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はじめに
　日本 IVR学会2009年度国際交流促進
制度の援助を受けて，2010年3月13～
18日まで米国フロリダ州のタンパで開
催された2010 Society of Interventional 
Radiology 35th Annual Scientific Meet-
ingに参加する機会を得ました。この
ような機会を与えてくださった日本 IVR
学会に心からお礼を申し上げます。

日本から参加が難しいSIRの日程
　JVIR誌の親学会として知られている
SIRですが，例年は3月下旬に開催さ
れるため，4月上旬に開催される日本
医学放射線学会総会の直前の日程と
なってしまい，日本の放射線科医にとっ
て参加が難しい日程となっておりまし
た。ところが，近年数年間は3月上旬
や中旬に開催される日程となっており，
日本医学放射線学会総会との日程が離
れたため，日本の放射線科医にとって
も参加がやや容易となっております。
このようなSIRの開催日程は本年まで
で，2011年と2012年は3月下旬，2013
年には4月中旬の開催となるため日本
医学放射線学会総会と日程的に連続す
ることが予想されます。特に2011年

に展示されるまでには何人もの関係者
の目に触れたであろうにも関わらず誰
も誤りに気付かず，さらには学会最
終日まで訂正がされなかったことは，
SIR上層部の日本に対する関心の低さ
を象徴する出来事だと感じました。
　2点目は，FDAのデバイス認可の遅
さを指摘するセッションです。あるデ
バイスについて「ヨーロッバで使用可
能。アジアでも使用可能。アメリカの
みFDAの認可が遅くて使用できない。」
とのスライドが提示されていました。
当然，そのデバイスは日本では未認可
であり使用不可能です。グローバルな
デバイス認可状況を語る際にも，彼ら
の中では「アジア＝中国，韓国」であ
り，日本の存在は殆ど無視されている
様です。

教育を重視するSIR
　以前よりSIRのプログラムに感じる
事は「Scientific」以上に「Education」
に主眼を置いた学会プログラム作成が
されていると言うことです。SIR会員
の6割以上がPrivate Clinicに所属する
事もあり，日本 IVR学会と比較して欧
米の学会は「AcademicなScientific」よ
りも「一般臨床医の為のEducation」に
力を注いでいるプログラムである印象
を強く受けます。RSNAの「Education」
に対応する発表形態である「教育展示」
が日本医学放射線学会総会で開始され
てから日が浅いため，日本での学会発
表は「Scientific paper」の形態をとる
事が一般的です。各々の専門分野につ
いて最新の学術研究について情報を得

は 3月 26～ 31日の開催であり，単年
度会計の予算を財源として出張するこ
とが困難な日程となっています。
　IVRを志す者にとってSIRは，ヨー
ロッパ系のCIRSEと並んで重要な学
会の一つですが，日本国内の重要な放
射線領域の学会と日程競合や，日本独
自の会計システム上の問題で参加が困
難となることにはもどかしさを感じま
す。日本の IVR医が世界を舞台に活躍
するための裾野を広げる意味では将来
的に国内重要学会と海外重要学会の日
程調整について何らかの対策があれば
よいと以前から考えています。

SIRと日本
　SIR上層部と日本の関係者との連携
がうまくいっていないと感じる象徴的
な出来事が2点ありました。1点目は，
各国からの参加者を出迎える為に会場
に配されたデコレーションです（Fig.1）。
各国の言葉で「Welcome」が記されて
いるのですが，そこに記されている日
本向けの言葉は「Irashaimasu」。この
ような些細な誤字に関心を寄せる必要
はないと考えることもできます。しか
しながら，このデコレーションが実際
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たり議論をしたりすることができる
Scientific paperはとても重要で魅力的
ですが，自分が専門としない領域につ
いては現況や臨床実務上のポイントを
reviewしてくれるCategorical Course
やWorkshopも日常臨床を進めていく
上で非常にありがたく感じられます。
今回のSIRでも会期中に同じテーマの
Workshopが繰り返し開催され，沢山
の魅力的なWorkshopの中から受講す
るプログラムを選ぶことができまし
た。全てのWorkshopをまとめた総ペー
ジ400ページを越えるテキストは，冊
子体とCD−ROMがセットになってい
ます。このWorkshopのテキストは，
毎年ほとんどの分野が更新されてお
り，非常に内容の濃いものです。
　昨年，一昨年のSIR 2008，SIR 2009で
とても充実していたCase-based review
は，今回のSIR 2010でも数多く開催さ
れました。これは各参加者が回答用リ
モコンを持ち，呈示される症例につい
ての問題に対して回答します。各選択
枝を選択した参加者が各々何％いたか
がリアルタイムでスクリーンに映し出
され，演者がコメントや解説を入れ
つつレクチャーが進んでいくもので
す。会場の大多数の参加者が正解して
いる問題について，自分が間違った選
択肢を選んでいると落ち込んでしまい
ます。また，回答分布が各選択肢で割
れるような問題もあり，座長や参加者
も交えてディスカッションが始まる場
面もありました。このように他の参加
者の回答分布をリアルタイムに見せる
ことで，大多数の専門医が同じ判断を
するような状況で異なった判断を行わ
ないように医師を教育していくことが
米国の専門医教育の手法であるとのこ
とです。出題される問題は米国放射線
専門医試験の自己学習用モジュールの
形式に沿って作成されており，各問題
の詳しい解説が問題集となって発売さ
れていました。昨年，一昨年の問題集
（2008 Case-based review monograph，

