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第 3 日  5 月 22 日（土）
第 50 回日本 IVR 学会総会　日程表

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
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）

※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
シンポジウム7
大動脈疾患に対するIVR治療の現況と課題
座長：西巻　博／山口雅人
演者：岩越真一／元津倫幸／本郷哲央／末吉英純
　　　長谷聡一郎　
SY7：1～5

12:05～12:55　ランチョンセミナー11
これからのIVR～おさえておくべきポイント～
座長：新槇　剛　演者：菅原俊祐／狩谷秀治
ゲルベ・ジャパン株式会社　
LS11

13:10～14:40
シンポジウム8
疼痛緩和IVRのニーズを知る、ニーズに応える
座長：荒井保明／新槇　剛
演者：松本禎久／曽根美雪／稲葉吉隆／武田俊彦
　　　北澤京子　　
SY8：1～5

14:55～17:15
SIRAP-Web seminar 2021
Portal hypertension
Opening Remark：山門亨一郎
座長：近藤浩史／下平政史
演者：丸野美由希／山本　晃／山本真由
　　　清末一路／荒井保明
SIRAP：1～5

閉会挨拶

9:00～10:30
シンポジウム9
門脈系
座長：山本　晃／小泉　淳
演者：関口達也／山本真由／城後篤志／小林　薫
　　　丸野美由希／矢田晋作
SY9：1～6

10:50～11:50　特別企画6
骨粗鬆症性椎体骨折に対するPVPの保険収載に向けて
座長：谷川　昇／齋藤博哉
演者：田中法瑞／野口智幸／小林信雄／西尾美佐子
コメンテーター：長谷部光泉
SP6：1～4

12:05～12:55　ランチョンセミナー12
2ルーム IVR-CT運用・臨床経験最新情報
座長：米虫　敦　演者：髙野英行
シーメンスヘルスケア株式会社　
LS12

13:10～14:40
第21回技術教育セミナー6
下肢PADのIVR
コーディネーター：市橋成夫
演者：小川普久／中澤　賢／市橋成夫
TW6：1～3

14:55～16:55
経皮凍結療法講習会
凍結療法実施のための基礎と臨床
座長：最上拓児
演者：最上拓児／高松　洋／長谷川貴章／藤原寛康
　　　宮崎将也　　　
経皮凍結療法：1～6

教育企画3
9:00～9:30　胆道ワーキンググループ　教育講演
座長：中塚誠之　演者：齋藤博哉／野畠浩司
9:30～10:30　胆道 IVR case based discussion
座長：井上政則／佐藤洋造
プレゼンター/ディスカッサー：穴井　洋／野畠浩司
　　　阿保大介／新槇　剛／保本　卓／荒井保典
　　　菅原俊祐／佐藤　塁／森田　亮／田村　全
コメンテーター：中塚誠之／齋藤博哉
EP3：1～2

10:50～11:50　スポンサードセミナー9
肺動静脈奇形に対する治療戦略
̶最適な血管塞栓術を求めて̶
座長：井上政則　演者：松本知博／下平政史／蘆田浩一
日本ストライカー株式会社　
SS9

12:05～12:55　ランチョンセミナー13
肺腫瘍の凍結治療とVisual-ICEの可能性
座長：宮崎将也　演者：中塚誠之
富士フイルムヘルスケア株式会社
LS13

13:10～15:30
第26回肝動脈塞栓療法研究会
代表幹事：山門亨一郎
当番世話人：谷川　昇

臨床研究部会報告
座長：佐藤洋造

シンポジウム
「Intermediate-stage HCCに対する治療戦略：
TACEと薬物療法の立ち位置は？
～薬物療法全盛期を迎えて」
座長：田中利洋／上嶋一臣
演者：西尾福英之／岩本英希／喜多竜一／森口理久
　　　山下竜也　　　
閉会辞：高木治行（次回当番世話人）
肝動脈塞栓療法研究会：1～5

9:50～10:35
一般演題12

アブレーション 肝臓
座長：高木治行／上嶋英介　O-65～69

10:50～11:35
一般演題13

アブレーション その他
座長：郷原英夫／穴井　洋　O-70～74

12:05～12:55　ランチョンセミナー14
下肢EVTを始める前に知っておきたい５つのポイント
座長：田島廣之　演者：佐藤友保
GEヘルスケアファーマ株式会社　
LS14

13:10～14:13
一般演題14
リンパ、静脈

座長：松本知博／木下光博
O-75～81

14:25～15:25　スポンサードセミナー10
進化のその先へ！Interventionにおける装置の進化
座長：宮山士朗／大須賀慶悟　演者：井上政則／宮山士朗
株式会社フィリップス・ジャパン/エア・ウォーター・リンク株式会社
SS10

