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はじめに
　この度，日本 IVR学会Bayer国際交
流促進制度の助成支援を賜り，2017月
3月4日から9日まで，ワシントンDC
において開催された Society of Inter-
ventional Radiology（SIR）2017へ参加
の好機を得ました。ここに会期中に開
催された数あるプログラムの中から自
身が聴講したセッションを中心に，下
記の通りご報告を申し上げます。

Deep Vein Thrombosis- Putting 
Patients First
 今回，待望のAcute Venous Thrombo-
sis : Thrombus Removal with Adjunc-
tive Catheter－Directed Thrombolysis
（ATTRACT）studyの結果が発表された。

ATTRACT studyは，深部静脈血栓症
（Deep vein thrombosis：DVT）に対す
る治療として，692症例を対象とした
経カテーテル的血栓溶解療法と抗血栓
療法のランダマイズ化比較研究である。
第一選択治療として静脈血栓後症候群
（postthrombotic syndrome：PTS）の予
防に関しても，統計学的な有効性の有
無を検討している。本研究はNational 
Institutes of Healthを主として，SIR 
Foundationと 4つの企業（Boston Sci-
entific，BSN Medical，Covidien（now 
Medtronic），and Genentech）から助成
を得ている。2年間の結果では，深部
静脈血栓症のほとんどの症例において
は，経カテーテル的血栓溶解療法の介
入なく，抗血栓療法単独による治療が
推奨されることが示された。また，経
カテーテル的血栓溶解療法を施行した
症例が，抗血栓療法単独群と比較し，
治療開始初期30日間の下肢の腫脹や
疼痛を緩和し，中等度から重症のPTS
が発症しにくいことは示唆された。し
かしながら，研究代表者であるSuresh 
Vedantham医師によると，今回の結果
は，経カテーテル的血栓溶解療法が，

症例であった。リンパ漏出部位や病因，
性別，年齢は二群間において差異はな
かった。乳び胸の漏出機序，部位，手
技時間，技術的成功および臨床的成功
について検討した結果，リンパ節直接
穿刺法を用いた場合には足背切開法よ
りも60分以上も総平均手技時間が短縮
され，手技的および臨床的成功は同等
であった。合併症については，二群間
で有意差は認めなかったが，足背切開
法群では下腿浮腫や創部感染症が3症
例で認められたが，一方，リンパ節直
接穿刺法群では全く認めなかった。本
邦においてもリンパ系 IVRを行ってい
る施設は限られてはいるが，迅速かつ
有効な手技であることを実感した。

Beat the Obesity（Distinguished 
Abstract）
　近年の肥満に対する IVR治療の適応
と活発な討論を目の当たりするたびに，
ここはアメリカであると再認識する。
　肥満治療の IVRの一つが，経カテー
テル的胃動脈塞栓術である。重症肥満
患者を対象として，300～500㎛のエン
ボスフィアを用いた胃動脈塞栓術にお
ける6ヵ月から12ヵ月の安全性と有効
性が示された。治療後12ヵ月の時点
においても，体重減少の効果が持続す
る。Beat the Obesity研究として，今
後長期成績が期待されている。
　胃に対する低電圧パルス電場治療が，
減量効果をもたらすのではないか，と
いう興味深い発表も行われた。グレリ
ン（ghrelin）は，胃から産生されるペ
プチドホルモンで，下垂体に働き成長
ホルモン（GH）分泌を促進し，また視
床下部に働いて食欲を増進させる働き
を持つ。低電圧パルス電場が，胃底部
のグレリン産生内分泌細胞を焼灼する
ことによって，減量効果を期待できる
という治療である。今回の発表では，
低電圧パルス電場は，安全かつ低侵襲
な治療であり，選択的に胃底部の内分
泌細胞を焼灼でき，体重減少をもたら
すことができるとの結語で締めくくら
れた。

Emerging IR Therapies
　血管系および非血管系に関わらず，
多岐に及ぶ疾患に対して，特に良性疾
患に対する新たな低侵襲治療を確立す
るために，さまざまな画期的な治療が

PTSの発症を予防するという統計学的
な有意差を示したものではない，と述
べている。抗血栓療法を行った 40％
の症例がPTSを発症し，下肢の疼痛や
腫脹のために，例えば歩行という基本
動作にも支障をきたすというデータが
ある。DVT治療に対する治療戦略は，
PTSの発症を含めて課題は残されてお
り，更なる治療効果の向上を認めて，
これまでも試みがなされてきた。今回
のATTRACT studyはPTSの発症率や
重症度に関する最新のデータを明らか
にし，また今後さらなるDVT治療の発
展において大変有意義な結果であった。
　静脈血栓塞栓症（VTE）の治療におい
て，従来，わが国では未分画ヘパリン
とワルファリンのみが使用されてきた
が，近年本邦においても，非ビタミ
ンK拮抗経口抗凝固薬（NOAC：novel 
oral anti coagulants）が適応となった。
今後，経カテーテル的血栓溶解療法に
関する更なるエビデンスが求められる
今，その意義は大きいと考える。

