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Ⅰ　要 旨

1971年か ら1974年 までの4年 間 に,当 教室 で扱 っ

た胆道疾患を有す る患者の うち,術 前 に,膵 外分泌

機能検査(パ ンクレオザイ ミンセ クレチン試験)を施

行した56例を対象 として,胆 道疾患 に合併す る膵機

能障害の頻度 と,そ の特徴を検討 し,さ らに これ ら

の症例の うち,膵 外分泌機能検査 と内視鏡的膵胆管

造影をほぼ同時期 に施行 し得た52例 につ いて,胆 道

疾患に由来する膵管の形態異常 と膵外分泌機 能異常

の相関を検討 した.

その結果,次 のことが判 った.① パンクレオザイ

ミンセ クレチ ン試 験(以 下PSテ ス トと略す)で,異

常がみ られ るのは総胆管結石例53.3%,胆 嚢 結石例

30.8%で あるがPSテ ス トの年令 層 別生理値 とくら

べれば,そ れぞれ, 20%, 7.7%と な る.② 胆道疾患

の場合, PSテ ス トの正常値で判定 した場合,最 高重

炭酸塩濃度低下 が最 も高率にみ られ,次 いで重炭酸

塩総排出量低下,次 いで ア ミラーゼ総排 出量低下,

液量低下の順に出現す る.し か し年令層別生理値で

判定 した場合, PSテ ス トの4因 子は,ほ ぼ同頻度の

低下を示す.③ 膵 管像 とPSテ ス ト所見の一致率は

68%で あった.膵 管像異常例 のなかには, PSテ ス ト

正常,異 常 ともにあるが,膵 管像正常例 は全てPSテ

ス ト正常であ る.④ 胆 道疾 患例でPSテ ス ト異常の

ある膵管異常像 の主体 は,主 膵管の拡張で,そ れに

辺縁不整,径 不整 が加 わった ものが多い.⑤ 従 って

第1編 とあわせ考 えると,胆 道疾患 に合併す る膵障

害の発生機構 としては,胆 道疾患→乳頭部通過障害

(乳頭炎)→ 膵液流出障害→膵管拡張,膵 管炎→膵実

質障害 の経路が主体 となってい ると考 えられ る.

Ⅱ　緒 言

第1編 において論 じた ごとく,胆 道 疾患に膵 障害

が合併す るこ とはよ く知 られて お り,胆 道 疾患の手

術 に際 して,術 前 にこれ ら膵障害の合併の有無,お

よびその病態 を明 らか にしてお くことは,手 術方針

の決定,術 後管理の上 か ら極 めて重 要な問題 であ る.

第1編 では,内 視鏡的膵胆管造影法(Endoscopic

 Retrograde Cholangiopancreatography以 下ER

CPと 略す).を 用いて,胆道疾患に合併 す る膵 障害 を

形態的な面よ り検討 し,膵 管の形態 異常 の出現頻度

および,そ の特徴を明 らかにした.

本論文の 目的は,さ らにひ き続いて,胆 道 疾患に

合併す る膵障害 を機能 的な面 よ り検討 し,そ の機能

異常の 出現頻度 と特徴 を明 らか にす るとと もに,形

態異常 と機能異常の相関を比較検討す ることである.

胆道疾患 に見 られ る膵 外分泌機能異常 につ いて は,

既 に,板 垣 ら1),玉沢 ら2),中村3)らの報告が あるが,そ

の詳細 につ いて はなお異論 もあ り,膵 管の形態的異

常 との比較検討 につ いての論文 は,い まだ ほとん ど

み られない.

Ⅲ　対 象および方法

岡山大学第2内 科教室で, 1971年 か ら, 1974年 の

4年 間に扱 った胆道疾患 を有す る患者の うち,術 前

に膵外分 泌機能 検査(パ ンクレオザイ ミンセクレチ ン

試験)を 施行 した56例,お よび,ほ ぼ同時期 に膵外分
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泌機能検査 とERCPを 施行 し,各 々の成績 の比較検

討が可能 な症例52例 を選 び出 し,対 象 とした.

その内訳 は,胆 嚢結石26例,総 胆管結石30例 よ り

な る.

ERCP施 行 法の詳細 は,第1編 に述 べた通 りで あ

る.

膵外分泌機能検査は表1の ごとくDreilingのDo

uble lumen tubeを 用 いて,パ ンクレオザイ ミンセ

クレチ ン試験(以 下PSテ ス トと略す)を 施行 した.

