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ポスター1
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P-001～008

ポスター2
臨床研究（塞栓術・動注／化学療法）

P-009～029

ポスター3
臨床研究（その他）

P-030～047

ポスター4
症例報告（脳神経・頭頚部）

P-048～054

ポスター5
症例報告（胸部）

P-055～063

ポスター6
症例報告（肝・胆・膵・消化管）

P-064～077

ポスター7
症例報告（門脈系）

P-078～096

ポスター8
症例報告（婦人科・泌尿器）

P-097～109

ポスター9
症例報告（大動脈・末梢血管・エンドリーク）

P-110～128

ポスター10
症例報告（内臓動脈瘤）

P-129～133

ポスター11
症例報告（血管奇形）

P-134～147

ポスター12
症例報告（救急）

P-148～161

ポスター13
症例報告（合併症）

P-162～170

ポスター14
症例報告（静脈・リンパ系）

P-171～178

ポスター15
症例報告（小児）

P-179

ポスター16
症例報告（穿刺・ドレナージ・アブレーション）

P-180～190

ポスター17
メディカルスタッフ

P-191～198

デジタルポスター
オンデマンド配信のみ

（会場での発表はございません）

第 50 回日本 IVR 学会総会　日程表 ※注釈付きのプログラム以外は全てライブ配信およびオンデマンド配信を行います。

9:10～11:10
Featured Abstract
座長：谷川　昇／米虫　敦
演者：魚谷健祐／伊藤千尋／齊藤夏彦／牛島泰宏
　　　小齊信也／小川普久／小牧稔幸／松本知博
FA1～8

8:05～9:05　シンポジウム5
ガイドライン完成報告：症候性子宮筋腫に対するUAEガイドライン
座長：山上卓士／掛田伸吾
演者：山上卓士／矢田晋作／泉雄一郎　
　　　曽根美雪／勝盛哲也／澤田健二郎
SY5：1~6

9:10～10:40
特別企画2
第2回 日本産科婦人科学会・日本IVR学会Joint Session
座長：大須賀慶悟／下屋浩一郎
演者：小野澤志郎／牧野真太郎／ウッドハムス玲子
　　　澤田健二郎／曽根美雪　　
コメンテーター：小野澤志郎／北　正人
SP2：1~5 

10:55～11:55　スポンサードセミナー5
IVRの未来をつくる塞栓術　
― 子宮筋腫のUAE　疼痛緩和のTAE －
座長：山門亨一郎　演者：小野澤志郎／荒井保典
日本化薬株式会社　
SS5

12:10～13:00　ランチョンセミナー7
薬剤溶出性ビーズの最新の知見：HCCに対する
cTACEとの比較＆大腸がん肝転移におけるエビデンス
座長：山門亨一郎　演者：田中利洋
エーザイ株式会社　LS7

13:20～14:50
第21回技術教育セミナー4
腎動脈のIVR
コーディネーター：福田哲也
演者：福田哲也／山本浩詞／川崎竜太
TW4：1~3

15:00～16:30
第21回技術教育セミナー5
穿刺技術（ドレナージ、生検など）
コーディネーター：生口俊浩
演者：生口俊浩／佐藤　塁／鶴崎正勝
TW5：1~3

16:50～17:35
指導医講習会
IVR指導医講習会
座長・演者：中塚誠之

12:10～13:00　ランチョンセミナー8
肝癌治療に活かせる技術 
～局所効果をもたらすc-TACEの有用性～
座長：宮山士朗　演者：及川隆喜／阿保大介／宮山士朗
朝日インテックJセールス株式会社　LS8

13:20～14:50
特別企画3
IVR医が「働きやすい・働きがいのある」職場とは？
座長：三村秀文／曽根美雪
演者：富松浩隆／酒井浩人／林奈津子／岡本大佑
　　　掛田伸吾／中塚誠之
SP3：1～6

15:00～16:40
特別企画4
U-40 meeting「教育」を再考する
座長：川田紘資／田村　全
演者：山田謙太郎／田中千陽／柴田龍宏
　　　榎本由貴子／村田慎一　　
SP4：1～5

16:50～17:50
シンポジウム6
灌流療法(NIPP)の実際と医師主導治験に向けて
座長：田島廣之／村田　智
演者：松山琴音／小野澤志郎／村田　智／穴井　洋
SY6：1～4

