
日本 IVR 学会

第17回 IVR 専門医筆記試験問題

試験時間は 1時間 30 分です。

指示があるまで、開かないでください。

①	解答は答案用紙（マークシート）に記入してください。

②	氏名、フリガナ、受験番号を読みやすい字で記入してください。

③	試験開始後 45 分以降は退室できます。

（2018年11月18日）
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1 ．	2011 年の国際放射線防護委員会（ICRP）の声明で推奨された眼の水晶体の職業

被曝の等価線量限度で正しいのはどれか。

ａ．100mSv/年

ｂ．150mSv/年

ｃ．100mSv/5年かつ 50mSv/年

ｄ．200mSv/5年かつ 100mSv/年

ｅ．250mSv/5年かつ 100mSv/年

2 ．	X 線管球、フラットパネルディテクタ、患者寝台の位置関係を図に示す。術者

被曝が最も少ないのはどれか。ただし装置はアンダーチューブ方式、用いる防護

具、防護衣、術者−患者寝台間距離の条件は等しいとする。

ａ．①

ｂ．②

ｃ．③

ｄ．④

ｅ．⑤

① ② ③ ④ ⑤
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3 ．	ヨード造影剤に関する記載で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．イオン性ヨード造影剤も使用されている。

ｂ．即時性造影剤アレルギーは用量非依存性のことが多い。

ｃ．非イオン性ヨード造影剤は血漿浸透圧の 6-11 倍の浸透圧を有する。

ｄ．等ヨード数ではモノマー型のほうがダイマー型よりも浸透圧が低い。

ｅ．造影剤アレルギーは一般に遅発性のほうが即時性よりも重篤である。

4 ．	ビタミン K非依存性の抗凝固薬はどれか。2つ選べ。

ａ．タビガトラン（プラザキサⓇ）

ｂ．アスピリン（バイアスピリンⓇ）

ｃ．アピキサバン（エリキュースⓇ）

ｄ．ワルファリンカリウム（ワーファリンⓇ）

ｅ．イコサペンタエン酸エチル（エパデールⓇ）

5 ．	線溶亢進型DIC症例における動脈塞栓術で最も効果の高い塞栓物質はどれか。

ａ．自己凝血塊

ｂ．金属コイル

ｃ．無水エタノール

ｄ．ゼラチンスポンジ

ｅ．NBCA（n-butyl-2-cyanoacrylate）
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6 ．	無水エタノールで誤っているのはどれか。

ａ．一般的な使用上限は 1.0ml/kg である。

ｂ．リピオドールとの混合で可視化できる。

ｃ．肺動脈血のエタノール濃度の上昇により肺動脈圧は上昇する。

ｄ．腎細胞癌に対する動脈塞栓術の使用薬剤として保険適用がある。

ｅ．バルーンカテーテルによる血流コントロール下の投与が望ましい。

7 ．	保険適用となっているのはどれか。2つ選べ。

ａ．小型腎細胞癌に対するラジオ波焼灼療法

ｂ．有痛性脊椎悪性腫瘍に対する経皮的椎体形成術

ｃ．透析シャント閉塞に対する金属ステント留置術

ｄ．胃静脈瘤に対する B-RTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術）

ｅ．転移性肝腫瘍に対する DEB-TACE（薬剤溶出性球状塞栓物質を用いた

TACE）

8 ．	IVR-CT と比較したコーンビームCTの特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．空間分解能が高い。

ｂ．撮像範囲に制限がない。

ｃ．体動の影響を受けやすい。

ｄ．体軸方向に時相差が生じる。

ｅ．低コントラスト領域での濃度分解能が高い。
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9 ．	末梢動脈用のバルーン拡張型ステントで正しいのはどれか。

ａ．後拡張で径の調整はできない。

ｂ．拡張後のリコイルが生じにくい。

ｃ．高度石灰化病変は良い適応である。

ｄ．浅大腿動脈の起始部病変に有用である。

ｅ．同じ拡張径の自己拡張型ステントと比較して、より細径のイントロデュー

サーを介して挿入できる。

11．	塞栓後に脳神経の合併症を生じる可能性が高い動脈はどれか。2つ選べ。

ａ．後頭動脈

ｂ．浅側頭動脈

ｃ．中硬膜動脈

ｄ．蝶口蓋動脈

ｅ．上甲状腺動脈

10．	血管損傷に対するゴアⓇバイアバーンⓇステントグラフトの保険適用となる血管

はどれか。3つ選べ。

ａ．肺動脈

ｂ．腎動脈

ｃ．総頸動脈

ｄ．総肝動脈

ｅ．総腸骨動脈
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12．	60 歳代の女性。突然の呂律困難、左上下肢麻痺を発症し、5時間後に来院した。

