測さ
れる研究内容を含む）

w

研究責任者または研究者の氏名，職名及び連絡先

12-3 同意取得の時期と方法
該当なし
12-4 研究対象者からの同意が困難な場合の方法
同意の能力を欠く等の研究対象者を対象とする場合には，研究対象者の代諾者により
研究参加への中止が出来る旨を情報公開文書に記載している。
12-5 研究対象者の個人情報保護に関する事項
研究対象者を研究対象者識別コードで特定する等，研究対象者のプライバシーを保護
する。本研究の結果を公表する場合も同様に研究対象者のプライバシーを保護する。

13. 研究の変更
実施体制を含め，実施計画書等の内容を変更する場合には，変更箇所を本研究の承認を
得た倫理審査委員会へ文書で報告し承認を得た後に継続する。

14. 研究の終了又は中止・中断
研究責任者が本研究を終了または中止・中断した場合には，3 ヵ月以内にその旨とその
理由を文書で本研究の承認を得た倫理審査委員会へ報告する。

15. 記録等の保存
記録の保管責任者は島田光生とし，日本膵・胆管合流異常研究会事務局（徳島大学消化
器・移植外科医局）に本研究に係わる必須文書を 10 年間保存する。
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16. 公表に関する取り決め
本研究の未発表データ等の情報及び本研究の結果の一部又は全部を学会，雑誌等外部
に発表する場合には，研究責任者の責任のもと取り扱うこととする。

17. 研究の実施状況に関して
承認された研究は実施状況に関する調査票により 1 年毎に本研究の承認を得た倫理審
査委員会に報告することとする。
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