
日本 IVR 学会

第18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。

（2019年11月17日）
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1 ．	X 線透視下で行われる IVRで患者皮膚被ばくの評価に用いる単位はどれか。

ａ．Bq

ｂ．C/kg

ｃ．Gy

ｄ．mGy・cm

ｅ．Sv

2 ．	IVR における術者の放射線防護で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．防護衣は折りたたんで保管する。

ｂ．拡大透視ではデジタルズームを用いる。

ｃ．被ばく線量は線源からの距離の 2 乗に反比例する。

ｄ．パルスレートを上げると被ばく線量は低減できる。

ｅ．防護眼鏡は 0.07㎜鉛当量のもので 30％程度の遮蔽効果がある。
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3 ．	アンダーチューブ方式のDSA装置におけるX線管、フラットパネルディテクタ、

術者の位置関係を示す。術者被ばくが最も少ないのはどれか。用いる防護具、

防護衣、術者−患者用寝台間距離は等しいとする。

ａ．⒜

ｂ．⒝

ｃ．⒞

ｄ．⒟

ｅ．⒠

4 ．	マルチスライスCTを用いたIVR-CTと比較した場合の、フラットパネルディテ

クタを用いたコーンビームCTの特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．空間分解能が劣る。

ｂ．撮影範囲が制限されない。

ｃ．体動の影響を受けやすい。

ｄ．体軸方向の時相差が生じない。

ｅ．低コントラスト分解能が優れる。
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5 ．	疾患または病態と使用する塞栓物質との組合せで誤っているのはどれか。

ａ．喀血   無水エタノール

ｂ．弛緩出血   ゼラチンスポンジ

ｃ．結腸憩室出血   金属コイル

ｄ．肺動静脈奇形   AMPLATZERTM Vascular Plug

ｅ．硬膜動静脈瘻   ONYXTM 液体塞栓システム LD

6 ．	エンボスフィアⓇによる塞栓術が禁忌なのはどれか。

ａ．髄膜腫

ｂ．肝細胞癌

ｃ．子宮筋腫

ｄ．子宮腺筋症

ｅ．肺動静脈奇形

7 ．	ゴアⓇバイアバーンⓇステントグラフトが保険適用となるのはどれか。

ａ．医原性門脈損傷

ｂ．医原性腕頭動脈損傷

ｃ．外傷性総頸動脈損傷

ｄ．医原性鎖骨下動脈損傷

ｅ．外傷性浅大腿動脈損傷
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8 ．	IN.PACTⓇ	AdmiralⓇ	DCB（薬剤コーティングバルーンカテーテル）のバルーン

に塗布されている薬剤はどれか。

ａ．ドセタキセル

ｂ．シロスタゾール

ｃ．タモキシフェン

ｄ．クロピドグレル

ｅ．パクリタキセル

9 ．	ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．ATⅢの欠乏が原因である。

ｂ．1 型 HIT では血栓症の合併リスクが高い。

ｃ．低分子ヘパリン投与症例では発症しない。

ｄ．HIT を疑った場合はヘパリン投与を即時中止する。

ｅ．通常、2 型 HIT ではヘパリン投与開始の 5 〜14 日後に血小板が減少する。

10．	動脈造影の直後に血圧低下、頻脈が出現、全身の発疹、意識低下も認められた。

投与すべき薬剤はどれか。3つ選べ。

ａ．アドレナリン

ｂ．アトロピン硫酸塩

ｃ．エフェドリン塩酸塩

ｄ．ファモチジン（ガスターⓇ）

ｅ．d-クロルフェニラミンマレイン酸塩（ポララミンⓇ）
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11．	冠動脈造影時の造影剤腎症予防で推奨される方法はどれか。2つ選べ。

ａ．造影剤使用量の低減

ｂ．造影剤使用後の血液透析

ｃ．造影剤使用前後の生理食塩水の経静脈的投与

ｄ．造影剤使用前のアスコルビン酸の経静脈的投与

ｅ．造影剤使用前の HMG-CoA 還元酵素阻害薬（スタチン）の内服投与

12．	術中に単純CTで治療範囲が確認できる手技はどれか。2つ選べ。

ａ．肺癌ラジオ波焼灼療法

ｂ．腎癌凍結療法

ｃ．腎癌ラジオ波焼灼療法

ｄ．肝癌ラジオ波焼灼療法

ｅ．肝癌マイクロ波凝固療法
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13．	40 歳代の女性。頭痛、発熱、視野障害を主訴に受診した。入院時の頭部MRI、

