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　今回，Bayer国際交流促進制度を利
用し，CIRSE 2017に参加させていただ
きましたので，ここに報告させて頂き
ます。
　今回のCIRSEは北欧デンマークの首
都コペンハーゲンで9月16～20日の期
間，開催されました。9月のデンマー
クは若干肌寒くはありましたが，幸い
開催期間中は天気にも恵まれ，非常に
よい環境下で学会に臨むことができま
した。
　CIRSEのプログラムはInterventional 
oncology（IO）のセッションと IDEASを
中心としたVascular Interventionのセッ
ションとに大きく分けられていますが，
私が普段の臨床で IOを中心に行ってい
ることもあり今回は IO関連のセッショ
ンにのみ参加してきました。
　そのため本報告では，IO関連のト
ピックを中心に，CIRSEでの印象をい
くつか記載させていただきます。

Ablation関連
Microwave ablation（MWA）
　MWAはRFAと比較して治療時間が
短く，より広範囲の焼灼が可能で，腫
瘍内をより高温にできるなどの特徴か
ら今後日本でも症例が増えてくるであ
ろうと予想されます。Medtronic社に
よる satellite symposiumでは肝・肺・
腎について，それぞれ100人を越える
規模での比較的良好な局所制御と安全
性が報告されていました。同社のシス
テムでは良好な球状焼灼が可能であり，
事前のシミュレーションなども含め扱
いやすさが特に強調されていました。
　その一方で，Oncologyセッションで
はLausanne University Hospital（スイス）
のN. Vietti Violiらが 4㎝以下のHCC
に対するMWAとRFAのRCT（n＝152）
を報告していました。結果はprimary 
endpointである2年間の局所制御率を
はじめとし，治療効果・安全性ともに有

必発であっただろう病変に対して IRE
を行い合併症なく良好な局所制御が得
られた症例も提示されていました。賛
成側の演者は，そもそも手術もRFAも
不適とされる症例が IREの適応であり，
真の比較対象は IREでなく体幹部定位
放射線治療（SBRT/SABR）であると結
論づけていました。
　Oncologyセッションでは同演者か
らCOLDFIREⅡに関してもう少し詳
しいデータが報告され，先程のような
結論をもとに結腸癌肝転移に対する
MRガイド下定位放射線治療とのRCT
（COLDFIREⅢ）が進行中と発表され
ていました。
　個人的な印象としては肝腫瘍に対し
ては手術もRFAも不適とされるような
限定的な症例であれば，IREを考慮し
てもよいのではという程度の認識が妥
当なように感じました。ただ，そのよ
うな限定的な適応状況で，高価な治療
機器・煩雑な手技・全身麻酔が要求さ
れる IREの使用が今後普及していくか
には疑問符がつきます。
　IRE関連の明るい話題としてはOn-
cologyセッションで免疫関連での有用
性が示唆されていましたが，そちらに
ついては後述させていただきます。

SIRT/TARE関連
166Ho
　90Yに関してはHCC・転移性肝腫瘍
ともに大型トライアルの結果が概ね出
揃い，いくつかのセッションで議論が
なされていましたが，いずれのトライア
ルでもOSで優位性を示すような強い
成果をあげることができず，その原因
の検討や好意的な解釈法について各演
者から様々な討論が行われていました。
　そのような検討の中に，99mTc−MAA
での事前評価が実際の90Yの分布と乖
離しているため（粒子径が細かく，重
さも違うため肺シャントを過剰評価し
てしまう可能性が高い）十分な治療量
を投与できていないせいだという考え
方がありました。この点を克服するこ
とが期待されるあらたな核種として，
Termoによる satellite symposiumを中
心に166Hoが取り上げられていました。
　166Hoはそれ自体がparamagneticで
ありMRIで評価可能であること，β線
と同時にγ線も放出するためSPECTで
評価可能であることから，90Yに見ら

意差がないというものであり，MWAの
優位性を示すことはできませんでした。
　現状，HCCにおいては積極的にRFA
をMWAに切り替える根拠は乏しいと
いう印象ではありますが，先述のRCT
は4㎝以下を対象としているものの解
析では腫瘍の平均径が2㎝を切ってお
り，特に大きな腫瘍に対する有用性を
うたっているMWAの優位性を完全に
否定するものではないため，大型HCC
を対象とするなど特定の状況下でのさ
らなる評価が必要と感じました。

