
はじめに
　IVRも重要な治療戦略の一つとして，徐々にその認
識度も高まってきているが，いまだ十分とは言えない
状況と思われる。特に医学生においては，IVRが十分
に認識されているとは言い難い状況と考えられる。
　今回，日本 IVR学会広報・渉外委員会では，放射線
科の IVR分野がどのように医学生に教育されているか
の実態調査を行い，今後の医学生の教育，IVRの啓発
活動に役立てていくことを目的としてアンケート調査
を行ったので，結果を報告する。

対象と方法
　対象は全国80の医系大学の放射線科とし，平成27
年9月初旬に放射線科主任教授宛てにアンケートを郵
送し，平成27年10月15日を締め切りとしてアンケー
トの回収を行った。
　アンケート内容は，1．卒前教育における IVRの講義，
2．卒前教育における IVRの臨床実習，3．卒前教育にお
ける IVRの認識度，4．その他として，全30項目の質問
と一部自由記載による回答を求めた。

結　果
　平成27年10月15日の締め切りまでに，80大学中67
大学（83.8％）から回答が得られた。以下に各設問に対
する結果を示す。

1．卒前教育（講義）
1）IVRの講義を行っていますか？
  はい 66 （98.5％）
  いいえ 1 （1.5％）
2）放射線科の講義における IVRの講義の割合はどれく
らいですか？

  0％ 4 （6.0％）
  ～10％ 49 （73.1％）
  20～30％ 12 （17.9％）
  40～50％ 0 （0.0％）
  それ以上 0 （0.0％）
  その他 2 （3.0％）

3）講義1回の時間は何分ですか？
  ～60分 17 （25.4％）
  65分 2 （3.0％）
  70分 5 （7.5％）
  75分 2 （3.0％）
  80分 3 （4.5％）
  90分 34 （50.7％）
  100分～ 4 （6.0％）
4）IVRの講義回数は適当ですか？
  多い 0 （0.0％）
  ちょうど良い 42 （62.7％）
  少ない 24 （35.8％）
  無回答 1 （1.5％）
5）放射線科講義における担当教員のうち，IVR専門医
の割合はどれくらいですか？

  0％ 2 （3.0％）
  ～10％ 27 （40.3％）
  20～30％ 26 （38.8％）
  40～50％ 4 （6.0％）
  それ以上 6 （9.0％）
  その他 2 （3.0％）
6）放射線科以外の教員も担当されていますか？
  はい 11 （16.4％）
  いいえ 56 （83.6％）
  無回答 0 （0.0％）
＊ 「はい」の場合は，どの科の教員が担当されてい
ますか？

  脳神経外科 5
  循環器科 9
  血管外科 2
  内科 1
7）可能であれば講義内容についてお書き下さい。（自由
記載）
・手技の基本と適応（画像提示）
・腫瘍 IVR
・血管 IVR
・非血管 IVR
・救急の IVR
・EBMに基づく治療選択と IC
・画像診断の講義中に少し話す程度
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・IVRと被曝について
・IVRに必要な解剖
・手技の解説（症例中心に）
・総論中心
・各論を深く
・塞栓物質について
・IVRの適応・実際の手技・治療実績・合併症につ
いて

8）使用している教科書はありますか？
  はい 3 （4.5％）
  いいえ 64 （95.5％）
  無回答 0 （0.0％）
9）どのような教材を使用していますか？（複数回答有）
  スライド 61
  シラバス 27
  その他 2
10） 教育内容を標準化するために日本 IVR学会で教材を
作成した場合，使用しますか？

  はい 60 （89.6％）
  いいえ 4 （6.0％）
  その他 1 （1.5％）
11）どのような教材が必要ですか。（自由記載）
・IVR（歴史や手技）をわかりやすく説明したDVD
・動画データなど視覚的教材
・EBMに基づく治療法の選択，標準手技
・国試に対応した教材
・ シース，カテーテル，ワイヤー，ステント，コイ
ルなどの実際の機材（写真）
・ IVRの基本手技を解説したイラスト・シェーマ・
模式図
・IVRの適応についての教材
・血管モデル，エコー用穿刺モデル
・IVRを説明した講義用スライド
・血管造影の手順書
・シラバス
・ シラバスと国試との関連性について（過去問一覧
など）

