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はじめに
　日本 IVR学会2013年度国際交流促進
制度の援助を受け，2013年12月1日～
12月6日までアメリカ合衆国のシカゴ
にて開催された，RSNA（第99回北米放
射線学会）に参加する機会を得ました。
RSNAでは毎年テーマが定められてお
り，初日のOpening sessionにて大会
長より解説があります。本年のテーマ
は“The Power of Partnership”とのこ
とで，放射線科内での協力の必要性，
他科との協力体制の構築，患者に寄り
添った医療，の重要性について述べら
れていました。IVRに携わる身として
はこのようなPartnershipの重要性は
日々実感していることでもあり，身に
つまされる思いで拝聴しました。
　RSNAでは IVR関連の発表は数多い
演題の一部ではありますが，Scientific 
SessionやEducational Exhibitsの他に
半日をかけて Interventional Radiology 
Series，Interventional Oncology Series
というレビューセッションがほぼ毎日
行われています。これらは各分野にお
ける知識の整理と現状での問題点の把
握が可能で，初学者から中堅の先生ま
で幅広く対応できる内容であり，RSNA
に参加される IVRの若い先生方にはお
勧めのセッションです。以下に私が参
加した中で印象の深い発表について簡
単に紹介させて頂きます。

SSA23-02: Transarterial Emboliza-
tion of Renal Artery Pseudoaneu-
rysms Following Partial Nephrec-
tomy
　腹腔鏡下腎部分切除後の腎動脈損
傷に対するTAEの有効性と術後腎機
能の検討。25患者（腎癌：24名，膵癌
腎浸潤：1名）に対してTAEを施行し
た。手術からの期間は1～502日（中央
値11日，平均38日）で，23患者（92％）
において血尿，側腹部痛もしくはその
両方の主訴が見られた。血管造影上，
5名では仮性動脈瘤にAVFを伴ってお
り，16名では多発仮性動脈瘤が見ら

名，大腸癌リンパ節転移：1名）に対
して門脈ステント留置を施行した。4
名は消化管出血，4名は腹水，2名は
肝機能低下，1名は脾機能亢進症を発
症。全例で手技に成功し，平均門脈圧
は有意に減少した。経皮的門脈ステン
トは腫瘍浸潤による門脈圧亢進に対す
る安全で有効な治療法であった。
　欧米では門脈圧亢進症に対する発表
はTIPSが大半ですが，原因の直接的な
解除を見込める意味においては，本疾
患に対しては門脈ステント留置が最も
妥当で有効な治療法だと感じました。

SSE26-02: Bioabsorbable Biliary 
Stent Implantation in the treat-
ment of Benign Bilioplastic-refrac-
tory Biliary Strictures: Preliminary 
Experience
　良性胆管狭窄に対する生体吸収ステ
ント留置の安全性および結果の評価を
行った。術後の良性胆管狭窄により胆
管炎を繰り返す10患者に対して生体
吸収ステントを留置。全例留置成功，
早期合併症はなく良好な拡張が得られ
た。平均16.5ヵ月の中期成績では，二
次治療を必要とする症例はなく，3名
に一時的な胆管炎が発症したのみで
あった。6ヵ月後にはステントは吸収
され視認できなくなった。
　術後の良性胆管狭窄は金属ステント
留置の適応にはならず，長期にわたる
チューブ留置が必要となることが多い
ため臨床的にしばしば問題となりま
す。生体吸収ステントが利用できれば
非常に有用と思われました。

LL-VIS-MO2A: Optimal Scanning 
Parameters for Non-contrast-en-
hanced Time-spatial Labeling In-
version-pulse MR Angiography of 
Renal Arteries
　腎動脈の非造影MRAの撮影におい
て，inversion time（TI），respiratory 
rate（RR），slice thickness（ST）が画質
および撮像時間に与える影響を検討し
た。若年ボランティア45名を対象とし
て，TI値（700，900，1200，1500ms），
RR値（自由呼吸，毎分 10回，毎分 15
回），ST値（2.0㎜，2.5㎜）を変更して
撮像を行った。RRは毎分15回，STは
2.5㎜の設定において画質劣化をきた
さずに撮像時間の短縮が可能であった。
TI値に関しては，900msのものが画質
良好であった。
非造影MRAは腎機能不良患者や被曝

れた。金属コイル単独（20例）もしくは
NBCA併用（5例）で塞栓を行い，1回
（22例）もしくは2回（3例）のTAEで止
血が得られた。1名で術後3日に一時
的な腎機能低下をきたしたのみで，観
察期間（中央値14ヵ月）にeGFRの低下
をきたした例はなかった。
　腹腔鏡下やロボット支援での腎部分
切除は腎機能温存，低侵襲性の利点か
ら今後ますます増加していく手術法と
思われますが，術後出血がしばしば問
題となるために，知っておくべき内容
と思いました。

SSA23-03: Particle only Emboliza-
tion vs. Particle Embolization with 
Additional Plug/Coil Embolization 
- Comparison of Future Liver Rem-
nant Volume Gain
　肝右葉切除前の門脈塞栓術の際に，
粒状塞栓物質のみを用いた場合（PO
群）と金属コイルやPlugを併用した
場合（CP/C）のFuture liver remnant
（FLR）の肥大率を比較した検討。75患
者（胆管癌：52名，大腸癌肝転移：14
名，HCC：2名，その他：7名）のうち，
PO群（40名）とCP/C群（35名）を比較
検討した。年齢，性別，原疾患，門脈
塞栓術後の画像診断までの期間，術前
のFLR体積に有意差はなかった。FLR
の増大率はPO群に対してCP/C群の
方が有意に高かった。
　以前に JVIR誌のReviewでPVAを使
用する際には金属コイルやPlugを用い
るべきであると記載がありましたが，
それを証明するかのような結果・結論
でした。