頭部MRI 拡散強調画像、右内頸動脈造影の正面像を示す。正しいのはどれか。

3つ選べ。

ａ．血管内治療の良い適応である。

ｂ．アルテプラーゼ（rt-PA）静注療法は適応外である。

ｃ．拡散強調画像の高信号域では ADC 値が低下している。

ｄ．右中大脳動脈 M2 segment の inferior trunk は開存している。

ｅ．拡散強調画像では閉塞血管の支配領域に一致した高信号域が見られる。
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13．	左内頸動脈造影の正面像と側面像を示す。診断はどれか。

ａ．髄膜腫

ｂ．血管芽腫

ｃ．動静脈奇形

ｄ．硬膜動静脈瘻

ｅ．海綿状血管奇形

14．	頸動脈ステント留置術で正しいのはどれか。

ａ．全身麻酔が必須である。

ｂ．抗血小板薬は不要である。

ｃ．後拡張直後に頻脈が生じる。

ｄ．術後合併症として過灌流症候群がある。

ｅ．大腿動脈アプローチ以外は困難である。
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15．	左外頸動脈造影の正面像と側面像を示す。この疾患で正しいのはどれか。

ａ．眼球突出を生じる。

ｂ．myelopathy は生じない。

ｃ．動静脈短絡部は脊髄表面にある。

ｄ．上行咽頭動脈が主な流入血管である。

ｅ．病変の血流は脊髄静脈に流出している。

16．	海綿静脈洞サンプリングの際にマイクロカテーテルが通過するのはどれか。

ａ．顔面静脈

ｂ．椎骨静脈叢

ｃ．上錐体静脈洞

ｄ．下錐体静脈洞

ｅ．翼突筋静脈叢
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17．	喀血に対する塞栓術で正しいのはどれか。3つ選べ。

ａ．塞栓物質としてエタノールが用いられる。

ｂ．肋間動脈の塞栓は脊髄梗塞のリスクとなる。

ｃ．気管支動脈は第 5、6 胸椎レベルで分岐する。

ｄ．塞栓物質としてゼラチンスポンジが用いられる。

ｅ．NBCA（n-butyl-2-cyanoacrylate）による塞栓は気管支壊死を生じる可能性

が高い。

18．	肺動静脈奇形に対する IVRで用いられる塞栓物質はどれか。2つ選べ。

ａ．金属コイル

ｂ．球状塞栓物質

ｃ．血管塞栓用プラグ

ｄ．ゼラチンスポンジ

ｅ．NBCA（n-butyl-2-cyanoacrylate）
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19．	20 歳代の女性。幼少時より片頭痛、繰り返す鼻出血がみられていた。2年前か

ら運動時の息切れが徐々に増悪した。胸部 3D-CTA を示す。この疾患の合併症

の危険因子でないのはどれか。

ａ．潜水

ｂ．妊娠

ｃ．登山

ｄ．歯科処置

ｅ．長期臥床

20．	CTガイド下肺生検の合併症とその対応の組合せで正しいのはどれか。3つ選べ。

ａ．血胸   陽圧換気を行った。

ｂ．喀血   患側臥位で安静を指示した。

ｃ．気胸   脱気のうえ生検を続行した。

ｄ．肺出血   経過観察を行った。

ｅ．空気塞栓   直ちに ICU（集中治療室）に搬送した。
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21．	肺腫瘍に対するラジオ波焼灼療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．空洞性病変は適応外である。

ｂ．4 cm 以下の腫瘍が良い適応である。

ｃ．心臓、大血管に近い病変には展開針を用いる。

ｄ．気管支血管束に接した腫瘍は局所再発しやすい。

ｅ．治療後に間質性肺炎が急性増悪するリスクがある。

22．	IVR の術中画像を示す。この手技の適応でないのはどれか。

ａ．胃切除後

ｂ．右反回神経麻痺

ｃ．食道裂孔ヘルニア

ｄ．％肺活量（％ VC）が 50％以下

ｅ．脳室腹腔シャント（VP shunt）留置後
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23．	化学塞栓療法（chemoembolization）後に皮膚の合併症が懸念される動脈はどれ