鼻腔内視鏡写真、胸部単純X線写真を示す。この疾患と関連が深いのはどれか。

2つ選べ。

ａ．鼻出血

ｂ．聴神経鞘腫

ｃ．消化管出血

ｄ．発作性高血圧

ｅ．脊髄血管芽腫

鼻腔内視鏡写真 胸部単純X線写真

頭部MRI 拡散強調像 頭部MRI 造影 T1強調像
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14．	設問13の肺病変に対する治療で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．外科的切除

ｂ．肺動脈塞栓術

ｃ．気管支動脈塞栓術

ｄ．ラジオ波焼灼療法

ｅ．経皮的ドレナージ術

15．	中硬膜動脈の塞栓術の際に、合併症の発生に関与する可能性が高い血管はどれ

か。2つ選べ。

ａ．眼動脈

ｂ．顔面動脈

ｃ．椎骨動脈

ｄ．後耳介動脈

ｅ．中大脳動脈皮質枝
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16．	総頸動脈造影を示す。顎動脈はどれか。

ａ．①

ｂ．②

ｃ．③

ｄ．④

ｅ．⑤
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17．	50歳代の女性。右内頸動脈−後交通動脈瘤破裂にて開頭クリッピング術が施行

された。術後 7日目に意識レベルが低下し、左上下肢麻痺が出現した。同日の

両側内頸動脈造影を示す。IVRに用いる薬剤はどれか。

ａ．ウロキナーゼ

ｂ．アルプロスタジル（パルクスⓇ）

ｃ．アルテプラーゼ（アクチバシンⓇ）

ｄ．ファスジル塩酸塩水和物（エリルⓇ）

ｅ．オザグレルナトリウム（カタクロットⓇ）

18．	頸動脈狭窄症で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．狭窄率は MRA で正確に測定できる。

ｂ．不安定プラーク例はステント留置の良い適応である。

ｃ．狭窄率は ECST 法に比べて NASCET 法で高い値となる。

ｄ．不安定プラークの診断には MRI のブラックブラッド法が有用である。

ｅ．ステント留置後の過還流リスク評価にはアセタゾラミド負荷脳血流 SPECT

が有用である。

右内頸動脈造影 左内頸動脈造影
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19．	Cushing 症候群に対する海綿静脈洞サンプリングで負荷する薬剤はどれか。

ａ．CRH

ｂ．TRH

ｃ．TSH

ｄ．ACTH

ｅ．GHRH

20．	顔面の写真とMRI を示す。この疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．石灰化は稀である。

ｂ．常染色体劣勢遺伝である。

ｃ．巨大病変は DIC の原因となる。

ｄ．診断には動脈造影が有用である。

ｅ．頸部・口腔・咽頭に広がる巨大病変は難病指定の対象である。

T2 強調像
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21．	設問20の疾患に対する IVRで使用される塞栓物質はどれか。2つ選べ。

ａ．球状塞栓物質

ｂ．ポリドカノール

ｃ．ゼラチンスポンジ

ｄ．EO（monoethanolamine oleate）

ｅ．NBCA（n-butyl-2-cyanoacrylate）

22．	60歳代の男性。左鎖骨上部の軟部組織腫瘍に対する生検後に撮影された造影CT

（partial	MIP 正面像）と血管造影を示す。出血の責任血管はどれか。

ａ．椎骨動脈

ｂ．内胸動脈

ｃ．肩甲背動脈

ｄ．甲状頸動脈

ｅ．鎖骨下動脈本幹
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23．	喀血に対する気管支動脈塞栓術で正しいのはどれか。

ａ．肺癌患者では禁忌である。

ｂ．術後の喀血の再発は極めて稀である。

ｃ．塞栓物質として金属コイルが推奨される。

ｄ．気管支動脈−肺動脈シャントは禁忌である。

ｅ．肺動脈塞栓術の併用が必要となる病変がある。

24．	肺結節に対するCTガイド下生検の直前と直後のCTを示す。生じた合併症はど

れか。2つ選べ。

ａ．気胸

ｂ．血胸

ｃ．空気塞栓

ｄ．肺胞出血

ｅ．大動脈損傷

直後直前
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25．	50歳代の男性。C型肝硬変を背景とした肝細胞癌の造影CTを示す。血液検査