SSA24-07: Clinical Efficacy of 
Portal Venous Stent Placement 
for Symptomatic Portal Hyperten-
sion Caused by Malignant Tumor 
Invasion
　腫瘍浸潤による門脈狭窄・閉塞に対
する門脈ステント留置術の検討。11
患者（原疾患は胆管癌：6名，膵癌：4
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LL-VIS-WE2A: Frequency of 
Growing Splenic Artery Aneurysms 
Detected by Multidetector Row 
CT Angiography in Patients with 
Chronic Liver Diseases
　慢性肝障害を有する患者に発生した
脾動脈瘤の増大傾向に関しての検討。
慢性肝障害に対してダイナミック造影
CTで経過観察をしており脾動脈瘤を
有していた63/422患者のうち，1年以
上の経過観察が得られた43患者55脾
動脈瘤が対象。7患者8動脈瘤が増大
をきたし，いずれも10㎜以上の瘤で
あった。4名では増大が続き，いずれ
も肝硬変を有していた。
　慢性肝障害患者に発生する脾動脈瘤
は頻繁に遭遇する病態ですが，経過観
察のインターバルを考える上で重要な
検討と思われました。

VSIO51-04: Microwave Ablation
（MWA）Therapy of Liver Metas-
tases from Colorectal Carcinoma 
Post Systemic Chemotherapy
　大腸癌肝転移に対するMicrowaveの
安全性，有効性，結果の検討。92患
者132結節（0.7～5.0㎝）に対してMWA
を行った。観察期間は平均32.5ヵ月，
117結節（88.6％）で腫瘍の完全焼灼が
得られたが，うち17結節で局所再発が
見られた。全身化学療法（FOLFOX）の
有無が再発に関与する因子であった。
Major Complicationは1.1％。3年，5年
生存率は51.2％，38.3％であり65.3％
が全身転移を含む原病の進行によるも
のであった。全身化学療法後の肝転移
に対しては，MWAは安全で有効な低
侵襲治療のひとつと思われた。
　MWAはRFAと比べて焼灼範囲が広

い，焼灼時間が短い，Heat sink effect
がない，疼痛が少ない，などの利点が
あり近年再び注目されてきている経皮
的治療でEducational Exhibitsでも紹
介されていました。

VSIO51-11: Soft Tissue Cryoab-
lation Is Crucial for Patients with 
Oligometastatic Disease
　様々な部位に対する少数の転移に対
するCryoablationの検討。126患者に
発生した251部位の転移性腫瘍に対し
てCryoablationを施行した。部位別に
後腹膜，体表，腹腔内，骨，頭頸部
に分類した。腫瘍の平均径は 3.4㎝，
作成された ice ballは5.5㎝であった。
CTCAE Grade 3以上の合併症は3.2％。
11ヵ月の平均観察期間中に局所再発
が10％に見られ，平均再発期間は4.9ヵ
月であった。術後21ヵ月の間に，全
体で93％の腫瘍量減量が得られた。
　CryoablationはRFAと比較して疼痛
が少なく，腸管や神経には適応になり
ませんが，体表に近い部位や骨でも安
全に施行できるとのことでした。日本
では小腎癌のみが保険適応ですが，臨
床試験などを通じて今後適応が拡大で
きればと感じました。

おわりに
　私自身，海外学会に参加した回数は
それほど多くありませんが，日々の診
療および研究に対するモチベーション
を高めるために今後も積極的に参加，
発表をしていければと感じました。最
後になりましたが，この度はこのよう
な機会を与えて頂き，紙面を通じてで
はありますが関係各位の皆様方には深
く御礼申し上げます。

低減，副作用の危険性がないなどメ
リットが多く，腎動脈の評価には有効
であると思われますが，対象患者は高
齢であることが多く，本研究の若年者
のように呼吸が安定しない場合もあり，
現時点ではすべての患者に有用である
とは言い切れません。IVRの発表では
ありませんが，PTRA前の血管評価に
有効と思われ紹介させて頂きました。

SSK24-02: Metallic Stent Place-
ment in Patients with Recurrent 
Malignant Obstruction in Surgical-
ly Altered Stomach
　胃の外科的治療後の悪性閉塞に対す
る金属ステント留置に対する安全性と
有効性の検討。胃術後の196患者（全
摘：72名，幽門側胃切除後Billroth I法：
39名，幽門側胃切除後Roux-en-Y法：
21名，幽門側胃切除後Billroth II法：
49名，胃空腸吻合法：14名）に対して
金属ステント留置を行った。手技的成
功率97.9％で4名は閉塞部をガイドワ
イヤで突破できなかったためで，誤留
置はなかった。臨床的成功率95.8％で
Dysphagia scoreの有意な改善が得ら
れた。合併症はステント移動であり，
全長カバーステントの方が部分カバー
ステントよりも多かった。生存率は
127日，ステント開存率は41日だった。
　当然のことかもしれませんが，術後
の再建方法を事前に十分に確認するこ
とが誤留置を防止する最もよい重要と
の結論でしたが，ステント開存率に関
してはあまりよくないようでした。