2．卒前教育（実習）
1）IVRの臨床実習を行っていますか？
  はい 60 （89.6％）
  いいえ 7 （10.4％）
2）放射線科の臨床実習における IVRの割合はどれくら
いですか？

  0％ 4 （6.0％）
  ～10％ 38 （56.7％）
  20～30％ 22 （32.8％）
  40～50％ 1 （1.5％）
  それ以上 1 （1.5％）
  その他 1 （1.5％）
3）IVR臨床実習1回の時間は何分ですか？
  0分 6 （9.0％）
  60分 7 （10.4％）

  90分 14 （20.9％）
  120分 12 （17.9％）
  150分 2 （3.0％）
  180分 17 （25.4％）
  200分以上 3 （4.5％）
  不定 1 （1.5％）
  未定 1 （1.5％）
  その他 4 （6.0％）
4）IVRの臨床実習の回数は適当ですか？
  多い 1 （1.5％）
  ちょうど良い 46 （68.7％）
  少ない 17 （25.4％）
  無回答 3 （4.5％）
5）臨床実習グループは何名の学生で構成されています
か？

  1～2名 5 （7.5％）
  3～6名 53 （79.1％）
  7～10名 4 （6.0％）
  その他 1 （1.5％）
  未回答 4 （6.0％）
6）臨床実習における担当教員のうち，IVR専門医の割
合はどれくらいですか？

  0％ 1 （1.5％）
  ～10％ 21 （31.3％）
  20～30％ 25 （37.3％）
  40～50％ 8 （11.9％）
  それ以上 10 （14.9％）
  未回答 2 （3.0％）
7）放射線科以外の教員も担当されていますか？
  はい 6 （9.0％）
  いいえ 59 （88.1％）
  無回答 2 （3.0％）
＊ 「はい」の場合は，どの科の教員が担当されてい
ますか？

  脳神経外科 4
  循環器科 5
  血管外科 1
  内科 1
8）IVR臨床実習の教育は誰が行っていますか？（複数回
答有）

  前期研修医 0
  後期研修医 6
  医員 7
  診断専門医 25
  IVR専門医 61
  その他 0
9）臨床実習で実際の手技に清潔で参加させていますか？
  手技に参加 21 （31.3％）
  講義のみ 22 （32.8％）
  場合によって 22 （32.8％）
  その他 2 （3.0％）
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10）参加させる手技は特定分野に限定していますか？
  している 13 （19.4％）
  していない 31 （46.3％）
  その他 0 （0.0％）
  未回答 23 （34.3％）
11） 限定している場合は参加させる手技をお選びくだ
さい。（複数回答可）

  腫瘍系 7
  血管系 12
  非血管系 2
  脳血管系 1
  その他 2
12） 臨床実習で穿刺やカテーテル操作等の手技を行わ
せることがありますか？

  はい 6 （9.0％）
  いいえ 42 （62.7％）
  場合による 13 （19.4％）
  無回答 6 （9.0％）
13）臨床実習で血管モデル等の機材を使用していますか？
  はい 23 （34.3％）
  いいえ 41 （61.2％）
  無回答 3 （4.5％）
14）血管モデル等の機材があれば使用したいですか？
  使用したい 45 （67.2％）
  どちらでもよい 10 （14.9％）
  使用しない 4 （6.0％）
  無回答 8 （11.9％）
15） 可能であれば臨床実習で行っている内容について
お書きください。（自由記載）
・症例見学
・症例を担当し，まとめる
・カンファレンスで発表
・外来見学
・病棟回診
・手技の講義
・清潔で手技を見学
・手技の介助に参加
・機材を触ってもらう
・血管モデルで機材の体験
・腫瘍モデルでのUS下穿刺
・患者の ICに参加