データはアルブミン；3.6g/dl、総ビリルビン；0.9mg/dl、AST；36U/L、ALT；

34U/L、ALP；384U/L、WBC；8900/µl、RBC；333×104/µl、PLT；14.5×

104/µl、PT；75%である。肝性脳症は認めない。考えられるChild	Pugh	score

はどれか。2つ選べ。

ａ．5 点

ｂ．6 点

ｃ．7 点

ｄ．8 点

ｅ．9 点

26．	肝癌診療ガイドライン 2017 年版で再塞栓療法の時期を決定する因子は何か。	

2 つ選べ。

ａ．肝外転移の出現

ｂ．門脈腫瘍栓の出現

ｃ．腫瘍マーカーの上昇

ｄ．多血性の局所再発の出現

ｅ．肝内他部位の新たな多血性肝細胞癌の出現
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27．	腹腔動脈造影を示す。膵体部癌に対する腹腔動脈合併尾側膵切除術（DP-CAR）

の術前に塞栓術が行われる血管はどれか。2つ選べ。

ａ．①

ｂ．②

ｃ．③

ｄ．④

ｅ．⑤

28．	PTPE（経皮経肝門脈塞栓術）で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．穿刺経路の塞栓は不要である。

ｂ．合併症として腹腔内出血がある。

ｃ．非切除予定葉からの穿刺を優先する。

ｄ．通常は 1 週後に肝切除が行われる。

ｅ．無水エタノール使用時はバルーン閉塞下の注入が推奨される。
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29．	術後に門脈圧の低下が期待できるのはどれか。2つ選べ。

ａ．PSE（部分的脾動脈塞栓術）

ｂ．PTPE（経皮経肝門脈塞栓術）

ｃ．PTO（経皮経肝静脈瘤塞栓術）

ｄ．TIPS（経頸静脈肝内門脈大循環短絡術）

ｅ．B-RTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術）

30．	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．保険適用である。

ｂ．合併症として門脈血栓症がある。

ｃ．肝性脳症を有する症例は禁忌である。

ｄ．施行後に肝予備能が悪化する症例が多い。

ｅ．バルーンによる血流遮断は 30 分以下に留める。

31．	PSE（部分的脾動脈塞栓術）で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．合併症として門脈血栓症がある。

ｂ．血小板数は術後 1 〜 4 週で最高となる。

ｃ．目標とする塞栓率は 50％未満に留める。

ｄ．脾膿瘍を生じるリスクは 30％程度である。

ｅ．塞栓物質として無水エタノールが推奨される。
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32．	肝性脳症の原因となる疾患または病態はどれか。2つ選べ。

ａ．多脾症候群

ｂ．肺高血圧症

ｃ．脾静脈閉塞

ｄ．静脈管開存症

ｅ．Budd-Chiari 症候群

33．	膵内分泌腫瘍に対する ASVS（arterial	stimulation	and	venous	sampling）で正

しいのはどれか。3つ選べ。

ａ．カルシウム製剤の負荷が一般的である。

ｂ．画像診断で腫瘍が不明でも施行される。

ｃ．肝転移が疑われる場合には適応はない。

ｄ．肝静脈からの採血が一般的である。

ｅ．薬剤負荷 5 分後から採血する。

34．	経頸静脈的肝生検で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．大量の腹水がある患者は禁忌である。

ｂ．左肝静脈経由の生検が第一選択である。

ｃ．アミロイドーシスの患者は良い適応である。

ｄ．16G 以上のサイズの生検針の使用が推奨される。

ｅ．金属製 stiffening cannula の内腔を介して生検針を進める。
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36．	経皮的な胆管ドレナージで正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．非拡張胆管は適応外である。