9:10～10:40
特別企画5
コロナ禍でのIVR
座長：近藤浩史／船曵知弘
演者：宮下修行／田村　全／松本純一　　
　　　近藤浩史／高橋麻里絵／木村浩一朗
SP5：1～6

10:45～11:48
一般演題8

呼吸器系IVR、コロナ、ほか
座長：下平政史／東原大樹

O-41～47

12:10～13:00　ランチョンセミナー9
救急画像最前線
座長：村上卓道　演者：船曵知弘
富士製薬工業株式会社　
LS9

13:20～14:20
メディカルスタッフセッション　教育講演
わからないことが解決できる、明日にでも役立つ
座長：福嶋敬子　演者：齋藤博哉
MSS-1

14:30～15:50
メディカルスタッフセッション1　合同シンポジウム
IVR室の急変対応：安全性向上のためのチーム医療とは
～チームステップスに基づいて考える－第2弾－
座長：興津茂行／小出　裕／藤野絹代
演者：澤内あかり／大橋章弘
コメンテーター：宮崎浩彰
ファシリテーター：種村直美
MSS1：1～2

16:50～17:50　スポンサードセミナー6
All about Coil Embolization -Experts Theory-
座長：小金丸雅道
演者：井上政則／林　完勇
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
SS6

9:10～10:10
倫理講習会
座長：浅山良樹
演者：今井浩光

10:45～11:30
一般演題9

門脈系
座長：小林　薫／丸野美由希　O-48～52

12:10～13:00　ランチョンセミナー10
各領域におけるAVM/シャント疾患に対する塞栓術の極意
―DeFrictor  Nano Catheterによる新しい治療戦略―
座長：大須賀慶悟　演者：丸野美由希／中村　元
株式会社メディコスヒラタ　LS10

13:20～14:05
一般演題10
被曝／基礎研究

座長：赤羽正章／生駒　顕　O-53～57

14:20～15:20　スポンサードセミナー7
微粉末シスプラチンエマルション・サスペン
ションの基礎評価と臨床的可能性
座長：宮山士朗　演者：田中利洋
株式会社パイオラックスメディカルデバイス　
SS7

15:35～16:35　スポンサードセミナー8
Drug coated balloonの最新トレンド
座長：山本浩詞　
演者：市橋成夫／佐藤友保／後藤靖雄
日本メドトロニック株式会社　
SS8

16:50～17:53
一般演題11

腹部IVR
座長：阿保大介／佐口　徹

O-58～64

11:15～11:55
表彰式

12:10～13:00　ランチョンセミナー6
【差がつくコイル塞栓術】
～実践したいAZUR活用法～
座長：高瀬　圭　演者：下平政史／榮　建文
テルモ株式会社　LS6

13:20～13:50　スポンサードセミナー4
大静脈ステント- 知っておくべき学会レジストリーの重要性 -
座長：山門亨一郎　演者：荒井保明
コスモテック株式会社　SS4

14:00～15:30
シンポジウム4
リンパ系のIVR
座長：井上政則／山本真由
演者：竹永晋介／井上政則／山本真由／衣袋健司
　　　加藤　基　　
コメンテーター：狩谷秀治
SY4：1~5

15:40～16:40
特別企画1
症例で見る胸管塞栓術
プレゼンター：狩谷秀治
座長：山上卓士
コメンテーター：竹永晋介／井上政則／山本真由
　　　　　　　　衣袋健司／加藤　基
SP1 

教育企画2
PADに対するIVRを始めよう
「ビデオライブでエキスパートと一緒に勉強しようPADに対するIVR」
9:10～10:00　【1. 腸骨動脈】
座長：田中良一／阪口昇二
プレゼンター術者：高山勝年
演者：岩越真一／小川普久
コメンテーター：市橋成夫／花輪　真／本郷哲央
10:00～10:50　【2. 浅大腿動脈】
座長：杉本幸司／井上政則
プレゼンター術者：高山勝年
演者：高山勝年／永富　暁
コメンテーター：山本浩詞／東浦　渉／中井資貴
10:50～11:40　【3. 膝下動脈】
座長：佐藤友保／長谷部光泉
プレゼンター術者：高山勝年
演者：遠藤雅之／足立　憲
コメンテーター：中村友則／杉本幸司／宮本直和
EP2：1～6

