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　今回，IVR学会主催のBayer国際交
流促進制度に幸運にも当選し，コペン
ハーゲンにて開催されたCIRSE2017に
参加させていただきました。
　個人的にも“Midterm results of endo-
vascular total arch repair using in-situ 
fenestration TEVAR for arch TAA and 
chronic type A aortic dissection”とい
う演題で口演発表をする機会があり，
慣れない英語発表ではありましたが会
場からも複数の質問があり，やはり企
業デバイスの開発及び臨床応用が遅れ
がちなこの領域に関しては，日本でも
十分に世界と戦えることを肌で感じる
ことができました。
　主に大血管領域を主体として参加し
たので，ほとんどCIRSE併催である
IDEAS2017への参加でしたが，幾つか
の演題についてご報告させていただき
ます。

1005.3 What’s new–techniques: 
Inner branches

（E.Verhoeven, Nürnberg/DE）
　Aorticデバイスの inner branchに関
するセッション。この領域はon-labelな
デバイスがあるというよりはいずれの
企業デバイスもresearch段階に近い印
象が強く，その tipsを話しているような
印象が強かった。Branchデバイスは，
small aortic archや真腔が狭小化した大
動脈解離ではbranch閉塞のリスクが高
いために適応外となることが多く，そ
のような症例に対してはmain graft内
にbranch部分が存在する inner branch
デバイスの有用性が高く，その臨床成
績が報告された。症例は24症例（男性：
22名，女性：2名，平均71歳）で，適応
はTAAAが18名，pararenal AAAが6名。
Technical successは100％であり38の
inner branchの詳細はRt.RA：7，Lt.RA：
13，SMA：5，Celiac：13であった。
Complicationは，2本の inner branchに

用してみたいデバイスの一つであり，
それぞれの特徴について知ることが
できたのは収穫だったと思う。Inner 
branchは場合によっては腕頭動脈領
域にも使用することができると思うの
で（もちろん適応外ではあるが，右鎖
骨下動脈近位部の動脈瘤に対しては
endovascularでできるメリットは大き
く，EPLを留置した経験がある），様々
な特徴を持ったデバイスが上市される
ことは歓迎したい。

1302.2 Hot Topics Symposium – 
Aorta: Is standard EVAR justified 
outside IFU?

（K.P. Donas, Münster/DE）
　IFU外の症例に対するEVAR成績を
reviewし，EVARの IFUに関して再考
するセッション。一概にhostile neckと
は言っても，すべて似たようなhostile 
neckではなく，幾つかの parameter
（reversed taper，buldgingなど）があり，

parameterを3つ以上持つhostile neck
に関しては type1a endoleakが多く，
またhigh mortality rateであることが示
されていた。またデバイスの世代に関
しては，IFUを遵守している限りでは
治療成績に関して有意な違いは生じな
いことも示された。もちろんproximal 
sealing zoneは最も重要な factorであり，
そこがすべての重要な pointであり，
F−EVARやB−EVARに関しては open 
repairが不適な症例に限るのみであり，
必ずnew generation deviceを用いるべ
きで，endo-anchorは optionとして考
慮しても良いことが述べられていた。
　当たり前といえば当たり前ではある
が，やはり IFU遵守のEVARでは各種
デバイスで良い治療成績が得られるこ
とを改めて報告されると，IFUは重要
だなと再認識した。実際には IFU内で
治療できないことも多いので，その点
で適応が広がった新たなデバイスが誕
生することは IFU遵守で治療できる症
例が拡大することを意味するわけで，
大きな意義があることを感じた。

生じ，腎被膜下出血であり塞栓術を必
要とした。In-hospital mortalityは 0％
で，平均4.5ヵ月の経過観察（短い！！！）
では，6ヵ月後に1本の腎動脈branch
が閉塞し，もう一例はSMAのbridging 
stentに対して追加のbridging stent留
置が必要であった。今回の報告では
open conversionのないことが強調さ
れていたが，Z-stentがbaseであるが
ために，branch部分の形状がdiamond 
shapeになることで多少の landing zone
確保の問題が起きる可能性に触れられ
ていた。
　この領域は日本では自作 scalloping
や fenestrationを行い，必要に応じて
branchを行うことが多い（少なくとも私
の施設では）ので，認可されたballoon 
expandable stentgraftを使うことがで
きない日本ではbridging stentの選択に
苦労することが多いので，このような
デバイスが使えることはやはりメリッ
トであると感じた。