Lymphatic IR（Featured abstract）
　ペンシルバニア大学Andrew Kozlov
医師は，外傷性リンパ管損傷の治療に
おいて，リンパ節直接穿刺法によるリ
ンパ管造影および胸管塞栓術 thoracic 
duct embolization（TDE）は，安全で外
科的胸管結紮術の代替治療になりうる，
と研究発表を行った。リンパ節直接穿
刺法は，古典的な足背切開法と比較し，
同等の有効性を示す手法であり，その
上さらに圧倒的に手技時間の短縮を図
ることができる。本研究は，2002年か
ら2016年の間に，外傷性リンパ管損傷
に対するTDE目的に紹介された173症
例を対象に行われた後ろ向き研究であ
る。そのうち，リンパ節直接穿刺法に
よるリンパ管造影とTDEが施行された
のは85症例で，足背切開法によるリン
パ管造影とTDEが施行されたのは88
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カテーテル内閉塞や体内異物の懸念が
なく，また塞栓物質そのものが透視下
で視認性を有するという特徴がある。
Resorbable Microspheresとして，De-
gradable Starch Microspheres（DSM）
－TACEに使用されるEmboCeptⓇS，
Gel－beadsなどは吸収および血管の再
開通の時期をある程度予測できる一時
塞栓物質として大変興味深かった。
　近年の血管内治療の飛躍的な進歩と
発展により，デバイスに関しても多角
的・多面的に考察された新たな製品が
開発されている。最新の治療方法やデ
バイスの適応・性能についての知見を
得ることも，IVR医としての知識や技
術の向上に必須であると実感した。

JVIR Editors' Writing and Review-
ing Workshops
　医学論文の書き方を実践型で学べる
JVIRのワークショップ。JVIR編集長  
Ziv Haskal MD（Professor of radiology 
and medical imaging in the Division of 
Interventional Radiology at the Univer-
sity of Virginia School of Medicine）先
生を初めとして，共同編集者の先生方
と10数名の参加者の少人数制のワーク
ショップである。事前登録が必要。登
録後に2～3編の原稿が配布され，希望
があれば，自身の草稿を取り上げても
らうことも可能である。レビューアー
の先生方を中心に査読や細かい改善

展開されている。
・ 多汗症に対するCTガイド下chemi-

cal sympatholysis
・ 保存療法に抵抗する運動器疼痛症状
に対する経動脈的微細血管塞栓術
（Transcatheter arterial micro embo-

lization : TAME）

Venous Insufficiency
　Meet the expertsのセッションの一
つである本セッションは，静脈機能不
全症に対する最新の治療方針に関して
パネルディスカッションが行われた。
比較的小グループでの本セッションは，
会場の参加者からも，日常診療で悩ま
しいケース，現在の診療報酬制度や社
会的背景に即した治療選択に関しても，
活発な質疑応答が行われた。Thermal 
therapyおよびNon－thermal therapyの
双方の長所および短所，また適応症
例に関して学ぶことができた。また
Nonthermal therapyとして，Medtronic
社のVenasealTMや，BTG International 
Inc.社のVarithenaⓇ（polidocanol inject-
able foam），Vascular Insights，LLC社
のClariVeinⓇOC等，新たなデバイスが
次々と採用となる中で，実際の臨床の
現場での普及状況やVein Clinicの現状
を垣間見ることができた。米国と日本
とのデバイスラグを感じることは常で
あるが，しかしながらデバイスラグが
ある中で，日本の医療制度や医療レベ
ルは高い水準を保持していると考える。

Best of GEST：Embolization Van-
guard
　Jafar Golzarian，MD（Professor，
Department of Radiology and Surgery，
University of Minnesota）先生のご講演
‘What is New in the World of Embolics 

and Microcatheters’では，血管内治療
用デバイスの中でも，マイクロカテー
テルおよび塞栓物質について知識を深
めることができた。GEST2007時点と
GEST2015時点を比較すると，末梢血
管治療用マイクロカテーテルの種類は
3倍以上にもおよび，GEST2015時点
では100種類以上の製品が存在する。
ステアリングマイクロカテーテルやマ
イクロバルーンカテーテル等，日本で
薬事承認されているデバイスも取り上
げられた。新しい液体塞栓物質である
EASYTMやPHILTMは，接着性は有さず，

点，投稿するに当たっての留意点や要
点，研究デザインの構築方法等を学ぶ
ことが出来る。小会議室にサークル状
に準備された席は，ほぼ定員分のみで，
前のセッションが押していて時間ぎり
ぎりで入室した私は編集長先生の両
サイドしか空いておらず，‘Welcome! 
Here is your seat!’と迎え入れて頂き，
恐れ多いことに硬直しながら隣の席で
聴講したことは一生忘れられない。

