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　今回，Beyer国際交流促進制度を利用し，CIRSE 2019
に参加させていただきましたので，ここに報告します。
　今回のCIRSEはスペインのバルセロナで9月7〜11
日の期間で開催されました。私はCIRSEに参加するの
は初めてでしたが，教育講演が多く，1つのセッション
が1時間で，その中に演者が複数おり，それぞれの演者
が5〜10分程度でコンパクトに講演をするといった形
式で，テンポよく話が進むため，緩慢にならずに聴講
することができました。バルセロナは，この時期は気候
もよく，バスや地下鉄などの公共交通機関やタクシー
が利用しやすく，会場までのアクセスも良好でした。
　以下では，特に印象に残った演題や講演について報
告させていただきます。

HTS 201  Hot debates on drug-eluting tech-
nologies
　薬剤溶出性デバイスの問題点についてのセッション。
薬剤溶出性デバイスとは，ステントやバルーンの表面
に薬剤をコーティングすることで，血管平滑筋の増殖
を抑制し，再狭窄を減らすことができるものである。
コーティングに使用する薬剤であるパクリタキセルに

ついて，昨年末に JAHA（Journal of the American Heart 
Association）より，メタ解析の結果，末梢動脈疾患の患
者において，パクリタキセルでコーティングされたデバ
イスで治療された患者では，非コーティングのデバイ
スで治療された患者と比較して，2年後に死亡率が増
加する可能性（7.2％ vs 3.8％：risk ratio 1.68；95％ CI，
1.15-2.47）があるとの報告がなされたことが紹介され
た。（Risk of Death Following Application of Paclitaxel - 
Coated Balloons and Stents in the Femoropopliteal 
Artery of the Leg: A Systematic Review and Meta - 
Analysis of Randomized Controlled Trials（JAHA 2018；
7：e011245））この報告を受けて，幾人かの専門家が各々
の意見を述べていたが，統計学的に有意な事象である
という意見や，長期成績を示す論文は3本しかなくエ
ビデンスが不足していることやメタ解析では帰無仮説
の棄却はより厳しく行うべきであるといった意見があっ
た。最後に司会者より，「もしあなた自身が患者であっ
たらパクリタキセルでコーティングされたデバイスを
使用するか？」との質問があり，檀上にいた6人の専門
家のうち，3人は使用し，3人は使用しないと返答して
いた。この問題はまだいずれとも判断できない状態で
あるが，使用する前には患者へのインフォームドコン
セントは必要であると感じた。

EMT-HDT 2  Embolization: materials & tools - 
liquid agents
　CIRSEの特徴の一つとしてHands on sessionの多さ
が挙げられる。私は，液体塞栓物質のセッションに参
加した。25人の参加者が5つのグループに分かれて，
各ブースを回る形式で行われ，ONYXTM，SquidperiTM，
PHILTM，GLUBRANTM2という液体塞栓物質を使用で
きるブースと，硬化剤でFoamの作成を行うブースが用
意されていた。ONYXTMは日本でも使用できるが，脳神
経領域に限定されており，私は使用したことがなかっ
た。SquidperiTM とPHILTM はONYXTM と同様にDMSO

（Dimethyl sulfoxid）を溶媒としたもので，カテーテ
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MM 3401  Morbidity and Mortality Conference
　M&Mのセッション。CIRSEで最後のセッションで
あったにもかかわらず，多くの聴衆が参加していた。
5症例ほど呈示され，e-votingシステムを使用して，聴
衆にアンケートを取りながら進められた。印象に残っ
た症例としては，若年者の腎動脈狭窄にcutting balloon
による拡張術後に仮性動脈瘤を生じた症例に対して，
瘤内のコイル塞栓を行った症例が呈示されたが，案の
定，司会者より仮性動脈瘤に対して瘤内塞栓は行うべ
きではなく，ステントグラフトを使用すべきとの指摘
をされていた。演者の国では使用できるステントグラ
フトがなかったとのことであるが，日本ではバイア
バーンTM の良い適応ではないかと思われた。