ライブ配信なし
オンデマンド配信のみ

ライブ配信なし
オンデマンド配信のみ

オンデマンド配信ありオンデマンド配信あり

オンデマンド配信あり

オンデマンド配信あり

オンデマンド配信あり

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

鳳凰Ⅲ
第 1 会場TIME

鳳凰Ⅱ
第 2 会場

ウィステリア
第 3 会場

2F B1F

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

TIME
マンハッタンクレイン

第 5 会場
ニューヨークスワン

第 4 会場
2F

第 2 日  5 月 21 日（金）

ポスター1
基礎研究

P-001～008

ポスター2
臨床研究（塞栓術・動注／化学療法）

P-009～029

ポスター3
臨床研究（その他）

P-030～047

ポスター4
症例報告（脳神経・頭頚部）

P-048～054

ポスター5
症例報告（胸部）

P-055～063

ポスター6
症例報告（肝・胆・膵・消化管）

P-064～077

ポスター7
症例報告（門脈系）

P-078～096

ポスター8
症例報告（婦人科・泌尿器）

P-097～109

ポスター9
症例報告（大動脈・末梢血管・エンドリーク）

P-110～128

ポスター10
症例報告（内臓動脈瘤）

P-129～133

ポスター11
症例報告（血管奇形）

P-134～147

ポスター12
症例報告（救急）

P-148～161

ポスター13
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デジタルポスター
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（会場での発表はございません）

第 50 回日本 IVR 学会総会　日程表 ※注釈付きのプログラム以外は全てライブ配信およびオンデマンド配信を行います。

9:10～11:10
Featured Abstract
座長：谷川　昇／米虫　敦
演者：魚谷健祐／伊藤千尋／齊藤夏彦／牛島泰宏
　　　小齊信也／小川普久／小牧稔幸／松本知博
FA1～8

8:05～9:05　シンポジウム5
ガイドライン完成報告：症候性子宮筋腫に対するUAEガイドライン
座長：山上卓士／掛田伸吾
演者：山上卓士／矢田晋作／泉雄一郎　
　　　曽根美雪／勝盛哲也／澤田健二郎
SY5：1~6

9:10～10:40
特別企画2
第2回 日本産科婦人科学会・日本IVR学会Joint Session
座長：大須賀慶悟／下屋浩一郎
演者：小野澤志郎／牧野真太郎／ウッドハムス玲子
　　　澤田健二郎／曽根美雪　　
コメンテーター：小野澤志郎／北　正人
SP2：1~5 

10:55～11:55　スポンサードセミナー5
IVRの未来をつくる塞栓術　
― 子宮筋腫のUAE　疼痛緩和のTAE －
座長：山門亨一郎　演者：小野澤志郎／荒井保典
日本化薬株式会社　
SS5

12:10～13:00　ランチョンセミナー7
薬剤溶出性ビーズの最新の知見：HCCに対する
cTACEとの比較＆大腸がん肝転移におけるエビデンス
座長：山門亨一郎　演者：田中利洋
エーザイ株式会社　LS7

13:20～14:50
第21回技術教育セミナー4
腎動脈のIVR
コーディネーター：福田哲也
演者：福田哲也／山本浩詞／川崎竜太
TW4：1~3

15:00～16:30
第21回技術教育セミナー5
穿刺技術（ドレナージ、生検など）
コーディネーター：生口俊浩
演者：生口俊浩／佐藤　塁／鶴崎正勝
TW5：1~3

16:50～17:35
指導医講習会
IVR指導医講習会
座長・演者：中塚誠之

12:10～13:00　ランチョンセミナー8
肝癌治療に活かせる技術 
～局所効果をもたらすc-TACEの有用性～
座長：宮山士朗　演者：及川隆喜／阿保大介／宮山士朗
朝日インテックJセールス株式会社　LS8

13:20～14:50
特別企画3
IVR医が「働きやすい・働きがいのある」職場とは？
座長：三村秀文／曽根美雪
演者：富松浩隆／酒井浩人／林奈津子／岡本大佑
　　　掛田伸吾／中塚誠之
SP3：1～6

15:00～16:40
特別企画4
U-40 meeting「教育」を再考する
座長：川田紘資／田村　全
演者：山田謙太郎／田中千陽／柴田龍宏
　　　榎本由貴子／村田慎一　　
SP4：1～5

16:50～17:50
シンポジウム6
灌流療法(NIPP)の実際と医師主導治験に向けて
座長：田島廣之／村田　智
演者：松山琴音／小野澤志郎／村田　智／穴井　洋
SY6：1～4