2009 Case-based review monograph）
がとても勉強になったため，本年の
問題集（2010 Case-based review mono-
graph）も購入いたしました。本年は術
前/術中/術後の患者管理がテーマと
なっていました。実際の症例に基づい
て臨床上の実務的な内容について学習
することができる冊子で，いわゆる 
“エビデンスを述べた本” や “教科書” 
ではなく，実践的な IVR臨床の勉強が
できる良い参考書だと感じました。

グとして渡されます。ところが，今年
のカンファレンスバッグはとてもシン
プルなトートバッグでCOOK社のロ
ゴも入っていません。米国医療界の不
景気をカンファレンスバッグからも感
じました。
　毎朝8時から夕方6時まで様々なセッ
ションやワークショップに参加した後
の「お楽しみ」である各企業が主催す
るパーティーや講演会は，今年はほと
んど開催されていませんでした。こち
らも不況の影響かと考えていたのです
が，林信成先生からの情報によると，
米国では2009年末に企業と医師の多
額の汚職事件が発覚した影響でルー
ルが厳格化され，以前のようなパー
ティーを開催することが難しくなった
とのことです。

経皮的椎体形成術 vs. Sham手術
～2本のRCTの結果を受けて
　筆者が特に興味を持っている経皮的
椎体形成術の分野については，今回
のSIRは重要な節目となる学会です。
2009年8月に経皮的椎体形成術がプラ
セボ手術に対して優位性を示せなかっ
たという 2本のRCTがAustralia 1）と
Mayo Clinic2）より発表されました。そ
の直後に開催されたCIRSE 2009では
論文発表からの期間の短さから充分な
討論がなされておらず，SIR 2010がこ
れらの論文に対するまとまった討論を
大規模な学会で行う初めての機会とな
ります。これらの論文のサマリーにつ
いては，小生がRadFan誌に簡単にまと
めておりますので，ご参照ください 3）。
　椎体形成術についての学術発表とし
ては，Mayo ClinicよりNEJM論文 2）の
サブグループ解析の結果が2つ発表さ
れていました 4，5）。1つ目は，術前の疼
痛が高度であったサブグループ（VAS
が8以上）においても，椎体形成術が
プラセボ手術に対して優位性を示さな
かったという発表 4）です。これは『疼
痛が軽い患者が数多くRCTに登録さ
れている』という批判に対する発表で
あり，きちんとした学術発表によって
批判に対して的確に反論をする姿勢に
感服しました。
　2つ目のサブグループ解析は，疼痛
に対するプラセボ効果について迫る発
表 5）です。RCTにおいて経皮的椎体形
成術とプラセボ手術に割り当てられた
各々の患者を「自分がどちらの手技を
受けたと思うか？」 「なぜそのように
思うのか？」によって分類して解析が

