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【はじめに】 

肝細胞癌はおもに肝硬変症例に出現するため、発癌

時すでに肝機能が低下、さらに多発していることも多

く、切除が難しい症例も多数存在している。さらに根

治的治療後も高率に再発する 1)ため、根治的でありな

がら非侵襲的な経皮的治療を行う症例が増えている。

当科ではラジオ波焼灼術(Radiofrequency ablation :

 RFA)を2000年7月より導入し治療してきたが、当科

における初発肝細胞癌に対するRFA 後の長期的な再発

率、予後について検討した。 

 

【対象と方法】 

対象は2000 年 7月より2012 年 12 月まで当科で加

療治療した初発肝細胞癌 462 例のうち根治目的に RFA

で初回治療された110例とした。年齢中央値は65歳(4

1-85歳）、男性71例、女性39例、背景肝は慢性肝炎1

4例、肝硬変96例、HBV17例、HCV65例、NBNC28例、

肝予備能はChild-Pugh Grade Aが79例、Bが30例、

Cが1例、肝障害度はAが63例、Bが44例、Cが3例

であった。腫瘍因子では腫瘍径中央値は20mm、腫瘍径

20mm以下が60例、2lmm～30mmが32例、31mm以上が1

8例、腫瘍個数は単発が77例、2個が23例、3個が7

例、4個以上が3例であった。StageはⅠが46例、Ⅱ

が45例、Ⅲが19例であった。腫瘍マーカーの陽性率

はAFPが43.6%、DCPが35.5%であった(Table 1)。 

上記患者群における 

1.RFAの治療全体の成績 

2.RFA治療成績のサブグループ解析 

3.初回再発時の治療状況 

4.RFA治療後死亡症例の死因について検討した。 

 

【結 果】 

l.RFA治療全体の成禎 

初回治療としてRFAを選択した110例における治療

後の累積再発率は1年17.0%、2年48.4%、3年55.0%、

4年67.2%、5年73.8%だったが、そのうち局所再発率

は1年1.9%、2年8.4%、3年9.7%、4年11.5%、5年1

1.5%であり多くは肝内異所再発であった(Figure 1a)。

また累積全生存率は1年99.0%、2年88.9%、3年78.