表1.　 Pancreozymin-secretin testの 手 技

判定 に使用 した因子 は,液 量,最 高重炭酸塩濃度,

重炭酸塩総排出量およびア ミラーゼ総排出量 の4因

子 である.液 量,重 炭 酸塩総排出量,ア ミラーゼ総

排出量 については,絶 対量の みな らず,体 重1kg当

りの量 も算出 し,それ らいずれかが異常 を示す場合,

その因子 は異常 として扱った.

膵管造影像4) (ERP像 と略す), PSテ ス ト5)ともに

当教室で定めた正常値および年令層別生理値 を基準

に して異常の有無 を判定 した.(表2,表3)

表2.　内視鏡的膵管造影像における主膵管径の正常値と年令層別生理値
(単 位: mm. mean±SD)

表3.　 PSテ ス トの年令層別生理値 (正常値 は21～40才 の群 とす る)

Ⅳ　 成 績

1) 総胆管結石(30例)の 膵外分泌機能

PSテ ス トの異常 出現頻度 を因子別 にみた結果 が

表4で ある.最 高重炭 酸塩濃度 の低下が最 も高頻度

に認 め られ(16例, 53.3%),次 いで多いのが重炭酸

塩総排 出量 の低下で(8例, 26.7%),液 量 およびア

ミラーゼ総排 出量の低下がそれぞれ, 5例, 16.7%

とこれに次 ぐ.

全体 として,何 れかの因子 の低下 を, 16例, 53.3

%に 認 めた.ま た,表4に 示 す ごとく,異 常高値 を

示す例 も僅か ではあるが存在 する.(2例, 6.7%)

異常値 を示す もの を因子群 別に整理 したのが表5

であ る. 1因 子低下 を示す ものは,全 例最高重炭酸

塩濃度 のみの低下で, 8例, 26.7%で ある. 2因 子

低下 を示す ものは2例, 6.7%で,い ず れ も,最 高重

炭酸塩 濃度 の低下 と重炭 酸塩総排 出量の低下 とい う

組合 わせであ った. 3因 子低 下は, 2例, 6.7%, 4

因子低 下は, 4例, 13.3%で,い ず れの場合 も,最

高重炭 酸塩濃度 の低下 と重炭 酸塩総排出量の低下が

中心 とな り,そ れに液量の低 下か,ア ミラーゼ総排

出量 の低下,ま たはその両 者が加 わった ものであっ

た.

著者 らが,決 めた正常値 と比較 して判定 した場合,

この ように総胆管結石例の約半数 に,膵 外分泌機能

の低下 が認 め られたことになるが,総 胆管結石 が高

令者 に多い
,と い うこ とを考慮す ると,こ の低下 は

必ず しも胆道疾患 の影響の みで はな く,加 令 による
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膵外分泌機能低 下 も同時 に含 まれてい る可能性があ

る.そ こで,総 胆管結石が存 在す るために,起 って

きたと思 われ る膵外分泌機能 障害 を検討す るために

は,各 症例の属す る年令層 における健常者の値 と比

較する必要があ ると考 えられ る.そ れ を検討 した結

果は表6の ごとくで,異 常低下 を示す症例は,最 高

重炭酸塩濃度 につ いては, 4例13.3%と 減少 してい

る.ア ミラーゼ総排出量の低下 が, 4例13.3%,液

量の低下が, 3例, 10%に 認 め られ る.

表4.　総胆管結石(30例)に おけるPSテ ス ト異常 出現頻度(因 子別)-正 常値 との比較- 数字 は例数,()内 は%

表5.　総胆管結石(30例)に お けるPSテ ス ト異常出現 頻度(因子群 別)
A:液 量 B:最 高重炭酸塩濃度 C:重 炭酸塩総排出量 D:ア ミラーゼ総排出量

正常値 に比べ て上昇 しで い るもの2例(6.7%) (A/kgが1例, A/kg+Dが1例)

年令層別生理値 に比べて上昇 してい る もの5例(16.7%) (Aが3例, A+B+D+D/kgが2例)

表6.　 総胆管結石(30例)に おけるPSテ ス ト異常 出現頻度(因 子別)-年 令層別生理値 との比較-

数字 は例数 と()内 は%

全体 として,い ずれかの因子 に異常 低下を認 めた

のは, 6例, 20%で あ った.そ れ を因子群別 に整理

したのが,表5で, 1因 子低下1例, 2因 子低下2

例, 3因 子低下2例, 4因 子低下1例 であった.

一方,異 常高値を示す例数 は,逆 に16.7%と 増加

し,そ の主 たる ものは液量の増加であ る.

