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共催セミナー・特別講演

9月3日（金）

◆イブニングセミナー　18：00～ 19：00
　座長：澁谷　剛一（青森県立中央病院　放射線部）

　「35 ハイドロゲルコイルの使用経験」
　演者：末永　博紀（福島県立医科大学附属病院）

　「BRTOとその変法について」
　演者：城後　篤志（大阪市立大学医学部附属病院）

　共催：テルモ株式会社

9月 4日（土）

◆ランチョンセミナー　12：00～ 13：00
　「薬物療法時代肝がんに対する IVR」
　座長：阿保　大介（北海道大学病院　放射線診断科）
　演者：田中　利洋（奈良県立医科大学　放射線・核医学科）

共催：エーザイ株式会社

◆アフタヌーンセミナー　15：00-16：00
　「新時代の IVR～ IVR医が知っておくべき働き方改革とダイバーシティの動向～」
　座長：掛田　伸吾（弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）
　演者：曽根　美雪（国立がん研究センター中央病院　放射線診断科・ IVR センター）

共催：バイエル薬品株式会社

◆特別講演　17：00-18：00
　「わたしの歩んできた道～集学的治療とNon-Vassular IVR の勧め～」
　座長：高瀬　圭（東北大学大学院医学研究科　放射線診断学分野）
　演者：齋藤　博哉（札幌東徳洲会病院　放射線診断科）

◆イブニングセミナー　18：00-19：00
　「Case-based Discussion　― 皆で共有する知識と経験 ―」
　座長：清治　和将（みやぎ県南中核病院　放射線診断科）
　　　　掛端　伸也（弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）
　演者：曽山　武士（北海道大学病院 放射線部）
　　　　濱野　亮（岩手医科大学　放射線医学講座）
　　　　村澤　映見佳（秋田赤十字病院　放射線治療科・放射線診断科）
　　　　豊口　裕樹（山形大学 放射線科）
　コメンテーター：
　　　　小黒　草太（東北大学病院　放射線診療科）
　　　　堀井　陽祐（新潟大学　放射線診断科）
　　　　関野　啓史（福島県立医科大学　放射線医学講座）

共催：日本ストライカー株式会社
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　　　　　プログラム

第1会場

9月3日（金）

イブニングセミナー（18：00～ 19：00）
共催：テルモ株式会社

座長：澁谷　剛一（青森県立中央病院　放射線部）

「35ハイドロゲルコイルの使用経験」
演者：末永　博紀（福島県立医科大学附属病院）

「BRTOとその変法について」
演者：城後　篤志（大阪市立大学医学部附属病院）



－ 10 －－ 10 －

　　　　　プログラム

第1会場

開会の辞（8：45）
当番世話人：掛端　伸也（弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）

オープニングセッション（8：50～ 9：00）
　　　北日本 Interventional Radiology 研究会発祥の歴史

演者：竹川　鉦一（（一財）脳神経疾患研究所　附属血管疾患診断・治療研究所）

脳神経・脊髄（9：10～ 9：30）
座長： 高橋　聡（平賀総合病院　放射線科）

O-01　高率に偽陰性となる前脊髄動脈の血管造影評価 -CTAとの比較 -
児玉　芳尚（手稲渓仁会病院　放射線診断科）

O-02　機械的血栓回収療法により劇的に改善したLocked-in syndrome の一例
岩村　暢寿（青森県立中央病院 神経血管内治療部兼放射線部）

塞栓術（血管病変）（9：30～ 10：00）
座長：今井　茂樹（総合南東北病院　血管内治療センター）

O-03　中空型血管モデルによる術前シミュレーションを併用した
preloading coil in plug 法での high fl ow type 腎 AVF塞栓術の 1例

森田　亮（北海道大学　医学研究院　画像診断学教室）
O-04　瘤径の増大を認めステントアシスト下に解離腔の塞栓術を施行した
　　　孤立性上腸間膜動脈解離の 1例

櫻井　康雄（手稲渓仁会病院　放射線診断科）
O-05　動静脈奇形様所見を呈し経動脈的・経門脈的塞栓術を行った症候性肝動脈門脈短絡の一例

高柳　歩 （市立札幌病院　放射線診断科）

肝臓（10：20～ 10：50）
座長：加藤　健一（岩手医科大学　放射線科）

O-06　肝細胞癌に対する反復TACEによる肝機能変化：Up-to-7-out サブグループを用いた検討
関　裕史（新潟県立がんセンター新潟病院　放射線診断科）

O-07　アナフィラキシーショックにより腫瘍壊死をきたした肝細胞癌の 1例
井隼　孝司（鳴海病院　放射線科）

O-08　膵切除術後の肝性リンパ漏に対し経皮経肝的肝リンパ管造影後に
　　　NBCA塞栓術を施行した 1例

長谷川　哲也 （大崎市民病院　放射線診断科）

9月 4日（土）
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多彩な手技（10：50～ 11：20）
座長：伊東　一志（公立置賜総合病院　放射線科）

