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　このたび日本 IVR学会の 2017年度
Bayer国際交流促進制度の援助により，
CIRSE 2017に参加させて頂きました
ので，報告致します。
　私は医師12年目の放射線診断専門
医，IVR専門医で徳島大学病院ならび
にその関連病院で勤務してきました（気
がつけばもう若手ではなく，中堅とい
われる世代になってしまいました）。興
味のある分野はoncology IVRで，現在
までは特にTACEに情熱を傾け診療を
行ってきました。しかし，近年はHCC
の減少によりTACE件数が激減してお
り，今後も IVR医として生きていくた
めに新たな分野を開拓する糸口を掴み
たいという思いもあり，今回のCIRSE 
2017に参加しました。
　私自身，CIRSEは初参加でしたが，
今回は帝京大学の近藤浩史教授のご厚
意により，「チーム帝京」の一員として
ご一緒させて頂きました。なお今回，
帝京大学からは7演題が登録されてお
り，演題採択率は100％とのことでした。
　今回のCIRSE 2017はコペンハーゲ
ン郊外のBella Centerで9月16～20日
の5日間開催されました。会場は市内
中心部とメトロで結ばれており，移動
は比較的スムーズでした。ただし，北
欧ということもあり，物価は日本と比
較しても非常に高く，500㎖のミネラ
ルウォーターが日本円で400～500円で
販売されているような状況であり，懐
には厳しい国でした。
　学会では，初日のOpening and Awards 
Ceremonyで国立がん研究センター中
央病院の荒井保明先生がDistinguished 
fellowとして表彰されておられました。
また，3日目のシンポジウムのcTACE，
technique standardisation & safetyにお
いては福井県済生会病院の宮山士朗先
生の論文が数多く引用されており，演
者が「Miyayama」と連呼していたこと
はこの分野では毎度のことですが，非

す必要があると感じられた。

P-127
C-arm cone-beam computed 
tomography in interventional 
oncology technical aspects and 
clinical applications.

（E. Fumarola/ITA）
　Cone－beam CT，Philips社製のEm-
boguideやX－per guideを実臨床で使用
した症例のレビュー。HCCに対する
TACEはもちろんのこと，腎AMLにも
使用した症例が報告されていた。

【まとめ】私も2017年11月より外勤先
の病院にてPhilips社製のEmboguide
を使用しているが，HCCに対する
TACE以外にも臨床的に有用な症例は
あるものと考えられ，今後の参考と
なった。

P-235
Concurrent N-butyl cyanoacry-
late embolization and endovas-
cular aneurysm repair（EVAR）
can reduce the risk of endoleak 
and reintervention compared 
with conventional EVAR 

（Y. Watanabe/JPN）
　国立循環器病センター発。
　EVAR後の type Ia，II endoleakのリ
スクと re－inter ventionの減少を狙っ
たNBCA併用EVAR（NBCA－EVAR）と
conventional EVAR（c－EVAR）を後方視
的に検討したもの。
　NBCA－EVARの方法は，まず4Fr.カ
テーテルを動脈瘤内に挿入，従来通りに
型の如くEVARを施行，ステントグラフ
ト展開後に4Fr.カテーテルよりNBCA－
Lipiodol（1：4）を動脈瘤内に注入する。
NBCA－EVAR群73例とc－EVAR群209例
をendoleakの出現，sacの増大の有無，
re-interventionの必要性の項目で検討
した結果，いずれの項目でもNBCA－
EVAR群の方が有意に低く，さらに
NBCA－EVAR群での re－inter vention
は0％であった（15.3％ vs. 30.95％ P＜
0.01，0.39％ vs. 18.36％ P＜0.01，0％ 
vs. 21.3％ P＜0.01）。

【まとめ】非常に有用な方法であり，今
後はendoleakを見つけてから治療する
のではなく，endoleakをいかに出現
させないように治療をするかが問題と
なってくるものと考えさせられた。

常に印象的でした。
　以下，学会の中で特に印象に残った
演題について報告致します。

2502.4
Transarterial embolization
Knee osteoarthritis

（Y. Okuno/JPN）
　オクノクリニックの奥野先生による
運動器カテーテル治療（TAME）につい
ての講演。今年は膝関節について講
演されていた。内容については本年
JVIRにも掲載されており，ここでは割
愛させて頂くが，会場で配布される IR 
congress newsでも大きく取り上げら
れており，日本以上に世界からの注目
度が高いことを肌で感じた。なお個人
的なことではあるが，私と同世代の奥
野先生が世界の舞台で活躍されている
ことを誇りに思うとともに，自身の励
みにもなった。