　各々の講演やWorkshopのほとんど
全てに企業が協賛しており多少なりと
も企業よりのバイアスがかかった内容
になっている印象を受ける場面もあり
ましたが，現実問題として実際にどの
様なデバイスや手技がどの様に使用さ
れようとしているのかを広く見聞きす
ることができ，とても満足いくもので
した。
　以前よりSIRではPlenary Sessionを
録画したDVDやScientific Sessionの
パワーポイントスライドと録音が記録
されたCD−ROMが発売されています。
これらの資料は，英語が苦手な小生に
とっては適当な学会英語のリスニング
教材であり，また，当日聞き逃した発
表やスライドに示された細かいデー
ターを確認するための重要な資料と
なっています。さらに今回のSIR 2010
では，Plenary Sessionが終了後わずか
数時間で講演の録画とパワーポイント
のスライドがWebで無料配信されて
いました。日本の放射線関係学会でも
シンポジウムや教育講演，学術発表の
記録が入手可能となれば非常にありが
たいと思います。既に日本 IVR学会で
は技術教育セミナーの録画がWeb上
で配信されており，とてもありがたく
感じています。様々な議論はあるかも
しれませんが，このような試みが日本
でもますます広がるように日本の学会
の上層部の方々には前向きに検討して
いただきたいと感じました。
　WorkshopのテキストやCase-based 
review monograph については，SIRの
学会ホームページの「IR store」（http://
directory.sirweb.org/store/）より購
入が可能で，学会の記録についての
CD−ROMやDVDは「PROLibraries」
（http://www.prolibraries.com/）より購
入が可能です。

米国不況の影響
　今回のSIR 2010の第一印象として
は，以前のSIRよりも規模が一回り小
さくなっていると言うこと。昨年の
SIR 2009では米国の景気後退の影響で
出品を控えた企業も多かったようでし
たが，本年のSIR 2010も規模の面では
わずかに持ち直した程度。ただ，昨年
よりも小規模な会場で開催されている
ため人の密度は濃くなっており，賑や
かな印象をうけました。
　SIRでは毎年COOK社の提供でポ
ケットのたくさん付いた高機能バッグ
が，学会の受付でカンファレンスバッ



行われました。「手技の様子から経皮的
椎体形成術を受けたと思った患者」と
「手技の様子からプラセボ手術を受け
たと思った患者」の比較では，患者が
実際に受けた手技に関わらず，前者が
有意に疼痛緩和されていました。この
ような学術発表を次々に発表していく
Mayo Clinicに対して，感情的で非論
理的な反論の声は徐々に小さくなって
いくような気がします。
　Plenary Sessionとして，2つのセッ
ションで経皮的椎体形成術についての
NEJM論文に対する検証が行われまし
た 6，7）。これらのセッションではMayo 
ClinicのDavid F KallmesがRCTの結
果とその解釈のレビュー，RCTに対
する各々の批判についての反論，そし
て今後の展望を語りました。「9割以上
の患者が適格基準を満たさず，試験に
組み込まれなかった」 「バイアスがか
かっているのではないか」という批判
については，「これはRCTである」と一
刀両断。「131例ではサンプルサイズが
小さい」という批判についても，検出
力を充分に考慮してあることを述べた
上で『あなたも “小さいサンプルサイ
ズ” でRCTをやって椎体形成術の優位
性を証明してください』と反論をして
いました。今回問題となっているRCT
の結果についてKallmesは以下のよう
に総括しました。『経皮的椎体形成術
は圧迫骨折の疼痛緩和に効果がある。
しかし，それは骨セメントの効果で
はない』。そして，今後の展望として
Kallmesは『New Trial，Registration』
と語り，さらに大きな患者群でのトラ
イアルで椎体形成術が有効なサブグ
ループを探し出すこと，Kyphoplasty
等の椎体形成術類似手技，悪性腫瘍，
局所麻酔術などでRCTを行うことな
どを提言しました。NEJM論文のRCT
では，プラセボ手技がファセット関節
やトリガーポイントへのブロックとし
て機能している可能性があります。こ
れはSham手術ではなく，経皮的椎体
形成術に比較して less toxicな別の IVR
手技～Control interventionと考えるこ
ともできます。このような考えから局
所に麻酔のみを行うControl interven-
tionと通常のVertebroplastyとのRCT
が既に計画されているとのことです。
ディベートセッションでは聴衆がどち
らの演者を支持するかをリモコンで投
票するのですが，Kallmesの論理的で
巧みなプレゼンテーションは，聴衆の
60％の支持を集めていました。

　米国において経皮的椎体形成術は年
間18万手技も施行されており，「やりす
ぎ」感が否めません。今回の論文は，
経皮的椎体形成術の適応基準を見直す
きっかけとなりそうです。米国のガイ
ドライン集であるUpToDate v.17.3で
は，圧迫骨折の治療について経皮的椎
体形成術は「not recommend」と記載
されるようになりました。