Irreversible electroporation（IRE）
　IREはnon−thermal ablationであり，
血管・胆管・消化管などの構造にダ
メージを与えず腫瘍のみを細胞死（ア
ポトーシス）させる治療法として，特
に局所進行膵癌や肝中枢領域腫瘍への
ablation法として注目されてきました。
欧米諸国では症例の蓄積が進んでいる
ようであり，いくつかの報告やディス
カッションがなされていました。
　Controversies in IOセッションでは
肝中枢側病変への治療法として IREが
勧められるか否かについて，反対側と
賛成側にそれぞれ演者が立ちディス
カッションが行われていました。反対
の意見としてはKlinikum Munich（ドイ
ツ）のT. Helmbergerらから，RFAの蓄
積されたデータを越えるほど治療効果・
安全性上の優位が乏しいという，各種
論文報告をもとにしたプレゼンテー
ションがなされました。賛成意見はVU 
University（オランダ）のM. Meijerink
らから，結腸癌肝転移に対する IREの
phase2bトライアル（COLDFIREⅡ）の
データをもとにプレゼンテーションが
なされました。COLDFIREⅡの重症合
併症例としてやはり理論的には起きな
いとされている胆管閉塞や門脈血栓を
来した症例が提示されていましたが，
その一方でRFAでは胆管や門脈狭窄が
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ト阻害剤が効きにくい腫瘍として知ら
れている膵癌においては，いかに免疫
反応を引き起こすかが重要なトピック
ですので，少数例での報告ではありま
すが IREと免疫チェックポイント阻害
剤などのcombination therapyが今後治
療法として検討されるための布石とし
て可能性を感じる内容でした。
　また，各演題の主テーマではないも
ののAblation領域を中心に，IO関連
の免疫反応がスライドの一部として登
場する機会は多く，引き続き関心の強
さを印象付けられました。放射線治
療領域では一般的となった「Abscopal 
effect」は，IO領域でも周知のフレー
ズとなった印象があります。
　局所療法である IOのsystemic effect
はもちろんプラス面だけでなくマイナ
ス面も知られており，真剣に評価・対
処していかなければならない時期にさ
しかかっているのかもしれません。

その他
　その他の演題で個人的に興味を抱い
たのはOncologyセッションでのSt.Eloi 
University（フランス）のGuiuらによる，
肝切除前の塞栓術として経皮経肝門脈
塞栓（PTPE）と同時に経皮経肝肝静脈
塞栓を行うという発表でした。10例と
少数例での retrospective studyでした
が，特に合併症なくALPPSと同程度の
Future remnant liver（FRL）の増大速度
を示し，99mTc−Mebrofeninシンチで
も7日で66％の機能上昇を認めたとい
う良好な結果を報告していました。肝
静脈はVascular PlugとPurefill glueで

れたような不正確な分布評価が理論上
起きないとされています。実際の治療
ではまず投与量の 10％の 166Hoをカ
テーテルから投与し，肝内の分布・肺
や他臓器へのシャントの有無と肝内の
分布を評価し，その後残りを治療量と
して投与するという流れで行われてい
るようです。99mTc−MAAでは肺シャ
ントありと判断された症例でも評価量
166Hoでは肺シャントを認めず，実際
に治療量を投与した後に肺への分布を
認めなかった症例などが報告されてい
ました。
　166Hoに関しては肝転移に対する
phase2トライアル（HEPARⅡ）が終わっ
た段階であり，このような理論上の優
位性が臨床上の優位性にどの程度結び
つくのか，さらなるRCTなどの続報に
注目する必要があると感じました。

免　疫
　今春ECIO 2017に参加させていただ
いた際，ヨーロッパでの免疫への関心
の高まりを強く感じました。今回の
CIRSEでも免疫関連の発表が多数ある
かと期待していましたが，免疫を主と
した口頭演題は，Oncologyセッショ
ンでのVU University（オランダ）のH. 
Schefferらによる IRE関連報告しかあ
りませんでした。
　同報告は膵癌に対して IREを施行し
た10例で末梢血での免疫状態の変化を
解析したものですが，腫瘍特異性T細
胞の上昇が観察され，上昇を認めた症
例ではOSが長い可能性が示唆されま
した。昨今話題の免疫チェックポイン

塞栓しており，日本ではそのまま適応
することはできない手技ではあります
が，PTPEのみではFRLの増加が不十
分な可能性が高く切除不能となってし
まいそうなハイリスク症例に対しては，
このような方法も一考の価値があるの
ではと感じました。

まとめ
　IO関連ではcutting edgeとなるよう
な話題や新規治療法の発表はありませ
んでした。上述させていただいたよう
に，ここ数年海外で話題になっていた
治療法についてある程度データが集積
され，今後の治療指針をどのようにし
ていくか検討する時期にさしかかって
いる印象です。
　今回の報告では特に取り上げません
でしたが，症例報告レベルでは特に
non−vascular領域でぎょっとするよう
なアクロバティックな症例も多々見ら
れ，手技レベルでも海外に負けないよ
うな IVRを日々達成していかなければ
いけないと，決意を新たにしました。
　また，初日には国立がん研究セン
ター中央病院の荒井保明先生が長年の
功績からDistinguished fellowとして表
彰され，会場内から大きな賞賛を受け
ていました（写真，Gerard Goh先生の
ご厚意による）。その他，日本からも
質の高い口頭発表やポスター発表が多
数なされており，大きな刺激を受ける
ことができました。
　最後に，このような機会を与えて下
さった IVR学会の皆様，Bayer社にこ
の場を借りて改めてお礼申し上げます。
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