15:40～16:40　スポンサードセミナー11
これからはじめるバスキュラーアクセス（AVF）
座長：市橋成夫　演者：後藤靖雄
株式会社カネカメディックス
これからはじめるバスキュラーアクセス（AVG）
座長：山口雅人　演者：狩谷秀治
日本ゴア合同会社
SS11

9:00～9:40
メディカルスタッフセッション2　看護師シンポジウム
COVID-19に関する施設の現状と取り組み
座長：對馬真貴子／丹呉　恵理／兒玉佐和
演者：中村邦子／小原秀樹／瓜田裕子／森本公平
コメンテーター：山本義人
9:40～10:20
IVR室における災害時【BCP策定】を目指す
座長：對馬真貴子／石田浩之
演者：岩城龍平／石橋　徹／中田正明　MSS2：1～7

10:30～11:50
メディカルスタッフセッション3
看護シンポジウム
今後のINEの役割～医療全体の中のIVRの
位置づけと看護のポイントを学ぶ～第２弾
座長：山本真由／松田恵美／種村直美
演者：弓場由美子／銀川明奈
MSS3：1～2

12:05～12:55　ランチョンセミナー15
ステントグラフトの新展望
座長：長谷部光泉　演者：本郷哲央／森本　章
日本ゴア合同会社　
LS15

13:10～14:40
メディカルスタッフセッション4　放射線技師シンポジウム
あなたはどちら? DRL2020 Pros & Cons
（ディベート企画）
座長：加藤英幸／市田隆雄
演者：山本和幸／角田和也／高尾由範／石崎宗一郎
ディスカッサー：大澤充晴／増渕裕介／稲垣直之／秋山敬純
MSS4：1～4

14:45～15:48
メディカルスタッフセッション　一般演題
座長：新田見耕太／平田寿賀子
演者：小西資子／台藏由紀子／小柴佑介／増渕裕介
　　　荒井一正／浅井　翼／古谷勇一郎
OM：1～7本研究会のみ参加希望者は

別途参加申込が必要です。

ライブ配信なし
オンデマンド配信のみ

ライブ配信のみ
オンデマンド配信なし
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カネカメディックスのみ
オンデマンド配信あり
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第 3 日  5 月 22 日（土）
第 50 回日本 IVR 学会総会　日程表

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
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）

※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
シンポジウム7
大動脈疾患に対するIVR治療の現況と課題
座長：西巻　博／山口雅人
演者：岩越真一／元津倫幸／本郷哲央／末吉英純
　　　長谷聡一郎　
SY7：1～5

12:05～12:55　ランチョンセミナー11
これからのIVR～おさえておくべきポイント～
座長：新槇　剛　演者：菅原俊祐／狩谷秀治
ゲルベ・ジャパン株式会社　
LS11

13:10～14:40
シンポジウム8
疼痛緩和IVRのニーズを知る、ニーズに応える
座長：荒井保明／新槇　剛
演者：松本禎久／曽根美雪／稲葉吉隆／武田俊彦
　　　北澤京子　　
SY8：1～5

14:55～17:15
SIRAP-Web seminar 2021
Portal hypertension
Opening Remark：山門亨一郎
座長：近藤浩史／下平政史
演者：丸野美由希／山本　晃／山本真由
　　　清末一路／荒井保明
SIRAP：1～5

閉会挨拶

9:00～10:30
シンポジウム9
門脈系
座長：山本　晃／小泉　淳
演者：関口達也／山本真由／城後篤志／小林　薫
　　　丸野美由希／矢田晋作
SY9：1～6

10:50～11:50　特別企画6
骨粗鬆症性椎体骨折に対するPVPの保険収載に向けて
座長：谷川　昇／齋藤博哉
演者：田中法瑞／野口智幸／小林信雄／西尾美佐子
コメンテーター：長谷部光泉
SP6：1～4

12:05～12:55　ランチョンセミナー12
2ルーム IVR-CT運用・臨床経験最新情報
座長：米虫　敦　演者：髙野英行
シーメンスヘルスケア株式会社　
LS12

13:10～14:40
第21回技術教育セミナー6
下肢PADのIVR
コーディネーター：市橋成夫
演者：小川普久／中澤　賢／市橋成夫
TW6：1～3

14:55～16:55
経皮凍結療法講習会
凍結療法実施のための基礎と臨床
座長：最上拓児
演者：最上拓児／高松　洋／長谷川貴章／藤原寛康
　　　宮崎将也　　　
経皮凍結療法：1～6

