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1．はじめに

凍結療法は19世紀半ばより癌に対する治療として行われ
てきたが、1960年代にCooper 1）により液体窒素を用いた凍結
プローベが開発され、1980年代後半より臨床応用の成績が
報告されたが、当初はプローベが太く、体腔内臓器に対して
は腹腔鏡下および術中超音波ガイド下に凍結療法が実施さ
れていた。1989年にIsoda2）がMRIによって凍結域が無信号
に描出されることを報告し、1997年にはアルゴンガスを用い
た凍結治療器が開発され治療プローベも細径化されたため、
腹腔鏡下手技から経皮的手技へと凍結療法は移行していっ
た 3～5）。しかし、1990年代後半より経皮的ラジオ波凝固療法
（RFA）の良好な治療成績が報告されるようになり、本邦でも
肝腫瘍に対するRFAが保険収載されたことから凍結療法の
普及は進まず、肝臓以外の腎・肺・骨病変に対しても保険外
診療としてRFAが普及していった。そのような背景の中、東
京慈恵会医科大学附属柏病院および北海道大学にて施行さ

れた治験 6）を元に、2011年に小径腎癌に対する凍結療法が保
険収載され、RFAと同等の17-G（約1.5mm）相当の凍結治療
針を使用可能な凍結治療器も薬事承認された。当院には
2013年4月に凍結治療器が導入され、腎癌の他に肝・肺・有
痛性骨軟部病変に対しても凍結療法を積極的に施行してき
た。現在、国内では約10施設で凍結治療器が導入されている
が、腎癌以外の病変を治療している施設は少ない。本邦にお
いても、今後海外と同様に腎癌以外の疾患に凍結療法が普及
すると考えられるため、本稿では当院の「さまざまな疾患に
対する凍結療法」について報告する。

2．治療装置・治療針

当院で使用されている凍結治療装置は、CryoHit（Galil 

Medical社製／日立メディコ社販売）で、凍結針は症例に応じ
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図2：肝細胞癌症例
a：肝横隔膜下に2cm弱のMRI T2強調像（造影剤アレルギー

あり）にて高信号の結節を認める。RFAでは強い疼痛を生じ
ることが予測され、凍結療法を施行。

b、c、d：超音波ガイド、CT透視ガイド、X線透視ガイドを併
用して経肝的に肝病変へIceRod 3本を穿刺。計20分の凍
結で病変はアイスボールに取り囲まれている。治療時に疼
痛の訴えは無かった。

e：治療1週間後のMRIにて病変は治療域に完全に取り囲まれ
ている。その後、造影超音波にて無再発が確認されている。

て長軸方向に治療域が大きいIceRod（ニードルI）と治療域の
小さいIceSeed（ニードルS）を使い分けている。治療装置は
IVR-CT室に設置されているが、ガス供給用に配管されてい
るためIVR-CT室から持ち出すことはできない。

3．治療誘導画像

当院では、ほとんどの症例でCT透視ガイド下に治療を
行っている。導入当初はMRIと比較して凍結域（アイスボー
ル）の描出が不良であることが危惧されたが、実際の治療で
は腎臓・肝臓内のアイスボールは明瞭な低吸収域として描出
される。肺病変では充実部は凍結により低吸収化するが、周
囲の肺組織はCTでは浸潤・すりガラス性変化として描出さ
れる場合が多い。骨病変では溶骨した充実病変以外ではCT

で骨の凍結域を確認することはできない。CT透視ガイドは
MRIガイドと比べ空間・時間分解能が高いため、ミリ単位で
複数の治療針を適した位置に刺入することが可能となる。一
方でCT透視ガイド下凍結療法の被曝線量は、RFAなど他の
IVR治療より多い 7）との報告があり、原因としては複数治療
針の穿刺が必要なためと推察されている。被曝線量を減少さ
せるには、可能な限り超音波ガイド下穿刺を併用することが
必要であろう。

4．凍結・解凍サイクル

当院では、腎・肝・肺・転移性骨軟部病変に対しては、原則
10分凍結－5分自然解凍－10分凍結のサイクルで治療を行っ
ている。類骨骨腫に対しては、3分凍結－10分自然解凍－3分
凍結のサイクルで治療を行っている。また、病変の大きさや
作成されるアイスボール径、近接する血管の有無などによって
凍結・解凍時間を調整しており、肝病変の門脈近接例では肝
梗塞回避のために自然解凍時間を8～10分程度に延長する
場合もある。肺病変では3サイクルの凍結が有用との報告も
あるため症例に応じて3サイクル凍結を施行する場合もある。