P-345  NIR-absorbing gold nanoparticle-coated 
stent-mediated photothermal therapy suppress-
es stent-induced tissue hyperplasia
　ポスターの発表で，Manga Cum Laudeを受賞した
韓国からの報告。特定の周波数の光を当てると発熱す
る金属をコーティングしたステントを，ラットの胃幽
門部に留置し，組織過形成の抑制効果を検証した。45
匹のラットを，通常のステントを留置した群，コーティ
ングしたステントの留置＋レーザーによる局所加熱し
た群，コーティングしたステントを留置した群の3つ
のグループに分けて評価した。コーティングしたステ
ントの留置＋レーザーによる局所加熱した群では，他
の群と比較して，有意に組織過形成が抑制されたと
の結果であった。消化管癌や胆管癌などの治療にも使
用できるデバイスであり，実臨床にも早く応用されて
ほしいと思う。今回のポスター発表では，日本よりCum 
Laude 4題，Certificate of Merit 1題の受賞があり，同
じ日本人として誇らしく感じた。

ルとの固着は起きないということであった。ただし，
ONYXTM との違いとしては，タンタルパウダーを使用
していないために，塞栓後のCTでアーティファクト
が出にくいといった特徴があった。GLUBRANTM2は，
欧州市場で認可されているヒストアクリルと類似した
塞栓物質であった。私のグループにはアメリカ，ドイ
ツ，サウジアラビアからの参加者がおり，それぞれの
国で使用できるデバイスが異なっていたため，使用経
験も様々であった。日本では未承認のデバイスを経験
できるのもCIRSEの魅力の一つと思われた。

FS 905  Pre-operative portal vein embolization
　術前門脈塞栓術の教育講演。拡大肝切除術後の肝不
全を予防するために，門脈塞栓術が発展してきた歴史
が説明され，どの塞栓物質が最適かなど，まだ議論が
あることが紹介された。特に印象的であった内容とし
ては，イタリアの Lunard 先生による，Percutaneous 
Intrahepatic Split by Microwave Ablation（PISA）の紹介
で，門脈右枝塞栓後に十分な残肝肥大が得られなかっ
た症例に対して，中肝静脈に沿ってablationを追加で
行うことで，門脈左枝から肝右葉への側副路の発達を
遮断し，さらなる残肝肥大（平均35％→83％の肥大）
を得られるとのことであった。我々の施設でも肝門部
胆管癌などに対して門脈塞栓術を行っており，右三区
域切除術前の門脈右枝＋P4塞栓も行っているが，さ
らなる手術適応拡大に向けて，PISAのような方法が
あることは参考になった。詳細については，演者の
論文「Feasibility of Percutaneous Intrahepatic Split by 
Microwave Ablation（PISA）After Portal Vein Emboli-
zation for Hypertrophy of Future Liver Remnant：The 
Radiological Stage-1 ALPPS.（CVIR. 2018 May；41（5）：
789 -798）」を参照して頂きたい。

　今回，日本 IVR学会Bayer国際交流促進制度を利用
して，9月7日から9月11日までスペインのバルセロナ
にて開催されましたCIRSE2019に参加させて頂きまし

たので，学会及び印象に残った演題についてご報告さ
せて頂きます。
　今年のCIRSEは，口演が180演題，電子ポスターが
850演題ありました。口演は，午前中は教育講演が主
で午後に一般演題が集中しているようでした。電子ポ
スターは原著・症例報告のいずれも会場にあるポス
ター会場にて各自で閲覧するのみで，ディスカッショ
ンがないのは少し寂しい感じもありました。ハイライ
トとして，“Saturday in PAD Day”や“Interdisciplinary 
Endovascular Aortic Symposium（IDAES）”といった
セッションがあり，閉塞性動脈硬化や大動脈疾患に対
するインターベンションが注目されているようでし
た。ハンズオンセッションも複数開催されていまし
た。比較的限られた人数で密に行う方針のようで，1
セッションの参加人数は最大25人と制限されており，
予定人数に達すると部屋への入場自体も断っていまし
た。私も参加しようと思ってセッション開始15分前
には所定の会場に行きましたが，既に行列ができてお
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（covered stent）の有用性の検討。対象はAVGsの治療
にCoveraTM を用いた64症例。平均観察期間は277日。
6ヵ月後の開存率（post-intervention primary patency：
PIPP）及び開存率に影響を与えた因子について検討し
た。PIPPの中央値は336日で，6ヵ月の時点での開存率
は73.58％であった。PIPPに関連する因子として，新規
病変と再発病変，血栓の有無，穿刺部病変，venous-
graft anastomosis病変などで検討したが，いずれも統
計学的有意差は認めなかった。結論としては，様々な
タイプのAVGs狭窄病変に対して，CoveraTM のカバー
ドステント留置は安全で有用な治療法となり得る。