教育企画3
9:00～9:30　胆道ワーキンググループ　教育講演
座長：中塚誠之　演者：齋藤博哉／野畠浩司
9:30～10:30　胆道 IVR case based discussion
座長：井上政則／佐藤洋造
プレゼンター/ディスカッサー：穴井　洋／野畠浩司
　　　阿保大介／新槇　剛／保本　卓／荒井保典
　　　菅原俊祐／佐藤　塁／森田　亮／田村　全
コメンテーター：中塚誠之／齋藤博哉
EP3：1～2

10:50～11:50　スポンサードセミナー9
肺動静脈奇形に対する治療戦略
̶最適な血管塞栓術を求めて̶
座長：井上政則　演者：松本知博／下平政史／蘆田浩一
日本ストライカー株式会社　
SS9

12:05～12:55　ランチョンセミナー13
肺腫瘍の凍結治療とVisual-ICEの可能性
座長：宮崎将也　演者：中塚誠之
富士フイルムヘルスケア株式会社
LS13

13:10～15:30
第26回肝動脈塞栓療法研究会
代表幹事：山門亨一郎
当番世話人：谷川　昇

臨床研究部会報告
座長：佐藤洋造

シンポジウム
「Intermediate-stage HCCに対する治療戦略：
TACEと薬物療法の立ち位置は？
～薬物療法全盛期を迎えて」
座長：田中利洋／上嶋一臣
演者：西尾福英之／岩本英希／喜多竜一／森口理久
　　　山下竜也　　　
閉会辞：高木治行（次回当番世話人）
肝動脈塞栓療法研究会：1～5

9:50～10:35
一般演題12

アブレーション 肝臓
座長：高木治行／上嶋英介　O-65～69

10:50～11:35
一般演題13

アブレーション その他
座長：郷原英夫／穴井　洋　O-70～74

12:05～12:55　ランチョンセミナー14
下肢EVTを始める前に知っておきたい５つのポイント
座長：田島廣之　演者：佐藤友保
GEヘルスケアファーマ株式会社　
LS14

13:10～14:13
一般演題14
リンパ、静脈

座長：松本知博／木下光博
O-75～81

14:25～15:25　スポンサードセミナー10
進化のその先へ！Interventionにおける装置の進化
座長：宮山士朗／大須賀慶悟　演者：井上政則／宮山士朗
株式会社フィリップス・ジャパン/エア・ウォーター・リンク株式会社
SS10

15:40～16:40　スポンサードセミナー11
これからはじめるバスキュラーアクセス（AVF）
座長：市橋成夫　演者：後藤靖雄
株式会社カネカメディックス
これからはじめるバスキュラーアクセス（AVG）
座長：山口雅人　演者：狩谷秀治
日本ゴア合同会社
SS11

9:00～9:40
メディカルスタッフセッション2　看護師シンポジウム
COVID-19に関する施設の現状と取り組み
座長：對馬真貴子／丹呉　恵理／兒玉佐和
演者：中村邦子／小原秀樹／瓜田裕子／森本公平
コメンテーター：山本義人
9:40～10:20
IVR室における災害時【BCP策定】を目指す
座長：對馬真貴子／石田浩之
演者：岩城龍平／石橋　徹／中田正明　MSS2：1～7

10:30～11:50
メディカルスタッフセッション3
看護シンポジウム
今後のINEの役割～医療全体の中のIVRの
位置づけと看護のポイントを学ぶ～第２弾
座長：山本真由／松田恵美／種村直美
演者：弓場由美子／銀川明奈
MSS3：1～2

12:05～12:55　ランチョンセミナー15
ステントグラフトの新展望
座長：長谷部光泉　演者：本郷哲央／森本　章
日本ゴア合同会社　
LS15

13:10～14:40
メディカルスタッフセッション4　放射線技師シンポジウム
あなたはどちら? DRL2020 Pros & Cons
（ディベート企画）
座長：加藤英幸／市田隆雄
演者：山本和幸／角田和也／高尾由範／石崎宗一郎
ディスカッサー：大澤充晴／増渕裕介／稲垣直之／秋山敬純
MSS4：1～4

14:45～15:48
メディカルスタッフセッション　一般演題
座長：新田見耕太／平田寿賀子
演者：小西資子／台藏由紀子／小柴佑介／増渕裕介
　　　荒井一正／浅井　翼／古谷勇一郎
OM：1～7本研究会のみ参加希望者は

別途参加申込が必要です。
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