
	

 
	
	

	
	

痛 い の ？

凍結療法についてのみなさまの疑問に

お答えします

凍結療法を受けられる方へ

聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科

ど ん な こ と す る の ？
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　 この冊子は、乳ガンと診断されて、凍結療法の適

応がある患者さんに凍結療法について正しく理解し

て頂くために作成しました。これから行われる治療

のことについて、少しでも理解が深まれば幸いです。

　 ご不明な点は、いつでも身近な医療スタッフにお

尋ねください。私たちは皆さんをチームで支えてい

きます。
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　乳ガンの手術において過半数を超える症例が乳房温

存術を選択する様になりました。その間に温存手術で

の手術成績が実証され、さらに整容性（乳房をキレイ

に残すoncoplastic surgery：腫瘍形成外科）の概念

が急速に広がりました。

　近年、oncoplastic surgeryという考え方を背景に、

小さい早期乳ガンに対して、切除手術の代わりに乳ガ

ンを非手術的治療（切らずに乳ガンを治す）が試みら

れるようになりました。非手術的治療には凍結療法

(cryoablation) 、超音波集束療法（FUS）そしてラジ

オ波熱凝固療法（RFA）などがあります。

　日本における乳ガンは40から50歳代の女性で多く

罹患する がんであり、共働き世代が多い社会背景があ

ります。現在、治療のための休職期間を可能な限り短

くすることを望む女性は多く、日帰り手術での施行と

整容性に優れた凍結療法は現在の乳がん治療のニーズ

に適合した治療法であると考えます。そこで、「小さ

い早期乳ガンに対して超音波ガイド下凍結療法の臨床

試験」を計画しました。今後、乳房温存術の代わる治

療として成績と安全性を検討します。 
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凍結療法について

凍結療法を臨床試験で始める経緯



凍結療法によってガン細胞が死滅するしくみ

①急速な細胞凍結により細胞内に氷がつくられガンの

細胞膜が破壊される。

②凍結後 氷が溶けることにより細胞内へ急速に液体

(細胞外液)が流れ込み細胞が膨化しガンの細胞膜を破

壊する。

③凍結によりガン周囲の血流障害が起こる。また、血

管内皮細胞の破壊により血管内に塞栓がつくられ、ガ

ン組織への血流供給障害をおこす。

①②③以外に凍結療法後にガン細胞膜が抗原となり、

免疫反応によりその抗原を攻撃することでガン細胞が

死滅する。　　　　　　　　　　　　　　　

凍結療法の原理
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癌細胞の凍結機序
② 細胞の膨化① 細胞内凍結

ガン細胞

氷片

③  組織の血流障害

血管

がん細胞の死滅
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　IceSense3(IceCure社、イスラエル)という機械を

使用します。IceSense3は液体窒素を使った凍結治

療機器です。液体窒素の沸点は-196℃でコンソール

内に液体窒素を収納し、チューブを通して凍結針先

端へ液体窒素を流し乳腺組織内にアイスボールを作

ります。そのアイスボール内に乳ガン全てを包み込

み乳ガンを凍結破壊するものです。乳腺線維腺腫

（良性）に対して2010年アメリカのFDAとヨー

ロッパのCEマークを承認取得しています。日本では

未承認です。

どんな機械をつかうの？

(IceCure社HPより）	



　現在、米国では2014年より150〜200症例

を対象に腫瘍径1.5cm以下の早期乳癌に対して

臨床試験を開始しています。中間解析では98症

例に凍結療法を行い、全例で重篤な有害事象は認

めず、6ヶ月以上の経過観察をした症例78例の

うち1例に再発を認めた(1.28％)ことを報告して

います。　　

　凍結療法の局所再発率は短期間の中間報告では

ありますが、通常の乳房温存術の局所再発率と比

較してもかわりません。

　日本では千葉県（鴨川市）亀田総合病院で自費

診療として行われています。そして一部の病院で

臨床試験として行われています。

凍結療法はどこでおこなわれているの？
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u 組織診断検査で浸潤性乳管癌と診断されている。

u サブタイプ診断にてホルモン受容体陽性、HER2タン

パク発現陰性（DNA増幅なし）かつKi-67が20%未満

と診断されている（ルミナルAと分類されるタイプ）。

u MMG、エコー、CT、MRIで乳ガンが単発病変で、か

つ病変の広がりが1.5cm以下の乳ガン病変である。

u センチネルリンパ節（SLN）が陰性と診断されている。

u センチネルリンパ節生検および凍結療法後の放射線治

療が可能である。

u 十分な説明の後、書面にてインフォームドコンセント

が得られた患者さんである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

凍結療法の適応になる乳ガンのタイプ
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当科パンフレット 乳がんの治療を受けられる方へ p7より

