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　2012年度の国際交流促進制度に選出
いただき，Cardiovascular and Interven-
tional Radiological Society of Europe
（CIRSE2012）に参加することができま
した。このような機会を与えていただ
きありがとうございました。リスボン
は初めて訪れましたが，坂とヨーロッ
パらしい建物，路面電車が走る異国情
緒あふれる都市でした。会場はリスボ
ンの中心部から車で20分ほどのテー
ジョ川の河口に面した場所にありまし
た。私自身はCIRSE2010に続いて2度
目のCIRSEでしたが，今回も大変活
気のある会場の雰囲気でした。国内の
学会と異なり，一般演題は少なく，ポ
スターに集約されているようでした。
会場での講演は教育を重視した内容も
多く，私のような IVR医を目指す駆け
出しの者にとっても非常に貴重な経験
ができました。特に印象的なのは前回
も感じたのですが，TACEの話題の中
心はDEB（drug eluting bead）であり，
Lipiodolについての話題はほとんどな
かったことです。講演はスライドも多
く，概ね内容を理解することができま
したが，会場での質疑応答ではやはり
私の英語力のなさを痛感させられまし
た。また，企業展示ブースの規模と盛
況ぶりに改めて驚かされ，自分の知ら
ない，日本で認可されていないデバイ
スもみられ，興味深いものも多々あり
ました。以下に印象に残った講演をい
くつか紹介させていただきます。各専
門分野の先生方には稚拙な内容もある
かと存じますが，何卒ご容赦ください。

303-3
TACE and radioembolization : com-
petitors or complementary?

（T.K.Helmberger：Germany）
　肝癌の治療に対する経カテーテル的
治療が担う役割は大きい。このセッショ
ンでは従来用いられてきたTACEと
radioembolizationについて競合する治
療なのか，相補的な治療法なのかを講
演していた。2009年にLewandowski, 
R.J. et alが86例の症例でTACE症例43

2204.2
In vivo evaluation of sunitinib-loaded 
DC Beads（A.Denys : France）
　Sunitinib（スーテント）溶出性DC 
beadsの薬物動態および潜在的毒性を
調べるマウスを用いた動物実験。8匹
のマウスには0.2㎖のDC beadsに6㎎
の sunitinibを付加したものを肝動注，
6匹のマウスには 6㎎の sunitinibを経
口投与した。それぞれ半分を薬剤投与
6時間後，残りを24時間後に解剖し，
肝内や血漿内のsunitinibの濃度を測定
した。また，肝酵素などの測定も行っ
た。結果は両者とも予期しない合併
症や血液検査異常はみられなかった
が，前者の方の肝内におけるsunitinib
の濃度は非常に高濃度（6時間：3870 
ng/㎖，24時間：4741ng/㎖）であり，
逆に血漿内のsunitinib濃度は非常に低
く（＜50ng/㎖），効率的なsunitinibの
効果を期待するものであった。

2208.5
Stenting of symptomatic superior 
vena cava obstruction : 10 year ex-
perience from a large UK vascular 
unit

（S.Chellamuthu : United Kingdom）
　一つの施設での10年間のSVCステ
ント症例の retrospective review。1999
年～2009年まででSVCステントを挿
入する目的で経カテーテル的に静脈
造影を行った56症例が対象。そのう
ち38例が悪性症例であった。53例に
実際SVCステント留置が行われた。2
例は実際の静脈造影で閉塞がみられ
ず，施行せず。残りの1例は右房への
浸潤があったためステント挿入を断
念した。即時の技術成功率は96％で2
例に合併症がみられ，1例は右房への
migration，もう1例は外腸骨静脈での
ステントの誤展開であった。前拡張は
5例で後拡張は40例で施行した。4例
で経過中に reinterventionが行われ，2
例にステント留置，2例でバルーンに
よる再拡張術が行われた。SVC閉塞に
対するSVCステント留置は安全かつ
効果的で侵襲の少ない手技であり，即
時に臨床症状の改善が得られた。

3009.4
Lobar radioembolization induces hy-
pertrophy of the contralateral lobe

（J.I.Bilbao : Spain）
　Y－90－labeled microsphereを用いて
lobarもしくはsublobarに radioemboli-

例，Y－90microsphereを用いたTARE
（transarterial radioembolization）43例
を移植に用いられる staging（UNOS：
United Network for organ Sharing）で
どちらが有用かを比較している。Partial 
response rateはTACE，TAREそれぞ
れ 37％，61％で，event－free survival
期間およびoverall survival期間はそれ
ぞれ 7.1/17.7月，19.2/41.6月とTARE
の方が有用であったと報告しているこ
となどを挙げ，また，入院期間の短
さ，術後の腹痛の少なさなどTAREが
有用であることを説明していた。ただ，
一方で他の報告ではそこまでTAREが
TACEに取ってかわるほどの成績では
ないこと，また，RCTによる評価がな
されていないこと，TACEの方法も多
岐にわたることなどがあり，TAREと
TACEは相補的な治療法としていた。