ｂ．右胆管の穿刺は肋骨弓下から行う。

ｃ．B3 は通常、P3 の背側に描出される。

ｄ．右胆管アプローチで留置したカテーテルは抜けやすい。

ｅ．金属針を用いた穿刺では親水性コーティングワイヤの使用が推奨される。

37．	胃瘻で誤っているのはどれか。

ａ．減圧目的での造設も行われる。

ｂ．繰り返す誤嚥性肺炎は適応である。

ｃ．栄養面では中心静脈栄養より優れている。

ｄ．内視鏡が通過不可能な咽頭・食道狭窄は禁忌である。

ｅ．経鼻胃管法の使用期間が 4 週を超える場合に考慮される。

35．	急性胆嚢炎に対する経皮的ドレナージで正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．CT ガイド下に穿刺する。

ｂ．壊死性胆嚢炎は禁忌である。

ｃ．胆嚢腺筋腫症は禁忌である。

ｄ．頸部・体部移行部の穿刺が推奨される。

ｅ．内視鏡的経鼻胆嚢ドレナージに比べて成功率が高い。
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38．	重症急性膵炎発症から 5週後の造影CTを示す。改訂 Atlanta 分類に基づいた

膵局所合併症で正しいのはどれか。

ａ．仮性動脈瘤（pseudoaneurysm）

ｂ．被包化壊死（walled-off necrosis）

ｃ．膵仮性嚢胞（pancreatic pseudocyst）

ｄ．急性壊死性貯留（acute necrotic collection）

ｅ．急性膵周囲液体貯留（acute peripancreatic fluid collection）

39．	NOMI（非閉塞性腸間膜虚血症）で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．ジギタリスはリスク因子である。

ｂ．CT で腸管虚血所見がなければ否定できる。

ｃ．腹痛や圧痛などの症状がなければ否定できる。

ｄ．動脈造影では string of sausages sign が見られる。

ｅ．パパベリン塩酸塩を 300〜600mg/時間で投与する持続動注療法が推奨さ

れる。
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40．	サイズに関わらず破裂のリスクが高い真性動脈瘤はどれか。

ａ．腎動脈瘤

ｂ．脾動脈瘤

ｃ．内腸骨動脈瘤

ｄ．腹部大動脈瘤

ｅ．膵十二指腸動脈瘤

41．	腎動脈造影を示す。正しいのはどれか。

ａ．若年女性に多い。

ｂ．動脈硬化が原因である。

ｃ．他部位の血管には病変は生じない。

ｄ．IVR による長期遠隔成績は不良とされる。

ｅ．ステント留置術が第一選択の治療法である。
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42．	腎細胞癌の経皮的凍結療法で凍結域に含まれても問題のない臓器はどれか。	

2 つ選べ。

ａ．肝臓

ｂ．大腸

ｃ．脾臓

ｄ．大腰筋

ｅ．十二指腸

43．	副腎静脈サンプリングの術前に休薬が必要な薬剤はどれか。3つ選べ。

ａ．α遮断薬

ｂ．β遮断薬

ｃ．ループ利尿薬

ｄ．カルシウム拮抗薬

ｅ．アルドステロン拮抗薬

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．副腎静脈造影は深吸気で行う。

ｂ．最も多い合併症は静脈損傷である。

ｃ．ACTH 負荷後の採血は 5 分以内に行う。

ｄ．副腎静脈からの採血成功はコルチゾール値で判定する。

ｅ．ACTH 負荷後のアルドステロン/コルチゾールの左右比が 1.5 以上で片側病

変と診断する。
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45．	子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術に用いる球状塞栓物質の適切なサイズはどれ

か。2つ選べ。

ａ．100-300㎛

ｂ．300-500㎛

ｃ．500-700㎛

ｄ．700-900㎛

ｅ．900-1200㎛

46．	子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術で正しいのはどれか。3つ選べ。

ａ．粘膜下筋腫は良い適応である。

ｂ．閉経後は原則的に適応外である。

ｃ．術後の疼痛管理にオピオイドを使用する。

ｄ．術後に筋腫の体積は 35〜60％程度縮小する。

ｅ．術後 5 年以降での症状再発率は 50％程度である。

47．	前脊髄動脈の血流への関与を考慮すべき血管はどれか。3つ選べ。

ａ．甲状頸動脈

ｂ．内胸動脈

ｃ．肋間動脈

ｄ．気管支動脈

ｅ．下腸間膜動脈
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48．	外傷性大動脈損傷の好発部位はどれか。