か。2つ選べ。

ａ．大網動脈

ｂ．肋間動脈

ｃ．左胃動脈

ｄ．腎被膜動脈

ｅ．肝鎌状靭帯動脈

24．	肝細胞癌に対する球状塞栓物質（ビーズ）を使用した塞栓術で正しいのはどれか。

ａ．ヘパスフィアⓇはシスプラチンを含浸できる。

ｂ．vascular lake が出現したら塞栓を終了する。

ｃ．通常は 500-700µm サイズのビーズが用いられる。

ｄ．ビーズはジェルパートⓇと同様の投与速度で注入する。

ｅ．conventional TACE と比べて肝機能への影響が大きい。

25．	肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法で正しいのはどれか。

ａ．Child-Pugh 分類 B は適応外である。

ｂ．肝動脈化学塞栓療法直後の症例では禁忌である。

ｃ．胆管空腸吻合後の症例では術後に肝膿瘍が発生するリスクが高い。

ｄ．hydrodissection を行う際には 5％ブドウ糖液の使用は禁忌である。

ｅ．肝癌診療ガイドラインでは、3cm 以下の腫瘍が 1 個ならば第一選択の治療

法として推奨される。
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26．	肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法の合併症とその回避方法の組合わせで誤って

いるのはどれか。

ａ．気胸   人工胸水

ｂ．腸管穿孔   人工腹水

ｃ．腫瘍播種   正常肝を介した穿刺

ｄ．胆管損傷   胆管チューブの持続生食潅流

ｅ．横隔膜損傷   人工腹水

27．	経皮経肝的門脈塞栓術で誤っているのはどれか。

ａ．肝切除の 1 週前に行う。

ｂ．難治性腹水症例では禁忌である。

ｃ．食道静脈瘤合併症例では禁忌である。

ｄ．塞栓直後には 5cmH2O 程度の門脈圧の上昇が見られる。

ｅ．門脈右枝を塞栓した場合、肝左葉には約 30％の体積増加が見られる。

28．	経皮的肝生検よりも経頸静脈的肝生検が適している病態または病変はどれか。	

2 つ選べ。

ａ．大量腹水

ｂ．肝静脈閉塞

ｃ．肝右葉切除術後

ｄ．単発性の肝腫瘍

ｅ．高度の血液凝固障害
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29．	経皮的肝膿瘍ドレナージ術で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．腹水貯留は禁忌である。

ｂ．正常肝実質を介して穿刺する。

ｃ．多房性の膿瘍は適応外である。

ｄ．穿刺後の撮影は膿瘍腔に造影剤を十分注入して行なう。

ｅ．通常は外径 8Fr 前後のドレナージカテーテルを用いる。

30．	急性胆嚢炎の腹部超音波画像を示す。経皮的胆嚢ドレナージ術に適切な穿刺経

路はどれか。

ａ．A

ｂ．B

ｃ．C

ｄ．D

ｅ．いずれでも良い。
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31．	経皮的胆道ドレナージ術中（図 1）と術後 3日（図 2）の胆管造影を示す。		

誤っているのはどれか。

ａ．胆汁性腹膜炎のリスクがある。

ｂ．右葉後区の胆管が左肝管に合流している。

ｃ．カテーテルは肝外でループを形成している。

ｄ．カテーテルは左葉の胆管枝から挿入されている。

ｅ．ガイドワイヤーを挿入してカテーテル交換を行う。

32．	膵内分泌腫瘍に対するASVS（arterial	stimulation	and	venous	sampling）の採血

項目として適切でないのはどれか。

ａ．インスリン

ｂ．ガストリン

ｃ．グルカゴン

ｄ．カルシトニン

ｅ．VIP（vasoactive intestinal peptide）

図 1 図 2
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33．	40歳代の男性。急性膵炎で加療中に貧血が進行した。造影CTと血管造影を示す。

出血源と考えられる動脈はどれか。

ａ．後胃動脈

ｂ．短胃動脈

ｃ．背側膵動脈

ｄ．横行膵動脈

ｅ．左胃大網動脈

図 1

図 2 図 3
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34．	IVR 直後の血管造影を示す。術後に起こるとされる事象はどれか。