1005.5 What’s new– techniques: 
Iliac side branch devices: which 
is best?

（M.A. Funovics, Vienna/AT）
　EVARデバイスの iliac branchに関す
るセッション。まずは腸骨動脈瘤の成
因に関して，isolated iliac aneurysmは
3～4％，associated iliac aneurysmは
30％であり，open surgical repairはhigh 
mortality lateであることが強調されて
おり，endovascularが1st choice（必要
があれば幾つかのbranch occlusionは
必要となることもあるが）であると述
べられていた。デバイスに関しては，
Zenith branch・Gore iliac branch・
JOTEC E-iliacの3種類が紹介されてお
り，それぞれの詳細について述べた後
に，pitfallについても触れられていた。
日本人にはなかなか適応になりにくい
デバイスではあるが，機会があれば使
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minimum invasive surgeryであるstent 
graftのoveruseの可能性についても触
れられていた。要は frailtyも重要であ
ろうということだろう。他，stentgraft 
planningやoptimal set upとしてhybrid 
ORで行うこと（それはそうだと思う），
bailout techniques，他reduce lower limb 
ischemiaとして rapid iliac reperfusion
（一度大径シースを抜いて縫合を軽く締
め，下肢へ血流を定期的に流すこと）
が推奨されていた（手技が長くなってい
る時には皆やられているとは思うが）。

1405.1 Emergencies – how to 
manage the complex acute 
case: ruptured aneurysm

（M. Malina/GB）
　演者の施設の臨床成績の報告が主体
であった。
　演者の施設では，elective caseは97％
がendovascularで，ruptured caseでは
100％がendovascularとのことであり，
まさに今は“endovascular era”といっ
た雰囲気がにじみ出る講演だった。
　rAAAに対するEVARの利点として，
quick procedure，less surgical trauma
などが挙げられ，contraindicationに
至ってはNONEであった！
　No neck unstable patientに関しては
開腹graft置換をせざるを得ないかもし
れないが，high mortality rateであり，
chimneyなどを駆使してもendoで治療
したほうが良いといっており，rAAA 
caseでopen surgeryなんてありえない
という「endoの申し子です」的なメッ
セージを発信していた。

2103.4 A bad day in the angio 
suite – TEVAR
　トラブル症例の提示のセッション。
　症例は56歳男性（しかも医師）。60㎜
のTAAAに対してbranched TEVARが
計画されており，Zenith T-branchが選
択された。
　Deployの際にはmarkerを確認する
が， マークが視認しづらくgraftが途
中でねじれていることに気がつかない
ままdeploy…。案の定，SMA branch
が背側に向いており，「どうすればよい
か？」というvoting timeもあった。結
局，celiac trunk branchからSMAを選
択し，RAは右から左を・左から右を
選択し，celiacに関しては選択が難し

1302.3 Hot Topics Symposium 
– Aorta: Should individualized 
follow-up after EVAR be the 
standard of care?

（J.C. van den Berg, Lugano/CH）
　EVAR術後の follow-upに関するセッ
ション。Typical surveillanceとして
15months毎のCTが行われるものの，
tri-phase CTでは15mGyもの被ばくが
あり，最適なmodalityについて検討が
行われていた。とはいうもののCTは
size，endoleakなど多くの情報が得ら
れるので，他のmodalityとの比較検討
が必要で，JVS 2013;57:1506が引用さ
れていた。Which modality is best?と
いうことでは，duplex scanを routinely
として，additionalにCTを追加するの
が reasonableという結論ではあったが，
Should individualized follow up after 
EVAR be the standard of care ?と締め
くくられていた。
　EVAR術後 follow−upに関しては難
しい問題で，慢性期では単純CTを主
体として，拡大傾向などがある場合に
造影CTを追加するのが現時点では最
も reasonableではないかと個人的には
思っている。

1302.4 Hot Topics Symposium– 
Aorta: Is it justified to treat old 
and frail patients with TAAA en-
dovascularly?

（E. Verhoeven, Nürnberg/DE）
　いわゆるTAAAに関する話題。
　F- or B- TEVARが1st treatment option
であることが示されており，technical 
successが 95.7％であり，30-day mor-
talityが 6％とのこと。死因はAMI，
MOF，stroke，MOF with mesenteric 
embolization，rupture of distal aorta，
intra-Op ruptureであったとのことが
示された。
　Spinal cord ischemiaは30％paraplesia
であり，OSは5年で70％と real world
なデータである印象を受けた。Target 
vessels patencyは5年で95％。
　Ways to maximize outcomeという
ことで，learning curveが重要であり，
手術時間はもちろんのこと，幾つか
の factorに関しても有意な差があるこ
とが強調されていた。そこでいわゆる
“octogenarian”に関しては“high-risk 

patient”群とは異なる経過をたどり

く，celiacをcoil塞栓し，branchをplug 
closureで対応していた。Audienceか
らはgraft patencyの問題もあるので，
open conversionをすべきではという意
見もでていた。Take home pointとして
は，当たり前ではあるが，graftを捻ら
ないこと・SMA及び片側RAを必ず確
保することが挙げられていた。Haulon
のようなhigh volume centerの熟練Dr
でもこのようなトラブルを生じること
もあるので，気をつけた手技をしてい
きたい。