2202.5
Clinical outcome after prostatic ar-
tery embolization : unilateral versus 
bilateral embolization（T.Bilhim : Por-
tugal）
　良性の前立腺肥大に対するPAE（pro-
static artery embolization）において片
側の塞栓と両側の塞栓を retrospective
に比較した。
　症例数は122例，片側塞栓は19例，
両側塞栓は103例。術前の前立腺容量
は両側塞栓例の方が大きい傾向にあっ
た（両側塞栓例，片方塞栓例の平均容
量：84㎖，75.8㎖）。結果は平均容量
減少量および率がそれぞれ 19.75㎖/ 
23,5％，10.1㎖/13.3％，PSAの平均減
少値がそれぞれ 1.4ng/㎖，0.8ng/㎖，
IPSS（国際前立腺症状 score）および
QOL scoreの平均改善値はそれぞれ
12.6/2.1，9.25/1.5であり，容量減少も
PSAの改善もQOLの改善もやはり両
側塞栓の方が良い結果が得られた。た
だ，片側の塞栓のみでも約 50％の患
者で症状の改善がみられた。
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zationを施行した83例の治療した葉の
容量，治療していない対側葉の容量，
および脾臓の容量を retorospectiveに
調べた。期間を治療後4～8週間（T1），
10～26週間（T2），32～150週間（T3）に
分けて測定した。83例の内訳は肝細胞
癌が52例，転移性肝癌が27例，肝細
胞癌以外の原発性肝癌が4例であり，
右葉を治療対象とした割合が79.5％で
あった。対側葉の容量増加はT1：11％，
T2：19.5％，T3：43.5％であり，逆に治
療した葉はT1：－6.3％，T2：－21.9％，
T3：－29.6％の容量減少を認め，全体
的にはどの期間においても大きな容量
変化は見られなかった。この容量変化
は肝硬変よりも非肝硬変症例で顕著に
みられる傾向にあった。また，脾臓に
も容量変化がみられ，脾腫とされた
割合は治療時16％であったが，T1で
17.5％，T2で26.2％，T3で36.7％であ
り，時間経過とともに脾臓の容量増加
を認める傾向にあった。片側を対象と
した radioembolizationは反対側の葉の
容量増加および脾臓容量の増加をきた
す傾向にあった。今後はその機序と有
用性のさらなる研究が望まれた。

1903.3
Results of a phaseⅡ trial evaluating 
DEBIRITM as a neoadjuvant treat-
ment of easily resectable liver me-
tastases from CRC

（J.Lammer : Austlia）
　Fiorentini G et alは74人の大腸癌肝
転移の症例に対してイリノテカンを

loadingしたDEB（drug-eluting beads）
による治療と従来の経静脈的投与によ
るFOLFIRIによる治療とのRCT（phase 
3）をおこなった。DEBIRI－TACE群は
36例，FOLFIRI群は38例でのmedian 
survival は 22m vs 15m，progression－
free survivalは7m vs 4m，QOLの改善
した期間のmedian timeは8m vs 3mで
いずれもDEBIRI群で良好な成績が得
られた。これを踏まえて大腸癌肝転移
のneoadjuvant治療としてのDEBIRIに
よるTACEの有用性と安全性を調べた。
40例に 1回のDEBIRI－TACEを施行。
200㎎の irinotecanを100～300μDCBに
loadingして使用。4週間後に手術を行
い，その病理学的な治療効果を検討し
た。4例でpost－embolic syndromeがみ
られたが，全例で手術は可能で病理学
的にmajor/complete responseであっ
た症例は 76％であった。neoadjuvant
治療としてのDEBIRI－TACEは有用か
つ安全であった。

P-74
Alternative venous access : options 
in challenging catheter-dependent 
patients

（R.ramaswamy : USA）
　CVカテーテル長期留置を余儀なく
される人々にはしばしば，静脈アクセ
スが困難となる場合がある。鎖骨下静
脈，内頸静脈などの一般的なルートが
閉塞した場合，どのようなアプローチ
があるのかを紹介。上肢や大伏在静脈
などのルート，肝静脈に経皮経肝的な
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アプローチのほかに奇静脈や腰静脈か
ら留置する方法を紹介。

P-180
Anatomical assessment of the origin 
of the right inferior phrenic artery 
with the use of MDCT

（S.Kanasaki : Japan）
　TACEの時に最も治療を必要とす
る肝外の血管である右下横隔動脈の
variationをMDCTを用いて評価。造
影CTが施行された309例を0.5～1㎜
の thin sliceで reviewし，起始部を調
査。303例で起始部を同定可能，29％
は左下横隔動脈との共通幹であった。
48.2％は大動脈から直接分岐してお
り，最も多い分岐部はCAとSMAの間
の右側で，次にCA頭側の左側であっ
た。稀な症例として，下横隔動脈左右
共通幹が右腎動脈から分岐する症例や
左腎動脈から右下横隔動脈が単独分岐
する症例があった。

P-227
Transarterial hepatic chemoperfusion 
of uveal melanoma metastases : sur-
vival and response to treatment

（T.A.Heusner : Germany）
　手術不応のぶどう膜悪性黒色腫の
肝転移に対してmelphalanを軸とした
transarterial hepatic chemoperfusion
によるoverall survivalを評価した。61
例の症例に対して249回の transarteri-
al hepatic chemoperfusionを施行した。
はじめはすべての症例でmelphalan
を使用し，進行した症例については
fotamustine（n＝26），dacarbazine（n＝
15）などの別の薬剤による transarterial 
hepatic chemoperfusionを施行した。
38例はmelphalanのみでの治療で，残
りの23例は別の薬剤を使用した。全
体のmedian overall survivalは10ヵ月，
melphalanのみの群では11.6ヵ月，別
の薬剤を使用した群では8.7ヵ月であっ
た。肝転移のみであった症例において
はmedian overall survivalは13.7ヵ月
で，他に転移があった症例に対して有
意に延長していた。薬剤による副作用
は適度なものはしばしばみられたが，
重篤な副作用はほとんどなかった。
Transarterial hepatic chemoperfusion
は手術不応のぶどう膜悪性黒色腫の
肝転移に対しての適度な生存期間延長
が証明され，低侵襲かつ一時的に病勢
を抑える治療としては効果的と考えら
れた。