ａ．①

ｂ．②

ｃ．③

ｄ．④

ｅ．⑤

49．	B 型大動脈解離で TEVARの適応とならないのはどれか。	

ａ．破裂

ｂ．急速拡大

ｃ．偽腔拡大を来した慢性解離

ｄ．dynamic obstruction による両側下肢虚血

ｅ．static obstruction による上腸間膜動脈高度狭窄

①

② ③

④

⑤
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50．	70歳代の男性。運動療法無効な間欠性跛行を主訴に来院した。血管造影を示す。

TASCⅡにおける分類はどれか。

ａ．Ａ型

ｂ．Ｂ型

ｃ．Ｃ型

ｄ．Ｄ型

ｅ．分類不能

51．	設問 50 の病変に対して TASCⅡで最も推奨されている治療はどれか。

ａ．血栓溶解療法

ｂ．バルーン PTA

ｃ．ステント留置術

ｄ．ステントグラフト内挿術

ｅ．外科的バイパス手術
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52．	右大腿動脈からのシース挿入中に抵抗を感じたため、X線透視下にシースから

緩徐に造影剤を注入した。直後のDRを示す。最も考えられるのはどれか。

ａ．動静脈瘻

ｂ．動脈解離

ｃ．大動脈穿孔

ｄ．下腹壁動脈迷入

ｅ．大腿静脈誤穿刺
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53．	血管造影を示す。出血の責任血管はどれか。

ａ．上殿動脈

ｂ．腸腰動脈

ｃ．深腸骨回旋動脈

ｄ．浅腸骨回旋動脈

ｅ．外側大腿回旋動脈
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54．	80歳代の女性。交通外傷で搬送された。造影前後のCTと血管造影を示す。出血

の責任血管として最も考えられるのはどれか。

ａ．子宮動脈

ｂ．閉鎖動脈

ｃ．膀胱動脈

ｄ．内陰部動脈

ｅ．内側大腿回旋動脈

造影CT単純CT

血管造影①

血管造影②
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55．	60歳代の女性。左膝窩部の腫脹を主訴に来院した。造影CTと血管造影を示す。

この疾患の合併症で頻度が高いのはどれか。

ａ．感染

ｂ．出血

ｃ．麻痺

ｄ．発疹

ｅ．虚血症状
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56．	DRを示す。行われている検査で正しいのはどれか。3つ選べ。

ａ．水溶性造影剤が用いられる。

ｂ．乳糜胸水の診断に用いられる。

ｃ．腰リンパ本幹が描出されている。

ｄ．右左シャントがある症例では禁忌である。

ｅ．足背リンパ管から造影剤が注入されている。

57．	透析シャントに対する経皮的血管形成術で正しいのはどれか。2つ選べ。

ａ．Steal 症候群は原則禁忌である。

ｂ．術前のアスピリン投与が必須である。

ｃ．ヨードアレルギー患者ではガドリニウム造影剤を用いる。

ｄ．シャント造設から 2 週以内の吻合部狭窄は良い適応である。

ｅ．リコイル時には長時間（5 分程度）のバルーン拡張を試みる。
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58．	PICC（末梢挿入型CVカテーテル）の留置で誤っているのはどれか。

ａ．超音波ガイド下の静脈穿刺が行われる。

ｂ．尺側皮静脈は動脈と並走する場合が多い。

ｃ．橈側皮静脈は腋窩静脈に急峻な角度で合流する。

ｄ．造影剤の高圧注入が可能な PICC が販売されている。

ｅ．日本医療安全調査機構よりCVカテーテルの「PICCによる代替」を合議す

ることが提言されている。

59．	デンバーシャント造設の翌日の血液検査で術前に比べて上昇する項目はどれか。

ａ．血小板

ｂ．血清 FDP

ｃ．アルブミン

ｄ．ヘモグロビン

ｅ．血漿フィブリノゲン

60．	骨粗鬆症性圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術で正しいのはどれか。

ａ．後壁に骨折が及ぶものは絶対禁忌である。

ｂ．椎弓根の骨折を合併したものは適応とならない。

ｃ．術後に隣接椎体の骨折が起こるリスクは 3％以下である。

ｄ．腰椎では最大 2ml までの骨セメントの注入が推奨される。

ｅ．使用される骨セメントの成分はポリメチルメタクリレートである。