9:10～10:40
特別企画5
コロナ禍でのIVR
座長：近藤浩史／船曵知弘
演者：宮下修行／田村　全／松本純一　　
　　　近藤浩史／高橋麻里絵／木村浩一朗
SP5：1～6

10:45～11:48
一般演題8

呼吸器系IVR、コロナ、ほか
座長：下平政史／東原大樹

O-41～47

12:10～13:00　ランチョンセミナー9
救急画像最前線
座長：村上卓道　演者：船曵知弘
富士製薬工業株式会社　
LS9

13:20～14:20
メディカルスタッフセッション　教育講演
わからないことが解決できる、明日にでも役立つ
座長：福嶋敬子　演者：齋藤博哉
MSS-1

14:30～15:50
メディカルスタッフセッション1　合同シンポジウム
IVR室の急変対応：安全性向上のためのチーム医療とは
～チームステップスに基づいて考える－第2弾－
座長：興津茂行／小出　裕／藤野絹代
演者：澤内あかり／大橋章弘
コメンテーター：宮崎浩彰
ファシリテーター：種村直美
MSS1：1～2

16:50～17:50　スポンサードセミナー6
All about Coil Embolization -Experts Theory-
座長：小金丸雅道
演者：井上政則／林　完勇
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
SS6

9:10～10:10
倫理講習会
座長：浅山良樹
演者：今井浩光

10:45～11:30
一般演題9

門脈系
座長：小林　薫／丸野美由希　O-48～52

12:10～13:00　ランチョンセミナー10
各領域におけるAVM/シャント疾患に対する塞栓術の極意
―DeFrictor  Nano Catheterによる新しい治療戦略―
座長：大須賀慶悟　演者：丸野美由希／中村　元
株式会社メディコスヒラタ　LS10

13:20～14:05
一般演題10
被曝／基礎研究

座長：赤羽正章／生駒　顕　O-53～57

14:20～15:20　スポンサードセミナー7
微粉末シスプラチンエマルション・サスペン
ションの基礎評価と臨床的可能性
座長：宮山士朗　演者：田中利洋
株式会社パイオラックスメディカルデバイス　
SS7

15:35～16:35　スポンサードセミナー8
Drug coated balloonの最新トレンド
座長：山本浩詞　
演者：市橋成夫／佐藤友保／後藤靖雄
日本メドトロニック株式会社　
SS8

16:50～17:53
一般演題11

腹部IVR
座長：阿保大介／佐口　徹

O-58～64

11:15～11:55
表彰式

12:10～13:00　ランチョンセミナー6
【差がつくコイル塞栓術】
～実践したいAZUR活用法～
座長：高瀬　圭　演者：下平政史／榮　建文
テルモ株式会社　LS6

13:20～13:50　スポンサードセミナー4
大静脈ステント- 知っておくべき学会レジストリーの重要性 -
座長：山門亨一郎　演者：荒井保明
コスモテック株式会社　SS4

14:00～15:30
シンポジウム4
リンパ系のIVR
座長：井上政則／山本真由
演者：竹永晋介／井上政則／山本真由／衣袋健司
　　　加藤　基　　
コメンテーター：狩谷秀治
SY4：1~5

15:40～16:40
特別企画1
症例で見る胸管塞栓術
プレゼンター：狩谷秀治
座長：山上卓士
コメンテーター：竹永晋介／井上政則／山本真由
　　　　　　　　衣袋健司／加藤　基
SP1 

教育企画2
PADに対するIVRを始めよう
「ビデオライブでエキスパートと一緒に勉強しようPADに対するIVR」
9:10～10:00　【1. 腸骨動脈】
座長：田中良一／阪口昇二
プレゼンター術者：高山勝年
演者：岩越真一／小川普久
コメンテーター：市橋成夫／花輪　真／本郷哲央
10:00～10:50　【2. 浅大腿動脈】
座長：杉本幸司／井上政則
プレゼンター術者：高山勝年
演者：高山勝年／永富　暁
コメンテーター：山本浩詞／東浦　渉／中井資貴
10:50～11:40　【3. 膝下動脈】
座長：佐藤友保／長谷部光泉
プレゼンター術者：高山勝年
演者：遠藤雅之／足立　憲
コメンテーター：中村友則／杉本幸司／宮本直和
EP2：1～6
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