7%、4年63.9%、5年55.5%であった(Figure 1b)。 

2.RFA治療成績のサブグループ解析 

肝予備能についてChild-Pugh grade A群(n=79)とB

/C群(n=31)の比較では、治療前の腫瘍径中央値はいず

れも20mmと差を認めなかったが、単発症例の割合はA

群の65%と比べて、B/C群では84%と高かった。累積再

発率はA群では1年14.7%、2年44.6%、B/C群では1

年23.6%、2年60.5%で差を認めなかったが(Figure 2

a)、累積生存率はA群では3年84.7%、5年66.7%、B/

C群では3年61.8%、5年28.1%と有意にA群の予後は

良好であった(p=0.0002)(Figure 2b)。 

腫瘍進行度についてStage Ⅰ群(n=46)とStage Ⅱ/

Ⅲ群(n=64)の比較では、治療前のChild-Pugh Aの割合

はStage I群の67%と比べて、Stage Ⅱ/Ⅲ群で75%と

高かった。累積再発率はstage I群では1年15.7%、2

年41.8%、stage Ⅱ/Ⅲ群では1年18.3%、2年54.1%と

stageⅡ/Ⅲ群に再発を多く認めたが(p=0.036)(Figure

 3a)、累積生存率はstage Ⅰ群では3年78.5%、5年4

9.9%、stageⅡ/Ⅲ群では3年78.4%、5年61.1%と差を

認めなかった(Figure 3b)。 

TACE 併用についてRFA 単独群(n=56)と TACE 併用群

(n=54)の比較では、治療前の腫瘍径中央値は単独群の

16mm と比べ併用群で 24.5mm と大きく、また単発の割

合は単独群の80%と比べ、併用群で59%と低く、腫瘍進

展例にTACEを併用していた。治療前の肝予備能はChi

ld-Pugh Aの割合は、単独群71.4%、併用群72.2%と同

等であった。累積再発率は単独群では1年16.6%、2年

46.0%、併用群では1年17.6%、2年51.9%(Figure 4a)、

累積生存率は単独群では3年79.5%、5年56.0%、併用

群では3年77.3%、5年56.2%(Figure 4b)と差を認め

なかった。 

3.初回再発時の治療状況 

次に初回再発時の治療について検討した。全体で67

症例に再発を認め、局所再発 10 例、肝内異所再発 53

例、肝外再発4例であった。初回再発時の治療は手術

5例、RFA45例、TACE12例、その他5例であり、再発治

療による著効率は全体で78%と良好であった(Table 2)。

再発の有無による生存率は、再発ありでは3年76.7%、

5年52.1%、再発なしでは3年84.8%、5年70.4%と差

を認めず、局所再発と異所再発でも同様に差を認めな

かった(Figure 5)。 
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4.RFA治療後死亡症例の死囚 

最後にRFA 治療後の死亡症例の死因を検討した。全

死亡53例中肝癌による癌死は27例(51%)、肝硬変によ

る肝不全死は13例(25%)、他病死は13例(25%)であっ

た。肝不全死症例においては、8例(63%)で肝癌の再発

が認められ、肝予備能の低下に影響しているものと考

えられた。また、他病死の内訳は心不全 4 例、肺炎 2

例、他臓器癌4例、その他3例であった(Table 3)。R

FA後再発ありの症例では、癌死が27例、肝硬変死が8

例、他病死が6例であったが、再発なしの症例では肝

硬変死が5例、他病死が7例であった(Table 4)。 

 

【考 察】 

肝細胞癌の治療は肝切除、経皮的局所治療、肝動脈

塞栓術、肝動注化学療法、放射線療法、分子標的治療

薬と多岐にわたっているが、肝癌診療ガイドライン 2)

では肝予備能、腫瘍数、腫瘍径を基に治療アルゴリズ

ムが設定されている。経皮的局所治療としては経皮的

エタノール注入療法(Percutaneous ethanol injectio

n therapy:PEIT)が施行されていたが、RFAが1999年

頃より日本で普及し 2004 年 4 月には保険適応となっ

た。PEITよりも局所制御に優れている3)ため、多くの

施設で導入されている。一般的には経皮的局所治療の

適応は腫瘍径3cm以下、腫瘍数3個以内とされている
2)。当科では2000年7月より肝細胞癌の治療にRFAを

導入し、主に腫瘍径3cm 以下で穿刺ラインや腫瘍に接

して主要な脈管や胆嚢、腸管が存在せず、安全に焼灼

範囲を得られる症例を適応としてきた。そのため初回

RFA 治療の合併症は比較的少なく安全に施行できた。

また腫瘍形態について、単純結節型と比べて脈管浸潤

や肝内転移率の高い多結節癒合型や単純結節周囲増殖

型が疑われる症例は、可能であれば手術を選択してき

た。このような治療選択基準のため、当科における初

発肝細胞癌治療例における局所治療の選択率は 27.3%

にとどまり、日本肝癌研究会の第19回全国原発性肝癌

追跡調査4)で報告された29.3%をやや下回っていた。 

当科の検討では再発率は2年で48.4%、5年で73.8%

と高率であったが、局所再発率は2年8.4%、5年11.