P-11 Cutaneous fistolization of 
an ascending aortic pseudoan-
eurysm after Bentall surgery: 
endovascular repair using the 
Amplatzer muscular septal oc-
clude device

（M.A. Tipaldi/IT）
　Bentall術後の前縦隔仮性動脈瘤に
対するplug塞栓の報告。画像を見る限
り，graft perforationであり，jet状の血
流が仮性動脈瘤内へ認められていた。
　85歳男性で，前胸部腫脹にて発症。
7㎝の仮性動脈瘤が認められており，
proximal suture lineから 5㎜程度離
れた位置に jetが認められた。造影用
アクセスとして femoral approachで，
occluder deviceは axillary accessにて
9Frを挿入した上で，15-7-10㎜のデバ
イスを挿入して治療し，1年後 follow-
upではサイズ縮小が得られた。
　基部 Aor taや心臓内の IVRは日本
ではあまり積極的に行われることが
ないが，多くはAVP2を用いて治療を
行っており，弁置換術後の弁周囲逆流
（paravalvular leak：PVL）に対する血
管内治療が胸部外科領域での脚光を浴
びつつあり，先日の札幌で行われた胸
部外科学会では第1回PVL研究会が立
ち上げられるなど，今後の発展が見込
まれる領域である。

P-15: Interventional management 
of perforated aortic replacement 
conduit

（A. Awwad/GB）
　P-11と同じような症例。78歳男性
でCABG・Bentall術後で，coronary 
graftからperforationを起こしており，
巨大な仮性動脈瘤を形成していた。左
鎖骨下動脈アクセスでAVP2を用いて
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cap technique（2nd discで挟むのでは
なく，disc間の細い部位で塞栓する）に
て治療を行い，翌日に退院した。P-11
と合わせて，これらの症例に対する
plug closureはpermanent therapyには
向かないこともあるが，bridge to open 
conversionという意味での bridging 
therapyとしての役割は大きいと考え
られる。

P-6: Mid-term outcome of type I 
endoleak embolizations

（V. Pavlidis/GB）
　Type1 endoleakに対する治療報告。
Single centerの2010～2016年の報告で，
29pts（24 males，5 females），type1a：
26・type1b：3例で合計33 procedure。
平均瘤径は7.7㎝で，EVAR術後より平
均663 daysでの手技であった。Onyx単
独が18例・Onyxとcoilが14例・コイ
ル単独が1例であり，全例で良好な結
果が得られており，coilとOnyx両方を

使用した症例で成績が良い傾向が認め
られた。

P-9: Percutaneous aortic fenes-
tration: why, when, and how to 
do it

（U.G. Rossi/IT）
　Complicated dissectionに対する
TEVARが広く受け入れられつつある
状況ではなかなか fenestrationを施行
する機会がないが，それに関するhow 
to do it。
　基本的に緊急手技であり，indication
としてはいわゆるmalperfusionが最
も大きな理由であり，他にも branch 
vessel patencyを保つ必要がある場
合が適応となる。Procedureとして
は，IVUSガイド下にてcurved needle
（Brocken brough）にて穿刺を施行し，

20㎜ balloonにて fenestrationを行う。
Endopointとしてはpressure gradiant
が5mmHgと述べられていた。

　最終日はコペンハーゲンから電車で
スウェーデンのMalmöに行き，Vascular 
Center，Skåne University Hospitalを見
学しました。一緒にCIRSEに行った小
野澤先生が留学されていた施設であり
Dr. Timothy A. Reschに色々と施設を
案内していただきました。さすがデバ
イス天国であるヨーロッパであり，デ
バイス棚の品揃えは夢のようなもので
あり，ここで働いたらさぞ楽しいだろ
うと妄想していました。来年（2018年）
の6月末にはCritical Issues in Aortic 
Endografting 2018がMalmöで行われ
るので時間とお金があれば是非再訪し
たいと思っています。
　末筆ではありますが，このような
機会をいただいた IVR学会及びBayer
国際交流促進制度に感謝いたしており
ます。
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