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はじめに

非切除悪性胆管狭窄に対する胆道ドレナージの理想は、死亡時まで偶発症無くステント開存が得られることであり、
開存期間の点ではプラスチックステント
（PS）
に対するメタリックステント
（MS）の優位性が示されている。一方、近
年では化学療法の進歩により切除不能膵癌や胆道癌においても予後延長が期待でき、MS を留置してもその開存期
間より長期生存が得られる症例も少なくない。このため、さらなるステント開存期間の延長が必要であり、ステント形
状や特性、素材の改良、あるいは補助療法の付加など様々な試みがなされてきた。その一つとして近年注目されてい
るのが、ステント留置時における高周波発生装置を用いた Radio-Frequency Ablation
（RFA）の併用である [1]。
本稿では悪性胆管狭窄に対する RFA の現状と実際、また、その適応に関して、我々の使用経験も踏まえて概説する。

1

悪性胆管狭窄に対する RFA の現状

① RFA の治療効果
悪性胆管狭窄の局所治療としては、
従来からphotodynamic

therapy（PDT）の有用性が報告されていたが [2]、煩雑さやコ
ストの問題、また、特徴的な偶発症である光線過敏症の問題
などから、広く一般に普及するには至っていない。これに対し
て、新しい胆管局所治療法として RFA が登場し、その簡易性
から海外を中心に急速な普及をみせている。本邦においても

2019年10月にボストン・サイエンティフィック ジャパン株式
（図1）の販売を開始し、
会社が Habib Endo HPB カテーテル
日常臨床において胆管 RFA が施行可能となった。その治療
効果のメカニズムとしては、RFA 焼灼が腫瘍組織を壊死させ、
胆管内への腫瘍増生や過形成を抑制することに由来すると考
えられている [3]。この点からは、ステント閉塞の主要因が in-

図1 Habib Endo HPB カテーテル

growth であるアンカバード MS においてより有効な可能性
があり、実際にアンカバード MS と RFA を併用した複数の報

れているが [7]、re-intervention 時における有効性に関して

告において、MS 留置前に RFA を使用することで有意にステ

は現時点ではあまりよくわかっていない [8]。

ント開存期間を延長させることが示されている [4-6]。また、ア

一方、いくつかの報告では胆管癌や膵癌に対する生存期間

ンカバード MS 留置後の in-growth に対する RFA も検討さ

の延長効果も示唆されている [9-10]。生存期間延長に関しては、
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RFA による腫瘍量の減少や抗腫瘍免疫の誘導、あるいはス

24mm

テント開存期間延長による二次的効果などが理由として考え

8mm

られているが、その明確な機序は解明されておらず、現状で

8mm

コンセンサスは得られていない [1]。いずれにしても、ステント
開存期間の延長効果も含め、未だ質の高いエビデンスは乏し

16mm

く、RFA の治療効果に関してさらなる検討が必要な段階であ
ることは認識しておく必要がある。
② RFA の現時点での適応

図2 Habib End HPB カテーテルの先端
8mm の電極が2つ、8mm 離れて位置する。このため2つの電極を半分ずつ
接触させる場合でも約16mm の狭窄長が必要となる。

以上のことから、現時点では、基本的にはステント開存期間
の延長を目的とした使用が主体であり、アンカバード MS 留
置時が最も効果を期待できる可能性がある。本邦では、遠位
胆管狭窄に対してはカバード MS が選択される場合が多いため、
肝門部胆管狭窄が良い適応となり得る。特に肝門部領域での
複数本 MS 留置時には、閉塞時の re-intervention が複雑
化するため、RFA による開存期間延長の期待値はより高いと
思われる。
一方で胆管狭窄の程度や長さなどは症例によって様々であ
り、特に肝門部では狭窄および閉塞のバリエーションが多く、
一サイズのみのラインナップである Habib カテーテルで全て
の狭窄に対応できるとは考えにくい。我々の肝門部胆管狭窄
に対する RFA

の検討 [11] では、狭窄長がステント開存期間に

A
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図3 RFA の効果を得るためにはある程度の狭窄長が必要であり
（A）
、
短い狭窄では適切な焼灼ができない（B）。