2501.1-3
Traumatic splenic rupture
Splenectomy, Proximal emboli-
zation, Distal embolization
　脾損傷の総論的ならびに各論的内容
のセッションであった。Splenectomy，
proximal embolization，distal emboli-
zationに分けてそれぞれ講演があった。
日本ではdistal embolizationが主流で
ある。欧米でも当然distal embolization
を行っているようであるが，AASTで
Grade 4以上の脾損傷で明らかな血管
外漏出像がない場合にはproximal em-
bolizationを行っているようであった。
しかし，講演の中ではdistal emboliza-
tionを行ったといいながら，明らかに
proximal embolizationになっているも
のや，proximal embolizationを行った
後に再出血しているものもあり，混沌
としている印象を持った。今後は本邦
よりdistal embolizationの有用性を示
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P-346
The origin of the last normal 
branch from the feeding artery 
of pulmonary arteriovenous mal-
formations.

（M. Maruno/JPN）
　大分大学発。
　Pulmonary arteriovenous malforma-
tions（PAVMs）の流入動脈の最終分枝に
関する報告。流入動脈の最終分枝より
中枢側で塞栓した場合は再灌流による
再発が問題となる。よって，流入動脈
の最終分枝を認識しておくことが重要
である。この最終分枝をCTで評価し，
さらに血管造影での可視性と比較した。
症例は連続する72 PAVMs/37症例。CT
にて最終分枝評価し，以下の3群に分類
した。sacより分枝しているもの（Sac），
sacのすぐ近位より分枝しているもの
（Junction），sacより 5㎜以上離れた
遠位より分枝しているもの（Proximal 
feeder）。Sacがn＝26（36％），Junctionが
n＝38（53％），Proximal feederが n＝8
（11％）であった。一方，selectiveな肺動
脈造影で最終分枝が指摘できたものは
28/72（39％）であり，内訳は以下であっ
た。Sac 11/26（42％），Junction 14/38
（37％），Proximal feeder 3/8（38％）。
　PAVMsのコイル塞栓時には術前の

P-283
Evaluation of a novel needle 
placement system for CT-guid-
ed liver ablation using an an-
thropomorphic phantom. 

（W.J. Heerink/NED）
　新しいCTガイド下穿刺用のシステ
ムの有用性を検証した報告。Needle 
Placement System（DEMCON，En-
schede，the Netherlands）はCT寝台の
横のレールに設置できる穿刺補助シス
テムでCアーム状の構造をしており，
手動ではあるが任意の角度からの穿刺
が可能である。このシステムの穿刺
実験（n＝24）を3D－プリンタで作成し
たファントムで行い，穿刺の成功率，
穿刺の精度，穿刺の回数，手技時間，
CT撮影回数を完全な手動の穿刺（n＝
24）の場合と比較した。結果は，穿刺
の精度，穿刺の回数，CT撮影回数で
有意差（p＜0.001）が見られ，穿刺シス
テムを使用した方が優れていた。

【まとめ】体表に置く穿刺補助デバイ
スは以前より報告があるが，寝台脇の
レールに固定する方法は新鮮であると
ともにデザイン，機能性ともに優れて
いるようであった。

CTにて流入動脈の最終分枝を同定し
ておくことが再発防止の観点から重要
である。

【まとめ】言われれば当たり前のこと
のように思われるが，これをきちんと
データとして提示しており，素晴らし
い報告である。やはり治療に際しては
術前CTの詳細な評価，加えて治療戦
略のシミュレーションは重要である。

P-436
Real-time 3D virtual target fluo-
roscopic display for challenging 
hepatocellular carcinoma abla-
tions using cone-beam CT.

（O. Sutter/FRA）
　USガイドのみでは穿刺が困難なHCC
に対してUSガイドとCBCTガイドを
併用したアブレーションの報告。術中
にCBCTを撮像，この画像より腫瘍を
targetingし，これをreal－timeに透視画
像上に表示する方法（3D virtual target 
fluoroscopic display：3D－VTFD）。皮
膚刺入部から肝内の途中までは可能な
限りUSガイド下に針を進め，USガイ
ド下が不可能となった時点で3D－VTFD
にて目標まで針を進める。この方法の
有用性を後視的に検討したもの。対象
は2014年の1年間で67 HCCs/53症例，
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保できているもの，Grade DはLipiodol
が集積していない（残存腫瘍）周囲では
5㎜以上のアブレーションマージンが
確保できているが，Lipiodolが集積し
ている周囲でのアブレーションマージ
ンは全くないもの。局所再発率，全生
存率ともにGrade A/BがGrade C/D
と比較して有意に良い結果であった
（p＜0.05）。またGrade AとGrade Bで
局所再発率，全生存率ともに有意差は
見られなかった（p＞0.05）。

【まとめ】cTACE＋RFA時はGrade A/B
を目指すべき，感覚的には当たり前だ
が，データとして提示していることに
感銘を受けた。

P-478
Hepatic arterial embolization 
using cone-beam CT with tu-
mor-feeding vessel detection 
software impact on HCC.