5．各領域における凍結療法

（1）腎癌（図1）
近年、画像診断技術の発達により早期に腎癌が発見される

ようになってきているが、腎癌に対する標準治療は手術であ
り、腎機能温存目的に全摘術よりも部分切除術が多く施行さ
れるようになってきている。そのような背景下で、高齢者や
併存疾患を有する腎癌患者ではさらなる低侵襲治療である
凍結療法やRFAなどのIVR治療が選択される場合も増えて
きている。2011年に凍結療法が小径腎癌に対し保険収載さ
れたため、腎癌に対するIVR治療はさらに増加傾向にある。
当院では凍結治療器導入以前は腎癌に対するIVR治療はほ
とんど行われていなかったが、導入後は年間20例程度の凍
結療法が行われ、患者は増加傾向にある。治療適応として
は、4cm以下のT1a腎癌が最も多いが、4cmを超える腎癌で
あっても、治療針の追加（4本以上）や、カテーテルによる塞栓
術を追加することで制御可能な症例も存在する。

（2）肝悪性腫瘍（図2）
肝悪性腫瘍に対する凍結療法の歴史はRFAよりも古く、

1960年代より報告されている。しかし、治療針の細径化が進
まなかったことなどによりRFAよりも普及が遅れている。当
院では凍結治療器が導入されて以来、肝悪性腫瘍に対しても
凍結療法を積極的に実施してきた 8）。2014年11月までの約1

年半の期間で、計18症例、23個の肝悪性腫瘍を治療し、重
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図1：腎癌症例
a：右腎中極から下極にかけて、4.7cm大の造影腫瘤を認める。
b、c：人工腹水にて腸管を病変から離し、CT透視ガイド下に腎

病変へIceRod 4本を穿刺。計20分の凍結療法を施行。病
変はアイスボールに取り囲まれている。

d：治療6か月後の造影CTにて病変の造影効果は消失した。
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c d
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（4）転移性骨軟部腫瘍（図4）
転移性骨軟部腫瘍に対する凍結療法の主な目的は、病変に

より生じる疼痛の制御である。放射線治療やオピオイドを含
む鎮痛剤によっても制御できない疼痛を生じる病変が治療適
応となる。全身の骨軟部病変に治療可能であるが、治療域に
重要な神経構造が含まれる可能性がある場合には慎重な治
療が必要となる。また軟部病変では病変と皮膚が近接すると
治療後に凍傷を生じる可能性があるため、皮膚と病変の間に
生食を注入するなどして凍結が皮膚に及ばないように注意を
要する。骨軟部腫瘍に対するRFAでは多くの場合で治療時
に強い疼痛を来すため鎮痛処置が必須であるが、凍結療法で
は治療時の鎮痛処置はほとんどの場合で不要である。また、
神経構造が病変に近接する場合も神経症状を確認しながら
治療することが可能で、この点からもRFAよりも凍結療法が
本疾患には有用と考えられる。本治療のまとまった報告は少
ないが、Callstromらは有痛性骨軟部腫瘍69例への凍結療法
の前向き研究にて、疼痛スコアが治療前の7.1から治療後24

週で1.4に低下し、87％の患者で鎮痛薬を減量できたと報告
している11）。

（5）類骨骨腫（図5）
類骨骨腫は小児や若年成人の長管骨に好発する良性骨腫

瘍で、腫瘍本体は1.5～2cm以下のnidusと呼ばれる小病変
である。症状は局所の疼痛・腫脹であり、夜間に増強するこ
とが特徴とされる。鎮痛剤としてアスピリンが著効すること
も知られている。治療は従来、病変部の外科的切除が標準治
療とされてきたが、術中にnidusの正確な位置を同定するこ

篤な合併症を生じずに治療することが可能であった。経過観
察期間は1年未満が多いが、3.5cm以下の腫瘍では93％の症
例で完全凝固が得られている。また、カテーテルによる動注
塞栓化学療法を併用することで治療成績は向上した。肝細胞
癌および転移性肝腫瘍が主な適応疾患であり、特に肝表面や
横隔膜に近い病変はRFAと比較して治療時および治療後の
疼痛が少なく良い適応と考えられる。RFAと比較して穿刺
ルートに沿った出血が多いと考えられているが、当院では血
管造影用シースを切断し治療針に被覆して穿刺し、治療後に
必要に応じてシースよりゼラチンスポンジ細片を注入して経
路塞栓することで、治療を要する出血は経験していない。