関与する有意な因子として同定され、狭窄長＞15mm ではス
テント開存期間中央値が314日であったのに対し、狭窄長≦

③ RFA の安全性

RFA は、偶発症として胆管炎や胆嚢炎、膵炎、出血、疼痛、

15mm では156日であった（p=0.015）。Habib カテーテル
は8mm の電極が2つ、8mm 離れて位置する構造であり、バ

肝膿瘍、肝梗塞などが報告されているが、基本的には重篤な

イポーラカテーテルであることから焼灼には両方の電極を同

偶発症は少なく、安全な手技として認識されている [1,3]。しかし、

時に接触させる必要がある。すなわち、2つの電極を半分ず

出血による死亡例も報告されており [12]、安全に使用するため

つ接触させる場合でも約16mm の長さが必要となり
（図2）、

に術前に焼灼を検討している部位と主要な血管の位置関係

ある程度の狭窄長が無ければ十分な RFA 効果は得られない

は十分に把握しておくことが望ましい。また、下部胆管狭窄例

と推察される。短い狭窄であっても片方の電極を非狭窄部に

では膵炎、胆嚢管分岐部近傍を焼灼する場合は胆嚢管閉塞に

接触させることは可能だが、この場合電極の一部分しか接触

よる胆嚢炎など、狭窄部に応じた偶発症にも留意する必要が

しないため、不十分で偏った焼灼となってしまう可能性がある

ある。いずれにしても、偶発症に関するエビデンスは未だ乏しく、

（図3）。狭窄長だけが焼灼効果に関連する因子とは限らない

また、手技において焼灼中は焼灼部位が透視下でしか観察で

が、少なくともしっかりと胆管造影にて評価を行い、2つの電

きない。そのため、必要に応じて追加のモダリティにより観察

極が十分に接触可能な狭窄を適応とすべきである。

するなど、術後のフォローも含めて慎重に対応すべきである。

2

症例提示

① 75歳男性、肝門部胆管癌

初回ステンティング例

黄疸を主訴に当科を受診し、造影 CT、MRCP にて肝門部

Soft Coagulation モード、7W Effect8の設定にて90秒間
焼灼した（図 4B）。高周波発生装置には VIO300D（ERBE

胆管に Bismuth IV 型の狭窄を認めた。ERC を施行し、胆

社）を用いた。60 秒経過後に抜去し、次に右 GW に沿わせ

管生検と共に左、右後区域枝に PS を留置した。病理学的に

て再度 Habib カテーテルを挿入し、同様の設定にて右肝管

腺癌の診断を得て、化学療法導入前に MS へ交換する方針
（図4A）。次に左 GW に沿わせ
ドワイヤー（GW）を留置した

狭窄部を焼灼した
（図4C）。最後にそれぞれの GW に沿って
8×60mm のアンカバ ード MS を挿入し、simultaneous
side-by-side 法にて両葉留置を行った（図4D）。術後偶発症

て Habib カテーテルを挿入し、左肝管狭窄部に電極を当て

は認めず、死亡時までステント開存が得られた。

とした。まず左、右後区域枝にそれぞれ0.025インチのガイ
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図4 肝門部胆管癌 初回ステンティング症例
A 左右に2本ガイドワイヤーを留置。
B 左肝管狭窄部に RFA を施行。
C 右肝管狭窄部に RFA を施行。
D RFA 後に simultaneous side-by-side 法にて両葉にステントを留置した。

② 75歳男性、肝内胆管癌 re-intervention 例

て90秒間焼灼した
（図5B）。高周波発生装置には VIO300D

肝内胆管癌による肝門部胆管狭窄に対して、右前区域枝と

（ERBE 社）を用いた。60 秒経過後に Habib カテーテルを

後区域枝にアンカバード MS を留置した後の症例であり、ス

抜去し、バルーンカテーテルを挿入してステント内をクリーニ

テント閉塞を来たしたため ERC を施行した。胆管造影を行うと、

ングすると、壊死した in-growth 部分と思われる組織が排出

（図5A）。この
右前区域枝を主体とした in-growth を認めた

された（図 6）。最後に stent-in-stent の形で MS を追加留

ため、Habib カテーテルを挿入し、in-growth 部に電極を位

置した
（図5C）。術後偶発症は認めず、死亡時までステント開

置させ、Soft Coagulation モード、7W Effect8 の設定に

存が得られた。
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図5 肝内胆管癌 re-intervention 例
A 右前区域枝を主体に in-growth を認める。
B in-growth 部に対して RFA を施行。
C 胆管造影にて in-growth が解除されていることが確認できる。

3

図6 RFA 後、バルーンカテーテルにより壊死した
in-growth 部分と思われる組織が排出された。

おわりに

悪性胆管狭窄に対する RFA に関して、その現状と実際を

デバイスの構造上2つの電極が十分に接触しなければ適切な

概説した。本治療法は対象疾患・病変・部位を適切に選択す

治療効果は得られないことを念頭に置く必要がある。今後さ

れば、非常に有用な治療オプションとなる可能性をもつ。しかし、

らなるエビデンスの蓄積と共に、有用性の確立と適応の明確

未だ発展途上の治療手技であることを十分認識し、また、初

化が必要であり、また、様々な症例に対応可能なデバイスの

回ステンティング時でも in-growth に対する使用であっても、

改良も期待される。
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※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches
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