椎体形成術に関するその他の学術発表
　前述のように否定的なRCTの結果が
発表され今後の動向が気になる経皮的
椎体形成術ですが，経皮的椎体形成術
に対する肯定的なRCTの結果も発表さ
れました。Primary Endpointを1ヵ月
と1年後の疼痛，Secondary Endpoint
を経済性として，保存的治療と椎体形
成術を比較したRCTであるVERTOS 
Ⅱ7）では，椎体形成術が保存的治療と
比較して疼痛緩和に優れている結果が
示されました。実はVERTOSⅡの前
に行われたVERTOS 8）では，保存的治
療に比して椎体形成術の即効性が証明
されたのですが，3ヵ月後にはQOLと
疼痛に保存的治療との有意差がありま
せんでした。そこでVERTOSⅡでは
臨床成績と「経済性」も評価すること
で，椎体形成術の即効性が入院期間を
短縮し，医療費節約の可能性を評価で
きるようにデザインされていました。
ところがVERTOSⅡにおける経済性
の評価結果は経皮的椎体形成術が保存
的治療よりも2,450ユーロだけ高額で
あったというものであり，考察におい
てQOLの改善を考慮すると妥当なコ
ストであると結論づけられていました。
　小生の所属する関西医科大学から
は，骨粗鬆症性圧迫骨折に対する経皮
的椎体形成術を施行することによって
1ヵ月後に拘束性呼吸障害が改善する
事を証明した前向き研究を発表しまし
た 9）。これは即効性のある疼痛緩和に
よるQOLの改善とは別の観点から椎体
形成術の有用性を証明した発表であり，
高い注目を集めることができました。
　経皮的椎体形成術の巨大な患者群で
の有効性の発表として，骨粗鬆症性圧
迫骨折1,542例での長期成績の報告 10），
多発性骨髄腫792例での報告 11）が発表
されており，どちらも良好な疼痛緩和
効果が示されていました。
　骨粗鬆症性圧迫骨折に対する有用性
を主張する学術発表 7，10）では，NEJM
論文 1，2）を強く意識したプレゼンテー
ションがされていました。しかし保存的

治療vs.椎体形成術とプラセボ手技vs. 
椎体形成術では元々の研究の土俵が
異なるため「保存的治療との比較で椎
体形成術の有効性が証明されたので，
NEJM論文の結果は誤りである」とい
う論理展開には飛躍が感じられました。
　新しいデバイスに関する発表として
は，椎体内でステント状のデバイスを
展開して骨セメント注入の空間を確保
する手法 12）や，先端がカーブしたヘラ
状のデバイスで椎体内にスペースを作
る手法 13）の臨床成績が発表されていま
した。これらのデバイスは骨セメント
の椎体外への漏出予防を念頭に置い
て，椎体内に空間をあらかじめ確保し
た上で骨セメントを低圧で注入するこ
とを目的としたものです。
　椎体形成術について整形外科医から
PMMA系骨セメントは生体適合性が
無い点を指摘されることがあります。
数年前より注目されている生体適合性
のあるアクリル系骨セメントである
CORTOSSについて，従来のPMMA
系骨セメントとの比較を目的として行
われた多施設共同比較試験の結果 14）が
発表されました。3ヵ月後の疼痛と術
直後の身体機能においてCRTOSSが
良好な結果を示しておりました。

三重大学，東海大学の高いアクティビティ
　SIR2010では，日本からも数多くの
学術発表がされていました。特に山門
亨一郎先生率いる三重大学からは3演
題，小泉淳先生率いる東海大学からは
4演題が発表されていました。昨年は
東海大学の小泉淳先生がPoster Award
を受賞されていましたが，本年は東海
大学の橋本毅先生がSVC～右房～IVC
の長さの呼吸性変化についての発表 15）

でPoster Awardを受賞されました。
　私自身を含めて，日常臨床に忙殺さ
れることによって得られる『その場か
ぎりの充実感』に満足してしまい，数
年後に振り返ってみると結局のところ
何も結果を残せていないことが多々あ
ります。これらの施設の高いアクティ
ビティと学術発表に対する優れた指導
力を目の当たりにして，日常臨床の多
忙を言い訳にせずに学術研究に精進し
なければいけないと認識を新たにする
ことができたのが今回の学会参加の最
大の収穫でした。
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