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A B S TR AC T
経皮的凍結治療は固形癌に対する有効な治療方法であり、ほかの方法では治療困難な骨軟部腫瘍に対しても、その有用性が報告されている。
当院では、2019 年 2 月より骨軟部腫瘍に対する凍結治療を開始した。
本稿では、当院においてどのように骨軟部腫瘍に対する凍結治療を進めているか紹介する。
また、本治療の成績について、文献的考察を交えて報告する。
Percutaneous cryoablation is a useful therapeutic option for the treatment of solid tumors in various organs including
bone and soft tissue. From February 2019, percutaneous cryoablation has become available in our institution. We herein
describe our experiences to treat of bone and soft tissue tumors using percutaneous cryoablation. In addition, recent
research results of this treatment are introduced.
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はじめに

例（Palliative-intent）に大別される。治療の目的によって方法
やエンドポイントが異なるため、個々の症例に応じて治療適

凍結治療は、病変に凍結針を直接刺入して急速に冷却・解

応や方法を十分に検討する必要がある。当院では、定期的に

凍させて壊死させる治療法で、本邦では小径腎癌に対する治

放射線科医と整形外科医を中心とした骨軟部腫瘍カンファレ

療法として保険認可されている。経皮的凍結治療は局所麻酔

ンスを行っている。そして、凍結治療を行うかどうかの判断

下に施行可能であり、術中の仏痛はほとんどなく、アイスボー

は全例、整形外科医、放射線治療医、および IVR 医のコンセ

ルが CT や MRI で明瞭に描出されるため安全かつ確実な治療

ンサスにより決めている。実際に治療方針が決まった後も、

が施行可能といった利点がある。よって、経皮的凍結治療は

凍結治療の際の穿刺経路や予定凍結領域等に関して、できる

神経が近接する骨軟部腫瘍に対しても有効であり、すでに欧

だけ詳細に検討している。そして、カンファレンスで話し合

米を中心に本法の有用性が多数報告されている。当院では、

った内容をもとに患者にインフォームドコンセントを行い、

院内の各種委員会の審査を経て、2019 年 2 月より骨軟部腫瘍

実際の治療を行っている。

に対する凍結治療を導入した。

当院での実際の治療例を、図に示す（図 1 〜 3）。当院では
経皮的凍結治療は、小児例や安静を保てない症例以外は、全

当院における骨軟部凍結治療の実際

例で局所麻酔下に施行している。術前の CT や MRI を参照し
ながら、標的病変に対して CT 透視下でリアルタイムに確認

骨軟部腫瘍は、外科的治療が唯一の根治治療である。しか

しながら凍結針を刺入する。そして、凍結針が予定の部位に

し、併存疾患がある患者や、術後大幅な機能障害が予想され

穿刺されたことを確認後、凍結治療を開始する。凍結開始後

る症例では外科的治療の対象とならない。骨軟部腫瘍に対す

は適宜、CT 透視でアイスボールの大きさを確認し、十分な凍

る経皮的凍結治療の対象となるのは、根治治療をめざす

結範囲が得られているかどうか、神経や腸管等の重要臓器が

（Curative-intent）症例と、除痛や腫瘍の減量を目的とした症

凍結範囲に入っていないかどうかをモニタリングする。CT 透
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治療
視画像は画質が粗いため、通常の CT 撮影も行い、治療範囲
を確認する。凍結範囲が不十分な場合は、治療を追加する。

