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1．はじめに

Hydrodissectionという用語は1980年代から白内障手術
時の水晶体内容を除去する手技として広く使用されており、
文字通り水晶体嚢と内容との間を液体で解離させる手技で、
現在の多くの白内障手術には必須の手技である。一方腫瘍の
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Hydrodissectionは液体を注入する手技で、さまざまな経皮的インターベンションに用いられている。腎は、周囲に大腸などさ
まざまな臓器が隣接し、アブレーション治療時にはその損傷に気を配る必要がある。Hydrodissectionを行うことにより、アブ
レーションのみならず穿刺そのものも安全に行うことが可能となり、その治療適応が拡大している。本稿では腎腫瘍に対する凍結
治療時のHydrodissectionの実際を、具体例を提示しながらちょっとしたコツを含めて紹介する。

Hydrodissection is a fluid-injecting technique which displaces an adjacent organ away from the target lesion, and 

applies to various percutaneous interventional techniques.  Various organs are adjacent to kidney, therefore, hydrodissec-

tion is useful not only to perform cryoablation safely but to place the needle safely.  In this article, we present hydrodissec-

tion technique for cryoablation of renal tumor.
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アブレーション治療をする者にとってのHydrodissectionは
標的部位と隣接する臓器との間に液体を注入し、距離を取っ
て臓器損傷を防ぐことを指す（図1）。腎腫瘍のアブレーション
治療においてこの手技を初めて報告したのはFarrellら 1）で、
“Paranephric water instillation”という用語を用いている。
この領域でHydrodissectionの用語を初めて用いたのはGer-

vaisら 2）であり、その後注入する物質もさまざまではあるが、
腎腫瘍のアブレーション治療において無くてはならない手技
となってきている。

2．注入する液体と穿刺針

さて、腎の凍結治療において、注入する物質には生理的食
塩水 1）が最も多い。ラジオ波治療では5％デキストロース 3）な
どが用いられることがあったが、この理由としてラジオ波治
療において生理食塩水内のイオンの存在が潜在的な通電性
につながり熱損傷のリスクを増幅するからと言われている。
しかし凍結治療においては純粋に物理的な距離を取ることで

図1：Hydrodissectionのシェーマ
Aでは腫瘍を囲む凍結域に消化管が含まれ、損傷を来すが、Bでは
Hydrodissectionにより大腸が腫瘍と離れ、損傷を免れる。
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臓器損傷を予防するのでイオンによる通電性は問題とならな
い。CO2を注入する方法もあるが、これは液体ではないので
厳密にはHydrodissectionではなくPneumodissection4）とな
る。ヨード造影剤を加えて液体の濃度を上昇させる方法もあ
る。これは生理食塩水などの液体では臓器との濃度差が小さ
く境界が不鮮明になるためである。300mgI/mlのヨード造影
剤であれば2～4％に希釈して用いると注入した液体を視認
しやすくなり有用である。Campbellらはさまざまな濃度の造
影剤を検討し、CT値やコントラストの面で2％が最適である
と報告している 5）。穿刺に用いる針は局所麻酔用の23Gカテ
ラン針や長さが必要な場合は21GのChiba針や18Gの長いカ
ニューラ針などを用いる。

3．実際の症例

実際例を提示する。まず腎の凍結治療においてHydrodis-

sectionを必要とする隣接臓器の大部分は大腸である。大腸
は壁が薄く、血流も小腸などに比べて少なく損傷しやすいの
で、腎のアブレーション治療による隣接臓器損傷の報告が散
見される 6）7）。まずGalil Medical社製の凍結用プローブ（Ice-

Rod/Ice-Seed）を計画どおりに腫瘍に刺入する。次いで
Hydrodissection用の穿刺針を腫瘍と大腸の間に進め、生理
食塩水で2～4％に希釈した造影剤を注入する。十分距離が
取れたのを確認したのち凍結を開始する。凍結中アイスボー
ルがCT上で低吸収域として描出されるため大腸が含まれな
いことを確認しながら治療を完遂する（図2）。そのほかには小
腸（図3）、十二指腸（図4）、膵臓（図5）などが挙げられる。ま
れではあるが尿管に対してもHydrodissectionを行うことが
ある（図3）。