（3）肺悪性腫瘍（図3）
肺悪性腫瘍に対する凍結療法は、国内では慶応義塾大学よ

り複数報告されている 9）。原発性（非小細胞性）・転移性肺癌
のどちらも適応となるが、手術、放射線治療、化学療法によ
る制御が困難な症例が現時点では適応となる。凍結療法で
は、RFAでは強い疼痛を来す胸膜近傍病変も疼痛無く治療
することができ、複数の治療針を使用することでRFAよりも
大きな病変を治療することが可能となる利点がある。また、
RFAでは治療困難となる、太い肺血管に近い中枢部病変も
安全に治療可能との報告もある。肺病変では凍結時のアイス
ボールは同定困難であるが、RFAと同様に腫瘤周囲の肺実
質の濃度上昇を凍結範囲と考えて治療マージンを確保する。
治療直後より凍結域はコンソリデーションとなるが、6か月～
1年の経過で索状構造へと変化する。合併症として、気胸が
多くの症例で生じるが、ドレナージを要する気胸は10％前後
とされる。局所制御率は1年で80％以上の報告が多い 10）。

図3：卵巣癌、肺転移症例
a：右肺下葉末梢に1cm大の増大傾向にある結節を認める。
b：肺病変へCT透視ガイド下にIceRod 2本を穿刺し、計20

分の凍結療法を施行。病変は凍結領域と考えられる濃度上
昇域に取り囲まれている。治療中に疼痛の訴えは無かった。

c：治療1か月後、凍結治療域は浸潤変化となっている。
d：治療8か月後、凍結治療域は縮小し索状変化となっている。

図4：甲状腺癌、骨転移
a：仙骨左側に4cm大の溶骨性骨転移病変を認め、同部に強い

疼痛を伴っていた。
b、c：仙骨病変へCT透視ガイド下にIceRod 2本で計30分間

の凍結療法を施行。溶骨性病変内のアイスボール形成はCT
にて同定される。治療後1週間で仙骨部の疼痛は著明に減
少した。
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とは困難であり、病変周囲の骨硬化部を含めて広く切除せざ
るをえない場合も多いため、欧米ではRFAが第一選択と
なっている。本邦でも類骨骨腫に対するRFAが普及しつつ
ある12）が、保険未承認のため治療を行っている施設は限定的
である。当院でも類骨骨腫に対しRFAを行ってきたが、凍結
治療器の導入に伴い臨床試験として類骨骨腫に対する凍結
療法を開始した。これまでに7例の凍結療法を行い経過は良
好である。QOL scoreを用いてRFAと凍結療法の比較も
行ったが、どちらの治療も治療1か月後に完全寛解しており
治療間に差は見られなかった。一方で、脊椎に生じた類骨骨
腫では凍結療法がRFAよりも、①局所麻酔下でも治療可能
な点（RFAは全身麻酔もしくは脊椎麻酔が必須）、②神経症
状を観察しながら治療可能で神経症状を生じた時点で凍結
を停止することができる点、で有利と考えられ、当院でも腰
椎に生じた類骨骨腫に対し局所麻酔下で凍結療法を行った
症例を経験している。

6．おわりに

経皮的凍結療法は海外では、腎・肝・肺・骨軟部・前立
腺・乳腺など、さまざまな腫瘍性病変に対し行われている。
当院では凍結治療器導入当初より、院内倫理委員会の承認を
得て、肝・肺・骨病変へ凍結療法を行ってきたが、RFAと比
べても有利な点が多く、特に疼痛を来しやすい部位の病変、
重要臓器と近接する病変、腫瘍長径が3cm以上の病変など
に対する治療ではRFAよりも凍結療法を第一選択としてい
る。今後、先進医療の拡大などにより腎癌以外の疾患へ凍結
療法が普及する可能性が高いが、本稿がその一助となれば幸
いである。
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図5：類骨骨腫症例
a：右大腿骨近位部に周囲骨硬化を伴う骨透亮病変を認め、同

部に疼痛を伴っていた。
b：骨シンチグラフィにて同部位に強い集積を認め、類骨骨腫

と診断される。
c：キルシュナー鋼線にて病変周囲の骨硬化部に骨孔を作成し、

病変へIceSeedを穿刺。3分凍結、10分解凍、3分凍結の
サイクルで凍結療法を施行。治療1か月後に疼痛は消失し、
治療1年後の現在まで疼痛再発は認められない。

a b c