2). 胆嚢結石例(26例)の 膵 外分泌機能

胆嚢結石例 におけるPSテ ス トの異 常 出現頻度 を

因子別 にみた結果が表7で ある.

最高重炭酸塩濃度の低 下が,最 も高 頻度 に認 め ら

れ る(7例, 26.9%).次 いで液量の低 下および重炭

酸塩総排 出量 の低下が,ほ ぼ同頻度(3例, 12%)に

み られ る,全体 として,何 れかの因子 の低下 を7例,

 26.9%に 認 めたが,総 胆 管結石例に比較す ると膵外

分泌機能低下 は,は るかに少 く, 5%の 危 険率で有

意 の差 を認 める.一 方,異 常高値 を示す症例 は,認

め られ なか った.

これ を,因 子群別にま とめたのが表8で あ る, 1

因子低下 を示すのは6例,そ の うち5例 が重炭酸塩

濃度の低下で あ り, 1例 のみが液量低 下であ る. 2

因子低下 を示す ものは1例, 3因 子 低下 を示す もの

は1例 で あ り,い ずれ も最高重炭 酸塩 濃度低下が中

心 とな り,そ れに液量低下,重 炭酸塩総排 出量低下
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が加 わった ものであ る.

また,総 胆管結右例 の項 目で述べた と同様 の理由

で,年 令層別生理値 と比較 した場合,表9の ごとく

で,最 高重炭酸塩濃度 の低下 および重炭 酸塩総排出

量 の低下が2例, 7.7%,全 体 としてみて も, 26例 中

2例, 7.7%と 膵 外分泌機能の低下を示 す例が少 くな

る.こ れ を因子群 別にまとめたのが表8で ある. 1

因子 のみの低下例 はな く, 2因 子低下 を示す ものが

2例, 7.7%に み られ,そ のいずれ も最高重炭 酸塩濃

度低下 と重炭 酸塩総排 出量低下であ る. 3因 子低下

および4因 子低 下例 はみ られ ない.

表7.　 胆嚢結石(26例)に おけ るPSテ ス ト異常 出現頻度(因子別)-正 常値 との比較- 数字 は例数 と()内 は%

表8.　 胆嚢結石(26例)に お けるPSテ ス ト異常 出現頻度(因 子群別)
A:液 量 B:最 高 重炭酸塩 濃度 C:重 炭酸塩総排 出量 D:ア ミラーゼ総排 出量

正常値 に比べ た上昇 した もの0例,年 令層別生理値 に比べ て上 昇 した もの3例(11.5%) (Aが2例, A+Dが1例)

表9.　 胆嚢結石(26例)に お けるPSテ ス ト異常出現頻度(因 子別)年 令層 別生理値 との比較
数字は例数()内 は%

正常値で判定 した場 合 と同様,胆 嚢結石例 は,総

胆管結石例 とくらべて膵外分泌機能の低下 を示 す症

例 がす くなく10%以 下 の危険率 で有意の差を認め ら

れ る.

一方,異 常高 値 を示 ず症例 は,年 令層別生理値 と

比較 した場合, 3例, 11.5%に 認 め られ,そ の内訳

は,液 量増加 を示す ものが2例 で,液 量お よびアミ

ラーゼ総 排出量 の2因 子が高値 を示す ものが1例,

 3.8%認 め られた.

3) 総胆管結石例お よび胆嚢結石例 にお ける膵管像

影異常像 と膵外分泌機能異常 の関係

膵管造影異常像 と膵 外分泌機能低下の関係 をみた

のが表10, 11で ある.

両者共 に正常 な症例 が12例 あった. ERP像 正常で

PSテ ス ト異 常低 下 を示す症 例 はなか ったが,逆 に

PSテ ス ト正常 であ りなが らERP像 異常 を示 す もの

はか な りみ られ,拡 張 お よ び辺 縁 不 整 を そ れぞ れ10

例, 19.2%に,径 不 整 を5例, 9.6%に,蛇 行 を3例,

 5.8%に 認 め た.

一 方PSテ ス ト異 常 で 最 もよ くみ られ るERP異 常

像 は,辺 縁 不 整 で19例, 36.5%に,つ い で 拡張 を16
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例, 30.8%に,径 不整 を11例, 21.2%に,蛇 行 を4

例, 7.7%に 認めた.