3．卒前教育におけるIVRの認識度
1）臨床実習開始前において，IVRを認識している学生
の割合はどれくらいですか？

  0％ 0 （0.0％）
  ～10％ 13 （19.4％）
  20～30％ 22 （32.8％）
  30～40％ 8 （11.9％）
  50～60％ 3 （4.5％）
  70～80％ 5 （7.5％）
  80～90％ 9 （13.4％）
  それ以上 5 （7.5％）
  その他 2 （3.0％）

2）臨床実習開始後において，IVRを認識している学生
の割合はどれくらいですか？

  0％ 0 （0.0％）
  ～10％ 4 （6.0％）
  20～30％ 5 （7.5％）
  30～40％ 5 （7.5％）
  50～60％ 7 （10.4％）
  70～80％ 8 （11.9％）
  80～90％ 13 （19.4％）
  それ以上 24 （35.8％）
  その他 1 （1.5％）

4．その他
1） 卒前教育における IVR分野について，貴施設の問題
点や，日本 IVR学会への要望があればお書き下さい。
（自由記載）
・IVR専門医（放射線科としての）が少ない
・各科で IVRを担当しており症例が偏り，少ない
・ 学生への認知度が不十分であり，IVR学会が中心
となり啓発活動が必要
・放射線科と IVRが結びついていない
・IVRとしての教育時間枠が少ない
・IVRの適応についての教育が重要
・継続的教育が必要
・放射線科が必修選択教科に入っていない
・放射線科としての IVRが認知されていない
・学生の人数が多く，手技への参加が難しい
・シミュレーター，血管モデル，機材が必要
・IVRを希望しない放射線科医が増えた
・他科から IVR手技を取り戻す組織作りが必要
・多忙で学生の教育に時間を割けない
・ 他科が施行する手技（ステントグラフト等）が教育
カリキュラムに含まれていない
・IVRの定義や守備範囲を明確にする必要がある
・学会より講義内容を決めてほしい
・IVR専門医のみが可能な手技を増やす
・ 講義用のスライド，シラバス，イラスト，動画が
欲しい
・ JASTROと共同で，放射線科が癌治療を行う診療
科であることをアピールしてほしい

考　察
　本アンケートの結果，IVRの講義はほぼ全ての大学
で行われていたが，放射線科の講義における IVRの講
義の割合は10％程度であり，講義の割合としては多
くはなかった。しかし，講義回数については現状の割
合に比較的満足しているように思われる。一方で講義
回数が少ないは35.8％であった。今回アンケートの回
答者については，主任教授や IVR専門医等の規定を設
けていなかったため，IVR専門医が回答した場合少な
いとの意見が多く出てきたものと思われる。
　放射線科講義における担当教員のうち，IVR専門医
の割合は10～30％程度であり，IVR専門医の割合は多