Practical Approach to CO2 in the 
IR Suite
　Educational Pathway（Practice Devel-
opment）のセッションの一つである。
血管撮影におけるCO2使用の適応，禁
忌，安全な注入方法，陽性造影剤との
違いなどについてのレクチャーである。
Oppenheimer先生らにより 1956年に
初めて，血管造影の際の造影剤として
CO2の使用が報告されて以来，その有
用性から IRにおいて安価で，細胞毒性
がなく，アレルギー反応を起こさない
優れた造影剤として活用されている。
イオン造影剤と比較し，腎毒性がない
ことからシャットPTA時にも残存機能
の症例に適していること，ヨードアレ
ルギーの症例にも使用できるという利
点がある。またその浮遊性や低流速性
から，ヨード造影剤とは異なる挙動を
示すことも，適応症例により長所とな
り得る。またCO2は溶解性であるため，
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一回投与量の上限はあるが時間をおけ
ば，一症例あたり（/body）の総使用量
に制限がないのも長所であると述べら
れていたが，少々不安を感じたのは事
実である。
　短所としては，2010年の JVIRの症
例報告にあるように，一過性の見当識
障害や徐脈を来しうることや，シャン
トPTAの際にも静脈側からの造影にの
みに使用すること，卵円孔開存などの
症例には留意することなど，IRでCO2

を使用する際に必ず知っておく必要が
ある。その他に，刺激性があるため撮
像時に予期せぬ患者の動きによりアー
チファクトを生じる可能性があり画像
の質への懸念や，患者の自覚症状とし
て造影部位の不快感・疼痛，血管攣
縮を生じるが一過性である等，使用
に際しては熟知する必要がある。ま
た，私の知る限り日本では，医療用
炭酸ガスボンベに三方活栓をつけて直
接シリンジにCO2を取り，カテーテル
に接続しているが，血管造影のための
炭酸ガス専用のインジェクターシス
テムが存在することを知った。Angio 
Advancements社のMedical Gas Man-
agement and Delivery Systemという
製品で，カテーテル内容物と気体の圧
較差による圧出を防ぎ，またカテーテ
ルと炭酸ガスボンベが一体化された製
品であった。本邦では未承認・未販売
である。

Women-in-IR : Are we making an 
impact?
　Ava Star医師らは，6,887ものSIR会
員のデータベース解析し，そのうち性

であると肯定的に捉え，だからこそ日
本の IVRの未来に担える役割があると
信じて，今後も日々の診療に携わって
行きたいという想いを再認識した。

SynIRgy In-Training Dinner（Sup-
ported by Cook Medical.）
　今年の John Kaufman MD，MS，FSIR
（Dotter Interventional Institute）SIR 

Exective Council and SIR Foundation 
Board of Director先生のご講演では，
Charles T. Dotter先生によるThe First 
Angiographyの映像が流れた。研修医
の時に初めて見たときの感動が呼び覚
まされ，初心に帰る想いであった。何
度見ても感慨深い。もはや，Trainee
の身ではない私であるが，特別なご高
配を賜り，参加の機会を得たことは，
この上なく有難いことでした。本会で
はいつも偶然隣り合わせたTrainee同
士，夢や希望，直面する現実について
も語り合うことが出来，是非若手日本
人医師にお勧め致します。

　末筆ながら，この度の助成金支援
と，平素よりの若手育成にご理解とご
協力を頂いております日本 IVR学会に
心より感謝します。この場をお借り
して厚く御礼申し上げます。本年の
Dotter lecturerで も Training IRs with 
passion，innovationと題されていたよ
うに，今後益々 IVRの発展と，更に多
くの若手医師同士とも情熱を共有でき
れば幸甚に存じます。

“See you in Los Angeles !”

別が判明した登録情報のなかで，305
名の医師が研修期間中の女性医師であ
るのに対し，現在臨床に携わっている
女性 IVR医は226名であったと発表し
た。つまり約3％。我々は，なんとい
う希少生物であろうか。Women in IR 
会長のMeridith J. Englander医師は，
これまでの結果ではSIR女性医師は約
10％と報告されてきたが，今回はこれ
を大きく下回る結果となった。これは，
性別が判明しない会員情報も含まれて
いるためであろうと述べた。
　しかしながら一方で，SIR医学生会
員の 23％が女性であり，これは放射
線科レジデントの27％が女性医師で
あることに匹敵するという結果であっ
た。女性医師に限らず，会期中にも次
世代への IRのプロモーション活動は
非常に活発で，SIR全体での会員数が
7,000を超え，さらに医学生会員も飛
躍的に増加している。若手育成・若手
支援が活発であることは，現在および
未来の IVRにとって望ましいことであ
り，医学教育においてはやはり相変わ
らず米国の制度は確立されていると実
感した。
　女性の社会進出について，列国議会
同盟（IPU）のデータによれば，日本の
国会議員に占める女性の割合は10％
未満であり，日本は先進国の中でも，
民主主義国家の中でも最低ランクの国
の1つだが，日本の IVR女性医師率は
いかほどなのであろうか。数値に表れ
なくとも，極稀であることは想像に容
易い。いずれにしても，女性であるこ
と，日本人であること，いかなる側面
も，Minorityと認識するよりもSpecial
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