立場 をかえて, ERP異 常像 を認めた場合 にPSテ

ス ト異常低下がみ られ る頻度 を検討す ると,径 不整

の場合16例 中11例(68.8%)に,辺 縁不整の場合29例

中19例(65.5%)に,拡 張 の場合26例 中16例(61.5%)

に,蛇 行の場合7例 中4例(57.1%)にPSテ ス トの

低下を認める.さ らに中等度以上の異常 に限 ってみ

ると,主 膵管の径不整 の場合12例 中9例(75%)に,

辺縁不整の場合12例 中9例(75%)に,拡 張の場合13

例中9例(69.2%)に,蛇 行の場合6例 中4例(66.7%)

にPSテ ス トの低 下が認 め られ る.

しか し, ERP異 常像 とPSテ ス ト異常低下の程度

の相関をみると各段階 にわた っては必ず しも良い相

関は,み られなか った.

ERP異 常像の各項 目と, PSテ ス トの各因子の相

関をみると,膵管の拡張および辺縁不整 と,最高重炭

酸塩濃度の低下の間に,最 も密接な相関が み られた.

表10.　胆道疾患におけるERP像 とPSテ ス トの関係 52例,数 字は例数,軽 度異常+,中 等度以上異常〓

Ⅴ　考 察

胆道疾患 と膵疾患の関係は,古 くか ら剖検例,手

術時の組織 像, PSテ ス トな どによ って検討 されて

お り6)7)8)9)10)11)12),胆道疾患 にしばしば膵障害が合 併する

ということでは意 見が一致 してい るが,そ の発生頻

度や病態 に関す る見解 については,多 様の報告がみ

られ る.

表11.　 胆 道 疾 愚 に お け るERP像 とPSテ ス トの 関係

(表10の 主膵 管の項 目のみをま とめた もの)

52例,数 字 は例数,軽 度異常+,中 等度異常 〓

そこで今回,著 者 は,胆 道疾 患 と膵障害 の関係 を

特 に胆道結石例 に しぼって, PSテ ス トおよ びERP

像 を用いて検討 したわ けであ る.

PSテ ス トによ り,膵 外 分 泌能 低下 とい う面か ら

みると,総 胆 管結石例53.3%,胆 嚢結 石例30.8%と

極 めて高 率に膵 外分泌機能低下 がみ られた.

中村 ら3)は,総胆管結石 で60%,胆 嚢結石 で38%に

何 らかのPSテ ス ト異常 がみ られたと報告し,早川13)

らは,そ れぞれ40%, 32%にPSテ ス ト異常 がみ ら

れた と報告 してい る.

しか し,加 令によ る機能低下 を除外す るために,

年令層別生理値で判定す ると,異 常低下症例 は,総

胆管結石例で20%,胆 嚢結石例 で7.7%,全 体 と して

15.4%と な り,さ らに,日 本膵臓病研究会 の慢性膵
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炎の診断基準13)にあてはまるような高度の膵機能障

害 を示す症例 とな ると,総 胆管結石例で14.3%,胆

嚢結石例で0%で 全体 として7.7%と 少 い もので あ

ることが判 る.従 って胆道疾患 と膵障害の関係 を論

ず るにあた っては,対 象 の年令,飲 酒歴,対 象疾患

の内訳,膵 障害 の判定基準 に対す る配慮が極 めて重

要 とな って くるのであ る.

総胆管結石例 と胆 嚢 結石例 の比較では,春 日井15)

らの報告の ごとく,胆 嚢結石例 に膵 障害 が高率 にみ

られ るとい う報告 もあるが,多 くは,著 者 の成績の

ごとく,総 胆 管結石例 に高率 に認め られ るとしてい

る3)13)16).さらに,著 者の検討 によると,胆 嚢結石例に

おいて は,総 胆 管結石例 に くらべて膵 外分必機能異

常の頻度が低いのみな らず,程 度 も軽い.こ の結果

は,第1編 で述 べた,「ERP異 常像は総胆管結石例

の方が胆嚢結石例 よ り高頻度 にみ られ,し か も程度

が高 い」 とい う結果 と照 し合せて興味深い.

次 に,胆 道結石 に認 め られ る膵外分泌機能低下の

パ ターンをみ ると,総 胆管結石例では,正 常値 と比

較すれ ば最高重炭 酸塩 濃度低下が 最 も高率 にみ られ

次いで重炭酸塩排出量,次 いでア ミラーゼ総排出量,

液量の順 とな るが これは中村3)ら と一致す る.ま た,

建部17)らの慢性膵 炎43例 の膵機能の検討の結果 とも

ほぼ同様のパ ターンを示 して いるが,河 合18)らは胆

石症38例 において, PSテ ス トで最高重炭酸塩濃度,

ア ミラーゼ総排出量は低下す るが液量 はほ とん ど低

下 しないと報告 してい る.