3008.2 - Randomised controlled trial compar-
ing drug eluting balloon versus conventional 
balloon angioplasty for below the knee arteries 
in patients with critical limb ischemia
B. S. Tan, et al.
　膝下膝窩動脈以遠（below the knee：BTK）の重症下肢
虚血critical limb ischemia（CLI）に対するdrug eluting 
balloon（DEB）とconventional balloon（CB）を用いた血
管形成術のランダム化比較試験。138症例をランダムに
DEB群（n＝70）とCB群（n＝68）に区分し，それぞれの
群における6ヵ月後の開存率について検討した。6ヵ月
後の開存率は，DEB 群が 41.9％，CB 群が 37.8％で両
者に統計学的有意差は認めなかった（p＝0.479）。12ヵ
月後の患肢温存率は，DEB群で75.0％，CBで84.6％
であり有意差は認めなかった（p＝0.097）。12ヵ月後の
Amputation free survival（AFS）は，DEB 群で 62.3 ％，
CB群で77.3％と有意にCB群で良好であった（p＝0.030）。
重篤な合併症のリスクは両群で同程度であった。結論
として，BTKのCLIにおいては，CBがAFSに寄与する
可能性がある。

3105.6 - A new approach: unilateral UFE in 
women with symptomatic fibroids
A. Mohamad et al.
　子宮筋腫に関する片側の子宮動脈塞栓術（UAE）の有
用性に関する検討。片側子宮動脈塞栓術を施行した35
症例。片側のみの塞栓術を施行した理由は，23例は片
側性の病変で血管撮影で患側のみから血流が供給され
ていたため意図的に片側のみに施行したもので，12例
は解剖学的理由によるものであった。意図的に片側の
UAEを施行した群と両側子宮動脈塞栓術を施行したコ
ントロール群における症状や腫瘍壊死率，容積減少率
を評価した。結果，両群間の症状改善には，差が認め
られなかった。手技3ヵ月後のMRIでの評価では，腫
瘍壊死率も片側UAE群で80％，両側UAE群で85％と
有意差はなく，容積減少率も片側UAE群で52％，両側
UAE群で51％と有意差は認められなかった。結論とし
て，症例によっては，通常の両側UAEと同等の結果が
片側UAEで得られる可能性がある。

り，結局，満席で入ることができませんでした。また
CIRSEに参加する機会があれば，是非参加してみたい
と思います。
　以下に，今回私が興味を持った演題についてご紹介
します。

102.4 - Intra-arterial chemotherapy
T. Tanaka, et al.
　膵癌に対する動注療法に関する講演。切除不能進行
膵癌における動注療法の有用性が知られている。膵臓
の血流は腹腔動脈と上腸間膜動脈からの二重支配であ
るため，動注にはそれぞれの血管からの血行動態の把
握が重要である。腹腔動脈及び上腸間膜動脈の両血管
からの動注を行うことによって良好な結果が報告され
ているが，下痢や低アルブミン血症などの副作用も多
い。上腸間膜動脈から分岐する栄養血管を塞栓し一本
化して，腹腔動脈から動注する方法を考案した。その
方法では，重篤な合併症なしに有効性68.8％，無増悪
生存期間6ヵ月，全生存率9.8ヵ月に達した。また，肝
転移についても全身化学療法に動注療法を併用するこ
とで，再発率を下げられる。

404.2 - Benefits of DEB post stenting in dia-
betic patients and males: subgroup analysis of 
the randomized Freeway stent study
S. Müller-Hülsbeck, et al.
　症候性大腿−膝窩動脈病変に対する血管形成術に
対しFREEWAYTM 薬剤溶出バルーンカテーテル（drug 
eluting balloons；DEB）を用いた後拡張の有用性の検
討。対象はステントを留置された204症例。ランダム
に後拡張をDEBもしくは非薬剤コーティングバルー
ン（plain balloon）を用いて行い，6ヵ月後の標的病変に
おける再血管形成，6ヵ月後及び12ヵ月後の開存率，
ABIやRutherford分類の変化を評価した。DEBを用い
た後拡張は比較的良好な有用性を呈した。特に性別毎
のサブグループ解析では，12ヵ月後の開存率はDEB群
の男性は82.1％であるのに対し，plain balloon群の男
性は58.9％と有意（p＝0.005）に開存率が高かった。ま
た，再血管形成を要した症例もDEB群は男性4.1％で
あるのに対し，plain balloon群は16.9％と男性で有意