ａ．腹水の増加

ｂ．血小板の増加

ｃ．肝左葉の増大

ｄ．肝性脳症の悪化

ｅ．食道静脈瘤の縮小

35．	胃静脈瘤に対する B-RTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術）で正しいの

はどれか。2つ選べ。

ａ．術後に食道静脈瘤の悪化が危惧される。

ｂ．肝性脳症を来した症例は適応外である。

ｃ．左胃静脈が描出されるまで硬化剤を注入する。

ｄ．EO（モノエタノールアミンオレイン酸塩）はリピオドールと混合して使用

する。

ｅ．EO（モノエタノールアミンオレイン酸塩）による溶血性腎障害の予防にハ

プトグロビンが用いられる。
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36．	内臓動脈瘤で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．腎動脈瘤が最も多い。

ｂ．脾動脈瘤は男性に多い。

ｃ．妊娠は破裂の危険因子である。

ｄ．肝動脈瘤は総肝動脈の病変が最も多い。

ｅ．上腸間膜動脈瘤は回腸枝の病変が最も多い。

37．	非閉塞性腸管虚血症（non-occlusive	mesenteric	ischemia）で誤っているのはど

れか。

ａ．高齢者に多く発症する。

ｂ．死亡率は 20％前後である。

ｃ．ジギタリス製剤の投与は危険因子である。

ｄ．パパベリン塩酸塩の持続動注療法が行われる。

ｅ．血管造影では上腸間膜動脈分枝の攣縮が見られる。
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38．	40 歳代の男性。腹痛を主訴に来院した。上腸間膜動脈造影を示す。この病変の

原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

ａ．高安動脈炎

ｂ．結節性多発動脈炎

ｃ．分節性動脈中膜融解

ｄ．IgG4 関連動脈周囲炎

ｅ．正中弓状靱帯圧迫症候群
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39．	50 歳代の女性。下血を主訴に来院した。上腸間膜動脈とその分枝の血管造影を

示す。血管外漏出（矢印）が見られる動脈はどれか。

ａ．空腸動脈

ｂ．中結腸動脈

ｃ．右結腸動脈

ｄ．背側膵動脈

ｅ．前下膵十二指腸動脈
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40．	60 歳代の男性。腹痛を主訴に来院した。上腸間膜動脈造影を示す。適切な治療

はどれか。2つ選べ。

ａ．動脈塞栓術

ｂ．血栓溶解療法

ｃ．血栓吸引除去術

ｄ．ステントグラフト留置

ｅ．バゾプレッシン持続動注療法
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41．	右腎動脈造影を示す。この疾患で誤っているのはどれか。

ａ．血尿の原因となる。

ｂ．cirsoid type である。

ｃ．腎静脈の早期描出が見られる。

ｄ．コイルによる塞栓が推奨される。

ｅ．治療の際には flow control を考慮する。

42．	腎細胞癌に対する経皮的凍結療法で正しいのはどれか。

ａ．20 歳未満は禁忌である。

ｂ．腎機能は有意に低下する。

ｃ．T2 の腫瘍は良い適応である。

ｄ．凍結にはアルゴンガスを用いる。

ｅ．5 年全生存率は 70％程度である。
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43．	造影 CT血管造影を示す。塞栓すべき動脈はどれか。

ａ．腰動脈

ｂ．上尿管動脈

ｃ．下副腎動脈

ｄ．上腎被膜動脈

ｅ．下腎被膜動脈
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44．	副腎静脈サンプリングで正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．ACTH 負荷後の採血は薬剤投与後 5 分後に行う。

ｂ．左副腎静脈は下横隔静脈と共通幹を作ることが多い。

ｃ．適切に行われたかどうかはアルドステロン値で判定する。

ｄ．右副腎静脈は Th11〜12 レベルの下大静脈に流入することが多い。

ｅ．両側からアルドステロン過剰分泌がある場合は手術の適応となる。

45．	子宮筋腫に対する動脈塞栓術で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．卵巣動脈の塞栓は禁忌である。

ｂ．球状塞栓物質は 300−500µm 径を用いる。

ｃ．粘膜下筋腫では術後に筋腫分娩のリスクがある。

ｄ．エンドポイントは子宮動脈下行枝の血流停滞である。

ｅ．球状塞栓物質とゼラチンスポンジの治療効果には差異がない。

46．	子宮筋腫に対する動脈塞栓術がその後の妊娠・出産に与える影響で誤っている

のはどれか。

ａ．流産の増加

ｂ．妊孕性の低下

ｃ．多胎妊娠の増加

ｄ．分娩後出血の増加

ｅ．帝王切開率の増加
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47．	産科危機的出血に対する動脈塞栓術で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．合併症頻度は 10−20％である。