一方
,著 者の症例を生理値 と比較すれば, 4因 子

ともほぼ同様の低下率である ことが判 る.

胆嚢結石例で は正常値 と比較すれ ば,総 胆 管結石

例 と同様 のパ ターンを示すが,総 胆管結石例 にくら

べ異常 の出現頻度がは るかに低率 である.年 令層別

生理値 で判定 した場合,最 高重炭酸塩濃度低 下およ

び重炭酸塩総排出量低 下のみがみ られ,他 の因子 に

低 下をみない.こ れは加令 と共 に最高重炭酸塩濃度

が低下 し易 いという事実,胆 嚢結石例 よ りも総胆管

結石例 に高令者が多い とい う事実 による ものであ る

このよ うに,総 胆管結石例 においては,年 令層別

生理値 で判定 した場合は,膵 外分泌機能低下 におい

ては4因 子 ともほ とん ど同率に低下 を示 し,そ の中

で最高重炭酸塩濃度低 下がわずか高率 に出現す ると

い う結果 とな る.

また文献的 には,胆 道疾患 についての膵外分泌機

能 とERP像 との関 係 を検討 した ものはみ られない

が,藤 田 ら19)は,手 術 で確診 を得た慢 性膵 炎におい

て, PSテ ス ト異 常例 に, 100% ERP異 常像 をみと

め, PSテ ス ト正常例 には, 60%にERP異 常像をみ

とめた と報告 してお り,著 者の胆道疾患例 における

PSテ ストとERP像 との関係 と類似 した結果である

馬場 ら20)は臨 床 的慢 性膵 疾患疑症例 につ いて, PS

テス ト正常17例 中, ERP像 正常8例,境 界域3例,

異常6例 であ ったと報告 し,神 津 ら21)は,膵 石症,

慢性膵 炎,悪 性腫瘍,そ の他の症例 につ いて, PSテ

ス ト正 常例 のほとん ど(96%)は 正 常なERP像 を示

し, PSテ ス ト異常例で もその半 数 以上(67%)は 正

常 なERP像 を示 し, 33%がERP異 常像 を示す.一

方, ERP像 異常症例 では大半(87%)はPSテ ス ト異

常 を示 し, ERP像 正常例 に もPSテ ス ト異常例が37

%あ った と報告 して いる.

以上 の著者 の検討か ら,胆 道疾患 に合併 する膵 障

害 の成 り立 ちを考察すれば,ま ず膵管系に変化が起

り,そ れが進行 して, ERP像 で異常所見 として認識

され る程度 になると膵実質 に も障害がおよんで,膵

外分泌機能障害 として認め られるよ うにな るものと

考え られる.し か しその過程 で膵管異常 と実質障害

の進行程度 は,必 ず しも平行 して現 われて来 るとは

限 らない と考 えられ る.こ れ は, ERP像 の所見が中

等度以上 の異常 を認 め られ る症例 ではPSテ ス トの

異常 の程 度が強い症例 が多いが,な かにはPSテ ス

ト正常例 も少数 ではあるが存在す る反面,軽 度の主

膵 管の辺縁不整,径 不整 で もすで にPSテ ス ト異常

がみ られ るとい う結果か ら推察 され る.

そ して膵 管系の変化 は,第1編 で述べ た ごとく,

 ERP像 の所 見 としては,主 膵管 の拡張,辺 縁不整,

径不整 とい った形で出現 し,乳 頭膨大部 の障害 を介

して起 って来 ると考 えられ るので ある.

次 に膵 管系 の異常の項 目とPSテ ス トの異常の相

関 につ いて,中 村 ら22)はPSテ ス ト異常 は主 膵管の

拡張 よ りも,内 縁の不整,中 断が重要で あると報告

してお りその他 に もPSテ ス トと主 膵 管拡張,辺 縁

不整,径 不整 とは関係深 い という報告 があ るが,

著者の検討 の結果で は,各 項目間に大差 はな く,主

膵管 の拡張,辺 縁不整,径 不整 ともに,中 等度以上

の異常 が認 め られれ ば, 70～75%の 確率 で膵外分泌

機能障害 の存在 が予想 出来 ることが判 った.