図3：小腸近傍症例
aでは腫瘍（ ）は腹側で小腸に接し、内側で尿管（矢頭）に近接
しているが、bでは尿管との間に、cでは腎越しに針を穿刺注入
し、液体（H）により腫瘍が小腸と尿管から離れている。dでは小
腸、尿管ともアイスボールに含まれていない。
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図5：膵臓近傍症例
aでは高吸収の腎癌と膵（P）が近接しているが、bでは液体を注
入し（H）膵との間が離れている。
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図2：大腸近傍症例
aでは治療前には腫瘍（ ）
と大腸（C）が近接している
が、bでは注入された液体
（H）により大腸が離れ、cで
アイスボール（矢頭）に含ま
れていない。
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図4：十二指腸近傍症例
aでは腫瘍（ ）と近接し
ているが、bでは腫瘍越
しに十二指腸（D）との間
に針を進め、液体を注入
し、cでは注入した液体
（H）により十二指腸との
間が離れている。
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5．Tips

腎腹側の腫瘍に対して液体注入する場合、1回の穿刺で有
効な部位に針先を誘導できないことがある。この場合は1回
目の穿刺を安全に行い、液体を注入して針の穿刺ルートを確
保し、2回目に目的の部位に針先を進めて注入すると有効な
ことがある。またこういった場合、どうしても穿刺ルートがな
い場合には腎臓を経由したり（図3）、場合によっては腎癌自
体を経由して穿刺することもある（図4）。ただし、この場合は
塞栓術を先行させたり、経由したルート自体も凍結域に含め
るなどして穿刺に伴う合併症を防止する対策も必要である。
また、われわれはHydrodissectionをすべての凍結用プロー
ブを刺入したのちに行うことにしている。これはプローブの
穿刺により腫瘍と周囲臓器との位置関係が変化することがあ
るのと、液体注入によって腎が浮遊したような状態になり穿
刺が困難となることを避けるためである。

6．Hydrodissectionのこれから

Hydrodissectionの概念は従来穿刺不可能と思われていた
部位への穿刺を可能とし、凍結治療に不向きと言われていた
腎腹側の腫瘍に対しても適応を大きく広げることとなった。
また、この手技はさまざまな臓器に対するアブレーション治
療で行われ、生検においても安全な穿刺ルート確保のために
行うことが報告されている8）9）。
ここまで、CTガイドでの紹介を行ってきたが、近年MRIガ
イド下でのHydrodissectionの報告も見られるようになって
きている 10）。われわれも日立メディコ社製高磁場オープン型
MRI「OASIS※」を用いた凍結治療の準備を進めており、MRI

対応Chiba針を用いてHydrodissectionを行う予定である。

※ OASISは株式会社日立メディコの登録商標です。

4．実施における注意点

実施するにあたりわれわれの経験から注意点をいくつか挙
げる。まずはじめに液体を注入する時なるべく空気を混入さ
せないことがある。これはbubble状の空気が後腹膜に混入す
ると一見大腸に見えることがあるからである（図6）。大腸との
距離を取るために行う手技で大腸を見失うことは致命的であ
るため、簡単ではあるが重要なことと考える。次に腎癌が上
下極に位置している場合には消化管はその上下に回りこむ可
能性があることである。腫瘍の見えるレベルの横断面では大
腸と十分離れているようでも、上下の大腸と近い場合がある
ので注意が必要である。これには凍結開始前にCTを撮像し、
矢状断や冠状断再構成を行い十分に評価、確認することが必
要である（図7）。最後に液体を注入する針が腫瘍に近接して
いる場合である。一般に腎に近いほど注入した液体は有効に
隣接臓器との距離を離してくれる。しかし後腹膜に注入した
液体は時間の経過とともに上下のスペースが広がり隣接臓器
が近づいてくる。この場合は液体の注入を追加して対応する
が、針が腫瘍に近い場合、針内の液体が凍結し注入できなく
なることがあるので注意が必要である。対策としてはアイス
ボールが及ばない部位にもう1本針を追加して追加注入でき
るようにする（図8）。

図8：液体を注入する針が腫瘍に近接している場合
大腸（C）を離すために1本目の針（矢頭）を腫瘍の近くに穿刺し
て液体を注入し（a）、アイスボールの及ばない部位に2本目（ ）
の針を追加してHydrodissectionを行った（b）。
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図6：空気混入例
a、bともにHydrodissectionとともに注入された空気（ ）が
一見大腸に見えることがある。
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図7：矢状断や冠状断再構成での評価、確認
aでは左腎下極に腫瘍があり小腸と隣接している。bはHydrodis-
section後のCTの冠状断再構成像で、腫瘍と消化管との間に液
体（H）が注入され、アイスボールと離れている。
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