（p＝0.018）に良好な結果であった。さらに，既往に糖
尿病を有する症例においても，Rutherford分類の改善
は，DEB群がplain balloon群に対し有意に良好な成績
を呈した（p＝0.019）。結論として，DEB（FREEWAYTM）
を用いた後拡張は再狭窄予防に有用で安全である。特
に，糖尿病患者や男性において有用な可能性がある。

608.2 - Initial experience with the CoveraTM 
covered stent for the treatment of dysfunction-
al or thrombosed arterio-venous grafts. A retro-
spective analysis of 64 patients
P. N. Papadimatos, et al.
　Arterio-venous grafts（AVGs）の治療におけるCoveraTM
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P-23-Percutaneous transpapillary placement of 
biliary metallic stent in patients with malignant 
extrahepatic biliary obstruction: outcomes of 
double bare stent versus PTFE-covered stent
H. Chu et al.
　悪性疾患による胆管狭窄に対するベアステントとカ
バードステントの検討。対象は悪性疾患にて肝外胆管
狭窄を来した83例で，40例はベアステントで43例は
カバードステントを留置された。技術的成功率，ドレ

ナージ効果，合併症，生存率，ステント開存率のいず
れにおいても両群に有意差はなかった。ステント閉塞
がベアステント群で7症例（20％，平均114日）で生じ，
カバードステント群で16症例（41％，平均170日）で生
じた（p＝0.153）。平均のステント開存日数は，ベアス
テントで74日，カバードステントで135日であった。
結論として，ステント留置術は胆管狭窄の治療に有用
であり，その効果はステントのタイプに依らない可能
性がある。

　日本 IVR学会のBayer国際交流促進制度の援助を受
け，9月7〜11日にバルセロナで開催されたCIRSE 2019
に参加させて頂きました。以下，個人的に印象的であっ
た演題について報告いたします。

FP 705.2  CT-guided gasserian ganglion con-
tinuous radiofrequency ablation for the treat-
ment of trigeminal neuralgia.

（M Tsitskari, Athens/GR）
　ギリシャ発。2016年9月〜2018年6月に難治性の三
叉神経痛に対する三叉神経節のRFAを施行した32例の
前向き検討。CTガイド下に20Gの5㎜ active tip needle
を有痛側の卵円孔に刺入し，continuous RFA（65・70・
75℃でそれぞれ90秒間の3サイクル）を施行した。経過
観察期間の中央値は16ヵ月。除痛効果は，Significant

（改善率＞80％）が26例，Moderate（30〜50％）が5例，
Minimal（＜20％）が1例であった。5例ではPulsed RFA

（42℃で10分間）による再焼灼を要し，再治療後は5例
とも significantな除痛効果を得た。有害事象は8例あ
り，感覚障害，咀嚼筋の筋力低下，頬部潰瘍を示し，
全例が治療後3週間までに改善した。
　三叉神経痛の治療はカルバマゼピン等の内服が第一
選択となるが，副作用や効果減弱の問題点があり，神
経ブロックやガンマナイフ等が施行されることもある。
疼痛に対するRFAは恐らく本邦ではあまり施行されて
いないと思われるが，CIRSEでは毎回複数の報告があ

り，今後も注視が必要と感じた。疼痛の評価手法や時
期の曖昧さ，高い合併症率などの問題点は感じたが，
あまりお目にかかれない程のCT gantry tiltを施し穿刺
部〜卵円孔を1断面に収め，迷いのない見事な穿刺に
より治療していた。

FP 1505.5  Cryoablation for stage 1 renal cell 
carcinoma: oncologic outcomes from a 10-year, 
prospective study.

（K.P. Rodriguez, Baltimore/US）
　米国は Johns Hopkins Universityより。病理診断が
得られたStage 1，腫瘍径7㎝未満（T1bは14％）の134
例の腎癌に対するCTガイド下凍結治療の前向き検討。
治療10年後の全生存率72.1％，無再発生存率69.1％，
疾患特異的生存率93.0％であった。同時期に腎部切ま
たは腎摘が施行され，年齢や合併症スコア等をマッチ
させたNational Cancer DataBaseと比較した結果，凍
結群は手術に比して，全生存率が高い傾向にあり，腫
瘍制御率や腎機能低下率は同等であり，有害事象の発
生率は低かった。
　腎癌に対する経皮的凍結治療の報告は多数あるが，
後方視的検討・症例数・病理評価の欠如などの limita-
tionを抱えた報告が少なくない。この症例数の10年間
の前向き検討で，更にNCDBとの比較という手法では
あるが手術と同等の成績が示された意義は大きいと感
じた。

FP 2306.1  Geniculate artEry embolisatioN in 
patiEnts with oSteoarthrItiS of the knee（GEN-
ESIS）: preliminary results from the first Euro-
pean prospective study.