以上,第1編,第2編 を総括す ると,胆 石症 にお

ける合併膵 障害 の成 り立 ちは,胆 道疾患→ 乳頭部通

過障害(乳 頭炎)→ 膵液流出障害→ 膵管拡張,膵 管炎

→膵実 質障害 の ごときもの と考 え られ る.し たがっ

て胆道 結石 の治療 としては,結 石 の摘 出のみでな く



胆道疾患 におけ る膵 障害 に関す る研究　 455

乳頭膨大部の胆汁 および膵液 の流出障害の有無 に注

意 し,そ れが存在す る症例 では,そ の障害 に対す る

治療 も重要であると思 われる.

Ⅵ　総 括

1971年か ら1974年 までの4年 間 に当教室で扱 った

胆道疾患を有す る患 者の うち,術 前 にPSテ ス トを

施行 した56例 を選 び出 し,ま たほぼ同時期 にERCP

をも施行 した52例 を選 び出 し,胆 道疾患に由来す る

膵管の形態的異常 と膵外分泌異常の相関 を検討 した

1) PSテ ス ト異 常低 下 を示 すのは,正 常値 と比較

すれば総胆管結石例で, 53.3%,胆 嚢結石例 で30.8

%で あるが,年 令 的生理値 と比較すれ ばそれぞれ20

%, 7.7%で ある.

2) 胆道疾患の場 合, PSテ ス トの正常 値 で判定す

ると,最 高重炭 酸塩濃度低下が最 も高率 にみ られ,

次いで重炭酸塩総排 出量低下,次 いでア ミラーゼ総

排出量低下,液 量低下の順に出現す る.し か し年令

層別生理値で判定 するとPSテ ス トの4因 子は,ほ

ぼ同頻度 の低下 を示す.

3) 胆道疾患例では, PSテ ス トの異常例 のERP像

の所見 は,主 膵管の拡張,辺 縁不整,径 不整が中心

となる.

4) 胆道結石 にお ける合併膵障害の成 り立 ちは,胆

道疾患→乳頭部通過障害(乳 頭 炎)→膵 液流出障害→

膵管拡張,膵 管炎→膵実質障害 と考 えられ る.

5) 胆道結石の治療 としては,結 石の摘出のみでな

く,乳 頭膨大部の胆汁および膵液 の流出障害 の有無

に注意 し,そ れが存在すれば,そ の障害 に対 す る治

療 も重要 である.

稿 を終 えるにのぞみ,御 指導,御 校閲を賜 った恩

師平木潔教授,原 田英雄講師 に深謝致 します.ま た

御協力 を賜 った研究室各位 に深謝致 します.

(本論文の要 旨は,第59回 日本消化 器病学会総会

(1973,鹿 児島)に て発表 した.)
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Studies on chronic pancreatopathy

 associated with diseases of the biliary tract

Part Ⅱ

Studies on exocrine function and it's corelation 

with endoscopic retrograde pancreatograms.

by

Masayoshi MANDAI

Second Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi HIRAKI)

This report is concerned with studies on exocrine function and it's corelation with endo
scopic retrograde cholangiopancreatography in cases of choledocholithiasis and cholelithiasis. 
Following are the results obtained.
1) Pancreozymin-Secretin test showed a decrease of exocrine function, in 53.3 percent of 
choledocholithiasis and in 26.9 percent of cholelithiasis. However, when the results were 
evaluated by physiological values of individual patient's age group, the corrected incidence 
was 20 percent and7.7 percent respectively.
2) Most frequently observed abnormality was a decrease in maximal bicarbonate concent
ration. However, when the results were evaluated by physiological values of individual patient's 
age group, incidence of a decrease was similar in four factors; volume, maximal bicarbonate 
concentration, total bicarbonate out put, and total amylase out put.
3) No abnormality of exocrine function test was observed in cases with normal ERCP, whereas 
abnormal ERCP does not necessarily indicate a normal exocrine function. Decrease in exocrine 
function is expected in 70 to 75 percent of cases with moderate to marked dilation and irregu
larity of the margin and diameter of the pancreatic duct.
4) Results of the present and the previous report indicate the following process as the most 
likely pathogenesis of chronic pancreatopathy associated with diseases of the biliary tract;

 diseases of the biliary tract→ abnormality of the Vaterian pancreatic and bile duct→ obst

ruction of outflow of pancreatic juice→ dilatation and other abnormalities of the pancreatic

 duct→ chronic pancreatopathy.

5) In conclusion, diagnoses and treatment of cholelithiasis and choledocholithiasis can be 

satisfactory only with concomitant evaluation and treatment of abnormalities of the Vaterian 
bile and pancreatic duct and the pancreas.