5%であり、再発の多くは肝内の異所再発であった。さ

らに初回再発時には多くの症例で手術やRFA を選択し、

初回再発時には 78%が根治的治療を施行できていた。

日本肝癌研究会の追跡調査 4)では RFA 後の累積生存率

は3年78.9%、5年57.7%であり、当科では3年78.7%、

5年55.5%とほぼ同等の成績であった。 

Stage Ⅱ/Ⅲ群はStage I 群より再発率は高かった

が、生存率には差を認めなかった。腫瘍因子が生存率

に影響しなかったことは、StageⅡ/Ⅲ群に肝予備能良

好な症例が多かったことも関係しているが、再発後に

78%の症例で根治的治療が施行できていることも関与

していると考えられた。一般的にTACE併用RFAは焼灼

範囲の拡大及び局所再発率の低下が期待されており 5)、

当科では 2cm を超える腫瘍に対して積極的に TACE を

併用してきた。我々の検討では、TACE併用の有無によ

る再発率、生存率に有意な差は認められなかったが、

両群間の患者背景の違い、すなわち併用群に腫瘍進行

例や予備能低下例が多く含まれていたことを考慮する

と、TACEの併用は再発率および生存率改善には寄与し

ている可能性が考えられた。逆に肝予備能は再発率に

差を認めなかったが、生存率には大きく寄与していた。 

死亡症例の死因を検討してみると、肝癌進行による

癌死は 51%であった。肝不全死における経過中の再発

は15%であり、合計66%において肝癌再発が死因に関与

していたと考えられる。残りの 34%は再発なしの肝不

全死、他病死であり、このことが再発の有無による生

存率に差を認めないことに関仔していると考えられた。

他病死が多く含まれていることについては、他疾患を

抱えているため外科的治療を施行できない患者に RFA

を選択しているのも関与している。また再発なしの肝

不全死が10%であり、さらに再発ありの肝不全死の15%

も死亡時には肝細胞癌は根治している状態であり、背

景肝病変の増悪も関与していると考えられた。 

そこでRFA 後の抗ウイルス療法について検討したが、

HBV 群に対してはほとんどの症例で核酸アナログ製剤

を投与されているのに対して、HCV群に対しては63例

中わずか5例にインターフェロン治療が導入され2例

にウイルス消失(SVR)が得られたのみであった。HBV群

とHCV 群のRFA 後の累積生存率を比較すると、3年ま

では変わらない(HBV:80.8%、HCV:82.4%)ものの、3年目

以降下げ止まるHBV群に対してHCV群は更に漸減を続

け、5年目ではHBV群の80.8%に対してHCV群では54.

2%まで低下した(Figure 6)。初回治療導入時の肝予備

能(Child-Pugh grade A,HBV 77%:HCV 79%)、腫瘍径

（平均腫瘍径，HBV 22mm:HCV 20mm)、腫瘍個数（単発，

HBV 65%:HCV 67%)は両群に差を認められておらず、治

療後の抗ウイルス療法の有無が背景肝病変の進行およ

び 2 次、3 次の百発に関与し、長期予後の差に関連し

ていると考えられた。HCV 群は 55 例(87%)が肝硬変で

あり、そもそもインターフェロン適応症例が少ない上

に、早期に再発する症例が多いため、抗ウイルス療法

まで施行できずHBV 群と長期予後に差が生じていると

考えられた。現在、C型慢性肝炎の抗ウイルス療法は第

二世代のプロテアーゼ阻害剤であるシメプレビルとペ

グインターフェロン、リバビリン併用燎法が行われて

いるが、今後続々と直接抗ウイルス薬DAA(Direct act

ing antivirals)が投与可能となってくる。インターフ

ェロンフリーのDAA 製剤が肝硬変にも適応拡大され、
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根治的治療後早期に抗ウイルス療法を導入することに

より再発の低下のみならず、肝予備能温存することに

より経皮的局所治療後の予後も改善するものと期待さ

れた。 

 

【参考文献】 

1) Imamura H, Matsuyama Y, Tanaka E, et al: Ris

k factors contributing to early and late pha

se intrahepatic reccurence of hepato cellula

r carcinoma after hepatectomy. J Hepatol 38:

 300-307, 2003 

2) Lin SM, Lin CJ, Lin CC, et al: Radiofrequenc

y ablation improves prognosis comparedwith e

thanol injection for hepatocellular carcinom

a < or = 4 cm. Gastroenterology 127: 1714-17

23, 2004 

3) 日本肝臓学会： 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイ

ドライン2009年度版． 日本肝臓学会事務局： 2

009 

4) 日本肝癌研究会： 第19回全国原発性肝癌追跡調

査報告(2006-2007). 日本肝癌研究会事務局： 20

14 

5) Rossi S, Garbagnati F, Lencioni R, et al: Pe

rcutaneous radio frequency thermal ablation 

of nonresectable hepatocellular carcinoma af

ter occlusion of tumor blood supply. Radiolo

gy 217: 119-126, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル増刊号 

道南医ジ増:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