（F.H. Cornelis/USA）
　TACE支援ソフトウェア（TFVDS，
FlightPlan for Liver，GE Healthcare）
の有用性を示した報告。初回のbland－
TAEにおいてTFVDSを使用した群19
結節 /13例とDSAのみを使用した群
25結節/14例で単変量解析および多変
量解析を行った結果，単変量解析では
CRの予測因子はGuidance（TFVDS or 
DSA）（OR 3.85，95％ Cl 1.09；13.67，
P＝0.04）のみであった。またDSA回
数，透視時間，手技時間，DAP，造影
剤使用量の二次解析を行ったところ，
DAPのみで有意差が見られた（149.75 
vs. 227.8 p＜0.05）。

【コメント】TACE支援ソフトウェアの
有用性はまぎれもない事実で，過去に
もいくつかの報告があるが，どのメー
カーのものが一番良いのだろうか。

75 procedures（8 proceduresは焼灼不
十分であったための再焼灼）。Minor 
complicationは2例（2％）でmajor com-
plicationは見られなかった。観察期間
中央値は13ヵ月間。全局所再発率は
22％（15/67 HCCs）であった。全局所
再発のリスク因子は，浸潤性と腫瘍の
局在（肝ドーム下病変）であった。

【コメント】USガイド下のみでは困難
な症例については，そのほかのモダリ
ティも併用して安全に穿刺することが
重要である。

P-421
A modified ablative margin 
assessment system for radiof-
requency ablation combined 
with conventional transarterial 
chemoembolization of hepato-
cellular carcinoma.

（K. Zhu/CHN）
　cTACE＋RFA時のアブレーションマー
ジンについて評価した報告。Lipiodol
集積とアブレーションマージンの関係
を画像上で以下の4群にわけて，各群
での局所再発率，全生存率を比較し
たもの。177症例で，腫瘍径の中央値
3.3㎝（2.0－5.0㎝），観察期間の中央値
44ヵ月（7－96ヵ月）であった。Grade A
は腫瘍の全周性に5㎜以上のアブレー
ションマージンが確保できているもの，
Grade BはLipiodolが集積している周
囲では5㎜以上のアブレーションマー
ジンは確保できていないが，Lipiodol
が集積していない（残存腫瘍）周囲での
アブレーションマージンは5㎜以上確
保できているもの，Grade CはLipiodol
が集積していない（残存腫瘍）周囲での
アブレーションマージンは5㎜未満だ
が，Lipiodolが集積している周囲での
アブレーションマージンは5㎜以上確

P-550
Prophylactic temporary occlu-
sion of the cystic artery using a 
detachable coil during Y90 radi-
oembolization.

（J.W. Choi/KOR）
　胆嚢動脈をデタッチャブルコイルに
て一時的に閉塞し，radioembolization
を施行する手技を評価した報告。症例
は9例，胆嚢動脈が肝動脈遠位（区域枝）
から分枝するもの。プランニングは
DSA，CBCT，99mTc－MAAで施行し
た。胆嚢動脈の一時的な塞栓はデタッ
チャブルコイル（Interlock：Boston 
Scientific，Natick，MA）で施行，マイ
クロカテーテル内に1㎝程度残し，離
脱しないようにした上で，これより
中枢側にもう1本マイクロカテーテル
を挿入し，radioembolizationを施行し
た。2名の核医学専門医がプランニン
グ時の99mTc－MAAのuptakeとY90の
uptakeを評価した。結果は，99mTc－
MAAとY90のuptakeで有意差が認め
られた（4.3 vs 0.90％ P＝0.004）。また
これによる合併症はなく，術後は全例
において胆嚢炎を疑うような所見は認
められなかった。

【コメント】Radioembolizationは本邦
では施行されていないが，このような
デタッチャブルコイルをあえて離脱せ
ず，一時的な塞栓に使用する方法は
知っていれば役に立つ場合があるかも
しれないと感じた。

　最後になりましたが，このたびご援
助頂きました日本 IVR学会の関係者の
方々，ならびに長期の不在をお許し頂
きました徳島大学病院放射線科の先生
方に心より感謝申し上げます。
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