凍結治療の成績

通常、2 回の凍結解凍サイクルを繰り返し、最後に出血など

前述のごとく、骨軟部腫瘍に対する経皮的凍結治療は、

の合併症がないか CT で確認して手技を終了している。椎体・

Curative-intent お よ び Palliative-intent の 症 例 に 大 別 さ れ る。

大腿骨・臼蓋といった荷重骨に対する凍結治療後には、骨を

Curative-intent の場合では、平均腫瘍径が 2.0 〜 3.7cm の場合、

安定化させ骨折を予防する目的で骨セメント注入を併用する

局所制御率は 87 〜 97% と報告されている 3）〜 7)( 表 1）。予後

場合がある（図 3）。また、当院ではまだ行っていないが、凍

に関する報告はいまだ少ないが、McMenomy らは転移性骨軟

結治療部位にスクリューや髄内釘の留置を併用する報告もあ

部腫瘍に対する凍結治療後の生存期間は 1 年：91%、2 年：84%

る 1）2）。凍結治療の時間は病変の大きさにより異なるが約 2

と良好な成績を報告している 5）。また、有痛性骨転移に対し

時間程度、入院期間は 3 〜 5 日程度である。

て Palliative-intent で凍結治療を行った場合、69 〜 100% の症
。
例で除痛効果が認められたことが報告されている 8）9)( 表 2）

図 1 70 代男性、下肢骨肉腫術後の腰椎転移

図 3 50 代男性、大腿軟骨肉腫術後の胸椎転移

a．治療前造影 CT。第 4 腰椎椎体に、溶骨性変化を伴う骨転移を認める（矢
印）
。
b．CT 透視下に、凍結針を病変部に留置。
c．凍結治療中。アイスボールが病変部を取り囲んでいる（矢頭）。
d．凍結治療後造影 CT。骨転移の造影効果は消失し、治療効果良好と判断
された（矢印）。

a, b 治療前 CT。第 5 胸椎椎体に、溶骨性変化を伴う骨転移を認め、病的
骨折を伴っていた（矢印）。病的骨折による仏痛が認められた。
c, d 凍結治療後 CT。病変部に骨セメントを注入した（矢印）。治療後、症
状の改善が認められた。
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図 2 70 代女性、左臼蓋部未分化多型肉腫
a．治療前造影 MRI。左臼蓋部に、造影効果を示す腫瘍を認める（矢印）。外科的切除による大幅な機能障害が予想され、凍結治療を希望された。
b．凍結治療中。アイスボールが病変部を取り囲んでいる（矢頭）。
c．凍結治療後造影 MRI。腫瘍の造影効果は消失し、治療効果良好と判断された（矢印）。
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M E D IX v o l . 6 9
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さらに、経皮的凍結治療は仏痛を伴う良性骨腫瘍に対しても

今後の課題

有効な治療となりうる。類骨骨腫は小児の長管骨に好発する

骨軟部腫瘍に対し、経皮的凍結治療は優れた治療法である。

良性骨腫瘍であり、高度の夜間痛を特徴とする。従来は外科
的治療が標準とされてきたが侵襲が高く、最近ではラジオ波

しかし、腎臓以外の臓器に対する凍結治療はいまだ保険診療

凝固治療や凍結治療を行う報告が増えてきている。Miyazaki

として認可されておらず、施設内で承認を得たうえで自費診

らは類骨骨腫症例 9 例に対する経皮的凍結治療の第一相試験

療としてしか行うことができないのが現状である。今後、凍

を行った。結果、全例で重篤な合併症は認められず、しかも

結治療の適応を拡大させることが喫緊の課題である。また、

有意な除痛効果が認められた

10）

。

本治療の高い局所治療効果や除痛効果は病勢の制御や患者の
QOL 向上につながり、患者の予後向上に寄与しうる。しか
し、本治療に関する質の高い前向き臨床試験や他治療との比
較試験は未だ少ないのが現状である。今後、さらに質の高い
医療を患者に提供するうえで、本治療のエビデンス構築を進
めていく必要がある。

表 1 局所制御を目的とした凍結治療（Curative-intent）の成績
著者
Bang ら 3）
Bang ら

4）

McMenomy ら
Littrup ら

5）

6）

Tomasian ら 7）

対象

部位

症例数

腫瘍径
（平均、cm）

局所制御率

生存期間

観察期間

合併症

転移、非小細胞肺癌

骨軟部、その他

8

3.1

94%

（-）

11 カ月

11%

転移、腎細胞癌

骨軟部、その他

27

3.7

97%

（-）

16 カ月

2%

87%

1 年：91%
2 年：84%

21 カ月

5%

転移性骨軟部腫瘍

骨軟部

40

2.0

骨軟部腫瘍

骨軟部

126

3.3

90%

（-）

11 カ月

2%

骨軟部腫瘍

脊椎

14

（-）

97%

（-）

10 カ月

0%

表 2 有痛性骨転移に対する緩和的凍結治療（Palliative-intent）の成績
著者

仏痛スコア（平均）＊

腫瘍径
（平均、cm）

治療前

治療後

除痛効果が得られた
症例

合併症

69

4.8

7.1

1.4

69%

2%
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（-）

8

3

94%

8%

31

（-）

8

3

100%

14%

症例数

腫瘍数

Callstrom ら 8）

61

Prologo ら 9）

50

Tomasian ら 7）

14

＊予想される最大の仏痛を 10 として換算
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