（M.W. Little, Reading/UK）
　英国はRoyal Berkshire Hospitalより。2018年6月に
開始した変形性膝関節症に対する塞栓術の前向き試験
の中間報告。対象はKellgren-Lawrence Grade 1-3，半
年以上の保存的加療に抵抗性の膝痛であり，塞栓物質
は100〜300㎛の球状塞栓物質を採用した。術前後に
KOOS（Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score）
およびVASを評価した。報告時点までに22例の治療
を行い，術後半年以上経過観察した16例の評価では，
KOOSの各項目およびVASの有意な改善を認めた。導
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と感じた。今後の症例の蓄積や長期成績に注目したい。

P-88  The phrenic nerve: you can use it or 
abuse it.

（J.S. Krlegshauser, Phoenix/US）
　米国はMayo Clinic Hospitalより。横隔神経はC3-5
の前枝から起始し，前斜角筋上部にて筋外側を回り込
み筋腹側に沿って尾側へ進み，右側では大静脈に沿っ
て大静脈孔を抜け左側では心膜腹側などを進み，横隔
膜に至る。横隔神経損傷の回避のため，ドーム直下の
肝腫瘍の焼灼時には大静脈孔と距離を保つ必要がある。
また横隔神経ブロックは，難治性吃逆に対する治療，
肺生検施行時の呼吸性変動の抑制に応用可能である。
頸部超音波にて描出される横隔神経（60％で視認可能），
または CT では前斜角筋腹側の横隔神経走行領域を
目標とし，局所麻酔薬やステロイドを注入することで，
63％で横隔神経ブロックが可能であった。神経ブロッ
クを併用した30例のCT下肺生検では被ばく量の有意
な低下を認めた。有害事象は気胸，ホルネル症候群（標
的外神経麻酔），上肢のしびれや筋力低下であり，禁忌
は対側の横隔神経障害や肺機能低下例である。
　肺生検時に息止めが一定せず，透視ペダルを踏む度
に表示断面が変わるような IVR医泣かせの症例も，横
隔神経ブロックでバッチリ対応可能，と感じさせる，
明日から使える実践的な内容であった。小径腎癌の凍
結治療時など，一部の腹部臓器に対しても応用できる
だろうか。

　最後になりますが，今回の機会を頂いた IVR学会お
よびBayer社の皆様に，この場を借りて改めて御礼申
し上げます。

入初期に一過性の皮膚色調変化を生じ，以降は皮膚血
流の抑制目的に，皮膚に氷嚢を当てていた。治療1年
後のMRIにて，現在まで骨壊死は認めていない。
　今大会では世界中からMSK embolizationに関連した
報告があり，本報告でも塞栓術のnext frontierである
と結ばれていた。諸外国では，特に膝関節では球状塞
栓物質を主に採用していた。

FP 2306.5  Comparison of embolization of the 
superior rectal arteries with conventional surgi-
cal correction in the treatment of internal hem-
orrhoidal disease: initial results.

（P.M. Falsarella, São Paulo/BR）
　ブラジル発。2018年4月に開始した痔核に対する上
直腸動脈塞栓術と結紮切除術のランダム化前向き試験
の中間報告。Grade 2-3の痔核22例を無作為に，局所
麻酔下の上直腸動脈コイル塞栓術群と，脊髄麻酔下の
結紮切除術群に割り当て，11例ずつ施行した。両群の
年齢，疼痛・出血・併存疾患の有無に有意差はなかっ
た。今回の主要評価項目は術後1週間以内のVASおよ
び鎮痛剤の使用回数であり，塞栓群は手術群に比して
有意に優れていた。塞栓群の報告時までの経過観察期
間（6〜13ヵ月）では，症状の再燃は見られず追加治療
は要さなかった。
　痔核の塞栓術：Emborrhoidは2015年に報告された
が，手術不成功例または併存疾患による手術不可能例
を主な対象としており，塞栓と手術のランダム化前向
き試験は前衛的と思われる。痔核に対する外科的手術
自体が比較的低侵襲であり，塞栓術が市民権を得るこ
とは容易ではないと推測されるが，本報告のように局
所麻酔で施行可能，手術に比べ速やかな症状改善が見
込める等の利点が示されれば，前向きな一歩に繋がる
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