ｂ．臨床的成功率は 70％前後である。

ｃ．月経は 90％以上の症例で再開する。

ｄ．原因としては産道裂傷が最も多い。

ｅ．出血点が不明確な場合には両側子宮動脈を塞栓する。

48．	80 歳代の男性。血液透析を受けている。転倒後に腰痛が持続するため来院した。

MRI	T2 強調画像を示す。適切な治療はどれか。

ａ．椎体形成術

ｂ．動脈塞栓術

ｃ．膿瘍ドレナージ

ｄ．IVC フィルター留置

ｅ．大動脈ステントグラフト留置
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49．	大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術で、術中に必ず閉鎖する必要がある

エンドリークはどれか。2つ選べ。

ａ．Type Ⅰ

ｂ．Type Ⅱ

ｃ．Type Ⅲ

ｄ．Type Ⅳ

ｅ．Type Ⅴ

50．	腹部分枝虚血を合併したStanford	B 型急性大動脈解離に対して最も推奨される

治療はどれか。

ａ．偽腔のコイル塞栓術

ｂ．経カテーテル的開窓術

ｃ．薬物による血圧コントロール

ｄ．虚血分枝真腔へのステント留置術

ｅ．ステントグラフトによるエントリー閉鎖

51．	腎動脈狭窄の原因として考えにくいのはどれか。

ａ．川崎病

ｂ．Behçet 病

ｃ．高安動脈炎

ｄ．線維筋性異形成

ｅ．神経線維腫症Ⅱ型
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52．	経皮的腎動脈形成術の適応でないのはどれか。

ａ．腎副動脈の狭窄

ｂ．片腎症例の腎動脈狭窄

ｃ．心不全症例の腎動脈狭窄

ｄ．慢性透析症例の腎性高血圧

ｅ．腹部大動脈瘤に合併した腎動脈狭窄

53．	骨盤動脈造影を示す。病変の TASCⅡ分類で正しいのはどれか。

ａ．A

ｂ．B

ｃ．C

ｄ．D

ｅ．E
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54．	右下肢動脈造影を示す。病変の TASCⅡ分類で正しいのはどれか。

ａ．A

ｂ．B

ｃ．C

ｄ．D

ｅ．E

55．	設問 54 の病変に対する IVRで通常は使用しない器具はどれか。

ａ．ステントグラフト

ｂ．メタリックステント

ｃ．薬剤溶出性ステント

ｄ．リエントリーカテーテル

ｅ．ドラッグコーティングバルーンカテーテル
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56．	造影 CTと下大静脈造影を示す。IVCフィルターの留置に適切な部位はどれか。

ａ．①

ｂ．②

ｃ．③

ｄ．④

ｅ．⑤
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57．	外来化学療法中のCVポート造影を示す。行うべき処置はどれか。

ａ．経過観察

ｂ．システム抜去

ｃ．抗悪性腫瘍薬投与

ｄ．ウロキナーゼ投与

ｅ．経カテーテル的血栓除去

58．	透析シャントの血管形成術で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．steal 症候群では禁忌である。

ｂ．上腕動脈の順行性穿刺は禁忌である。

ｃ．ヨードアレルギー症例ではガドリニウム造影剤を使用する。

ｄ．人工血管を用いたシャントの狭窄は吻合部動脈側に起こりやすい。

ｅ． 自己血管によるシャントは橈骨動脈−橈側皮静脈吻合で作られることが多い。
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59．	造影検査の画像とその後のCTを示す。この検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．出血の部位診断に用いる。

ｂ．血管奇形の診断に用いる。

ｃ．油性造影剤を使用している。

ｄ．鼠径部皮下の脂肪組織を穿刺している。

ｅ．CT では造影剤が左静脈角に到達している。

60．	経皮的椎体形成術による除痛効果が乏しい脊椎病変はどれか。

ａ．血管腫

ｂ．溶骨性転移

ｃ．造骨性転移

ｄ．多発性骨髄腫

ｅ．骨粗鬆症性骨折