O-09　副腎静脈サンプリングにおける右副腎静脈の同定に IVR-CTを併用した 2年間の成績
佐藤　辰彦（新潟大学医学部　放射線医学教室）

O-10　超音波診断装置における、撮影断面からのずれに対する穿刺針の描出能について
　　　-3D プリンタを用いて -

壷井　匡弘（大崎市民病院　放射線診断科）
O-11　経皮的膿瘍ドレナージにおけるヒアルロン酸の使用経験

松田　律史 （札幌東徳洲会病院　画像・IVRセンター）

ランチョンセミナー（12：00～ 13：00）
「薬物療法時代肝がんに対する IVR」

共催：エーザイ株式会社
座長：阿保　大介（北海道大学病院　放射線診断科）
演者：田中　利洋（奈良県立医科大学　放射線・核医学科）

総会（13：10～ 13：30）

塞栓術（止血①）（13：40～ 14：10）
座長：関　裕史（新潟県立がんセンター新潟病院　放射線診断科）

O-12　十二指腸憩室出血に対して経カテーテル的動脈塞栓術により止血し得た１例
菅谷　一樹（総合南東北病院　放射線診断科）

O-13　前立腺癌に対するゾラデックス皮下注療法による下腹壁動脈損傷の 1例
布澤　悠磨（新潟県立がんセンター新潟病院　放射線診断科）

O-14　肺癌による肺動脈仮性瘤からの喀血に対して血管内治療が奏功した 2例
掛端　伸也 （弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）

塞栓術（止血②）（14：10～ 14：40）
座長：廣川　直樹（札幌医科大学　放射線医学講座）

O-15　悪性リンパ腫による脾破裂に対してNBCAで治療した一例
力丸　裕哉（国立病院機構　仙台医療センター）

O-16　肝穿刺後遅延性出血の経験
伊東　一志（公立置賜総合病院　放射線科）

O-17　診断に難渋した肝生検後門脈性出血の 1例
丸山　翔 （弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）



－ 12 －－ 12 －

アフタヌーンセミナー（15：00～ 16：00）
「新時代の IVR～ IVR医が知っておくべき働き方改革とダイバーシティの動向～」

共催：バイエル薬品株式会社
座長：掛田　伸吾（弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）
演者：曽根　美雪（国立がん研究センター中央病院　放射線診断科・ 

IVR センター）

血管形成術（16：10～ 16：40）
座長：佐藤　明弘 （仙台医療センター　放射線科）

O-18　VAIVTに対するDrug-coated balloon の初期使用経験
湯川　友貴（大崎市民病院　放射線診断科）

O-19　膵全摘術後の門脈閉塞に対しヨード造影剤不使用で経皮経肝的門脈ステント留置した一例
穴場　比奈野（東北大学病院　放射線診断科）

O-20　炎症により生じた総腸骨動脈出血に対しステント留置を行った一例
角田　晃久 （青森県立中央病院　放射線部）

特別講演（17：00～ 18：00）
「わたしの歩んできた道 ～集学的治療とNon-Vassular IVRの勧め～」

座長：高瀬　圭（東北大学大学院医学系研究科　放射線診断学分野）
演者：齋藤　博哉（札幌東徳洲会病院　放射線診断科）

イブニングセミナー（18：00～ 19：00）
「Case-based Discussion　ー皆で共有する知識と経験ー」

共催：日本ストライカー株式会社
座長：清治　和将（みやぎ県南中核病院　放射線診断科）
　　　掛端　伸也（弘前大学大学院医学研究科　放射線診断学講座）
演者：曽山　武士（北海道大学病院 放射線部）
　　　濱野　亮（岩手医科大学　放射線医学講座）
　　　村澤　映見佳（秋田赤十字病院　放射線治療科・放射線診断科）
　　　豊口　裕樹（山形大学 放射線科）

コメンテーター：小黒　草太（東北大学病院　放射線診療科）
　　　堀井　陽祐（新潟大学　放射線診断科）
　　　関野　啓史（福島県立医科大学　放射線医学講座）



－ 13 －

第34回北日本インターベンショナルラジオロジー研究会

－ 13 －

第34回北日本インターベンショナルラジオロジー研究会

第2会場

教育講演（9：00～ 10：00）
「緩和ケアと IVR　～ IVRに役立つ緩和ケアの基礎知識と緩和 IVR～」

座長：松橋　正子（北海道大学病院　中央診療検査 INC）
佐藤　恵美（手稲渓仁会病院　看護部血管造影室）

演者：井隼　孝司（鳴海病院　放射線科）

合同シンポジウム第1部（10：00～ 11：15）
「みんなで造影CTを考える」

座長：中田　哲子（弘前大学医学部附属病院）

加藤　守（秋田県立循環器・脳脊髄センター）

１．より安全なCT検査のために
中田　哲子（弘前大学医学部附属病院）

２．穿刺の極意
堀井　里美（市立秋田総合病院）

３．造影CTの品質に影響を及ぼす血管選択
佐々木　哲也（JR仙台病院）

４．緊急 IVRにつながる造影CT
佐々木　稜（弘前大学医学部附属病院）

５．IVRを支援するCT画像
葛西　健之（青森県立中央病院）

６．アナフィラキシーショック
対馬　史泰（弘前大学医学部附属病院）

合同シンポジウム第2部（11：15～ 12：00）
「IVR室におけるモチベーションの維持・向上を考える」

座長：對馬　真貴子（青森県立中央病院）
坂本　幸夫（八戸労災病院）

１．バイタリティーにあふれる自分になるために～ INE受験を目指して～
八木橋　生美（あおもり協立病院）

２．大人のモチベーション事情
宮本　直武（士別市立病院）

３．良いチームの一員となるために～あなたはどう関わっていますか？～
葛西　慶彦（弘前大学医学部附属病院）



－ 14 －－ 14 －

被ばく防護、患者サービス、（メディカルスタッフセッション）（13：40～ 14：10）

座長：対馬　史泰（弘前大学医学部附属病院）

葛西　慶彦（弘前大学医学部附属病院）

MS-01　IVRにおけるネット配信サービスを利用した患者自身の選択によるBGMの試み

井隼　孝司（鳴海病院　放射線科）

MS-02　防護メガネの形状と被ばく線量についての検討

葛西　健之（青森県立中央病院）

MS-03　腹部 IVR時の患者の水晶体被ばくについての検討

若佐谷　拓也（青森県立中央病院）