増殖能
（Ki-67）

ホルモン受容体
（エストロゲン受容体）

陽性

ホルモン受容体
（エストロゲン受容体）

陰性

HER2
陰性

低い ルミナルA
• ホルモン療法 

70％
トリプル
ネガティブ
• 化学療法    

10％
⾼い

ルミナルB
• ホルモン療法
• 化学療法  

HER2
陽性 問わず

ルミナルHER2
• ホルモン療法
• 化学療法
• 抗HER2療法

10％
HER2タイプ
• 化学療法
• 抗HER2療法

10％



u   遠隔転移が診断されている患者さん。

u   浸潤性小葉癌、浸潤性微小乳頭癌と診断されている。

u   MMG、エコー、CT、MRIでガン周囲に乳管内病変

ならびに娘結節を認める。

u   乳ガンが皮膚および大胸筋に近く凍傷の危険のある  

     患者さん。

u   その他、担当医が不適当と判断した患者さん。 

u   患者さんが臨床試験を希望されず不参加の申し出が　　

     あった場合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

凍結療法の適応にならない方
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凍結療法の実際

手術の方法は？

① 凍結手術前（凍結療法とは別日に行います）

患者さんに対して、治療の選択肢、代替手段、
利益と不利益についてのインフォームドコン
セントを実施します。

同意を得られた患者さんに、局所麻酔下
でセンチネルリンパ節（SLN）生検を行
います。
（当科パンフレット 乳がんの治療を受けられる方へ p10参照）

SLN陰性であった患者さんに対して、エコー
ガイド下にUltra Clipブレストマーカーを留置
します。（マーカーは術後放射線療法の照射範囲設定、術後

画像検査による位置確認に用います。）

手術方法等の詳細については外来で説明を行い
ます。

センチネルリンパ節
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② 凍結手術

凍結を開始し、エコーで形成されるアイ
スボール径を測定し、アイスボールが形
成されているか確認します

刺入前に凍結針がアイスボールを形成す
るか生理食塩水内で確認します

病変部分をエコーで確認、少量の局所麻
酔を穿刺部皮膚、穿刺経路に注入します

病変部分をエコーで確認し凍結針を病変
部分に刺入します

皮膚の凍傷予防のため皮下に生理食塩水
を注入します

予定サイズのアイスボールをエコーで確
認できたら凍結針を皮膚から抜去し、数
ミリの切開創を皮下縫合します

全身状態を確認し問題なければ手術室退
出となります
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③  凍結手術後の経過観察

ホルモン治療を開始します

術後6、12ヶ月目にMRIで経過観察し、その後
は6ヶ月毎に経過観察をします。

術後局所皮膚が安定したことを確
認後、50Gyの全乳房放射線照射
をおこないます

術後1ヶ月目に凍結部分の吸引組織生検
を行いガンの残存を確認します（さらに
経過観察中の画像所見で再発が疑われた
場合、随時組織生検を行います）
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※MRIにおいて凍結療法後に偽陽性（ガンの再

発ではない）の造影所見が見られる場合があり、

複数の画像で再発を疑う所見を確認できた時に

組織生検をおこないます。



痛いですか？

　凍結療法は整容性に優れていることだけでなく、凍

結そのものに鎮痛作用があるため、他の非手術的治療

のラジオ波熱凝固療法や超音波集束療法などと比較し

て疼痛が少ないことが特徴です。

　したがって局所麻酔下で容易に施行でき、日帰り手

術も可能です。

費用はいくらですか？

　本臨床試験のセンチネルリンパ節生検、凍結療法に

必要な手術手技に関する（位置確認用のマイクロク

リップを含む）費用は当科研究費により負担します。

一連の凍結療法で患者さんにご負担頂く費用は

①  術前診断までの検査

②  術後放射線治療

③  術後ホルモン治療

④  術後経過観察に必要な検査　

　　　　　　以上は通常の保険診療をご負担頂きます。
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さいごに

　 乳ガンの凍結療法をできるだけわかりやすく説明す

ることに努めました。さらに詳しい説明は患者さん説

明用紙とすでにお持ちの「乳がんの治療を受けられる

方へ」をお読み下さい。整容性と患者さんの満足度を

評価するため乳房の写真撮影とアンケートを実施しま

す。ご協力の程よろしくお願いします。すべての方が

適応になるわけではありません。今後、改良しさらに

快適に凍結療法を受けて頂けるように努めて参ります。	

合併症はありますか？

　凍結療法において、アイスボールを形成する過程で

皮膚、大胸筋の凍傷が懸念されますが、米国の臨床試

験では重篤な合併症は報告されていません。自費診療

で凍結療法を行っている亀田総合病院でも凍傷の報告

はなく、一部の症例で皮膚のひきつれ等の軽微な合併

症が報告されているのみです。
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