82（368）



特別寄稿：最上拓児，他

（369）83

くはなく，人的資源の不足が現状の講義の割合で満足
せざるをえない要因の一つとなっている可能性も考え
られる。IVR専門医の不足は，放射線科以外の教員が
IVRの講義を担当している大学が16.4％という結果に
もつながっているとも考えられた。脳神経外科，循環
器科，血管外科等の教員が講義を行うことにより，カ
テーテル治療等の IVRが放射線科ではなく，放射線科
以外の科が行う手技と学生に認識されてしまう可能性
もある。したがって，教員としての IVR専門医を充足
させていくことが必要と思われる。
　講義の際は，ほぼ全ての大学で教科書が使用されて
いなかった。スライドを使用している大学は，シラバ
スを使用している大学の約2倍であり，多くの大学で
講義の際スライドを使用していた。一方で，教育内容
を標準化するために IVR学会で教材を作成した場合，
89.6％の大学が使用したいと回答しており，教育内容
の標準的指針が求められていると考えられる。その場
合どのような教材が必要かとの自由記載の項目では，
基本的手技の動画やアニメーション，わかりやすいイ
ラストや画像との記載が比較的多く，視覚的に訴える
教材を必要としているように思われる。現在広報・渉
外委員会のサブグループでは，IVRを紹介する動画作
成が検討されており，今後はこうした動画の活用も可
能となってくると思われる。また，現状では多くの大
学でスライドを使って講義が行われており，学会とし
て教育内容の標準的指針としてのスライドを提供して
いく必要も出てくると考えられる。その場合，学術・
教育委員会との連携も必要と思われる。
　IVRの臨床実習もほとんどの大学で行われていた。
放射線科の実習における IVRの割合は，講義の場合に
比べてやや多い傾向であった。画像診断の実習に比べ
IVRでは，DSA等の動画も多く，学生も手技の見学な
どには興味を示してもらえると考えられ，実習の比重
を多くして放射線科診療の中の IVRを訴えていくこと
も必要と思われる。
　IVRの臨床実習の1回あたりの時間はばらつきがあ
り，各大学の実情により実習時間が規定されていると
思われる。しかし，実習回数についてはちょうど良い
が68.7％であり，少ないが25.4％であり，講義の場合
よりも実習回数については満足している傾向であった。
　臨床実習における担当教員のうち，IVR専門医の割
合は10～30％程度であり，講義の場合と同様の傾向で
あった。しかし40％以上との回答をした大学も多く，
講義に比べて IVR専門医が担当している割合が多かっ
た。一方，放射線科以外の教員が IVRの実習を担当し
ている大学は，講義の場合に比べてその割合は低下し
ていた。また，臨床実習の教育を IVR専門医が行って
いる大学は，診断専門医が行っている大学の約3倍で
あった。見学等の実習では，IVR手技を説明する際，
知識や手技に習熟した IVR専門医が担当することに
より教育的効果を高めていると考えられる。しかし，

IVR専門医が少ない，あるいは不在の大学では，診断
専門医が実習を行っていると考えられ，講義の場合と
同様に IVR専門医の人的資源の不足を解消していく必
要があると思われる。
　臨床実習の際，清潔で手技に参加させている大学は
30％程度と，比較的多くの大学で外からの見学だけで
なく，清潔で手技に参加させている。検査室内へ学生
を入れることは，被曝の問題などもあるが，実際に術
者の近くでガイドワイヤやカテーテルの操作，それら
が目的とする血管へ進んでいく透視画像を見てもらう
ことは，IVRのダイナミックな魅力を紹介するために
も重要と思われる。しかし，臨床実習で穿刺やカテー
テル操作等の手技を行わせている大学は10％程度と少
なく，手技を行わせていない大学が60％程度であった。
近年のリスクマネージメントに対する考え方を考慮す
ると，手技を行わせることは現実的には難しいと思わ
れる。しかし，ガイドワイヤやカテーテルが生き物の
ように進んでいくことを体験してもらうことは，IVR
に対する興味を引き出す上で重要と考えられ，血管モ
デル等を用いて実際のカテーテル操作を経験してもら
うことは有用と思われる。血管モデル等の機材があれ
ば使用したい大学が67.2％であったことからも，学生
に IVR手技を体験してもらいたいと考えていると思わ
れる。
　臨床実習開始前の IVRを認識している割合は，10～
30％程度と認識度が低い状態であった。しかし，臨
床実習開始後に IVRを認識している割合は，70～90％
以上と著明に上昇している。したがって，臨床実習が
学生に IVRを認識してもらう場となっていると考えら
れる。

まとめ
　本アンケートの結果より，今後 IVR専門医という人
的資源を充足させ，IVR専門医が担当する手技へ参加
させるような臨床実習を中心に，学生に IVRの魅力を
訴えていく必要があると思われる。また，血管モデル
等を用いて実際の手技を体験してもらい，学生の興味
を引き出せるような実習プログラムを考えていく必要
もあると思われる。
　講義については，教育内容を標準化するための教材
として，各大学から要望の多かった基本的手技の動画
やアニメーション，わかりやすいイラストや画像など，
視覚的に訴える教材を IVR学会として提供していく必
要があると思われる。このような動画はすでに広報・
渉外委員会のサブグループで作成が検討されており，
今後はこうした動画を活用していくことが可能となっ
てくると考えられる。また，多くの大学でスライドを
使って講義が行われており，教育内容の標準的指針と
してのスライドを提供していく必要も出てくると考え
られる。


