
 

 

 

 

第４４回 

九州ＩＶＲ研究会 

 

 

プログラム・抄録集 

 

 

会期：2022年 12 月 17 日（土） 

会場：アクロス福岡（現地開催およびライブ配信） 

会長：石神 康生 

 

 

事務局：九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 

〒812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 

TEL 092-642-5695  FAX 092-642-5708 

  



１．学会参加の皆様へ   
・今回は現地開催（＋ライブ配信）です。リモート対応も致しますが（ポスター展示・発表は未対応）、 

演者、座長の方々は、原則現地参加のご協力をお願いいたします。 

 

・事前参加登録・参加費のお支払いは全て WEB 上で行います。事前参加登録及び参加費のお支払いは下記

URL より行ってください。参加費と年会費の合計 3000 円をお支払いください。 

  支払完了後、登録されたメールアドレス宛に決済完了のお知らせメールが届きます。領収書はメール内

のリンクからダウンロード出来ます。現地での参加費のお支払は出来ませんのでご注意ください。 

  

【ホームページアドレス】 

http://conks.jp/44kyushuivr/index.html 

 

・現地参加の方は、12 月 17 日（土）11 時 30 分より４階総合受付にて受付を開始いたします。参加登録済

みの確認できるメールあるいは領収書のご提示をお願いします。名札をお渡し致しますので、所属・氏

名をご記入の上、学会会場では常に名札を装着してください。  

 

・WEB 参加の方はホームページ内の「視聴ページ」からとなります。視聴ページは入室に ID、パスワードが

必要となります。ID、パスワードは事前参加登録及び参加費のお支払いがお済みの方のみにお知らせい

たします。 

 

・学会参加の出席証明書は、「ホームページ」にて学会終了日の 20 時頃から１週間ダウンロード可能です。

必ずダウンロードを行ってください。現地参加者も「視聴ページ」からのダウンロードをお願いします。 

 

・付与単位 

日本 IVR 学会 
IVR 専門医更新単位取得 （出席 10 単位） 

日本医学放射線学会 
 放射線科専門医更新学術集会（参加認定単位：3 単位） 
日本専門医機構 
 学術業績・診療以外の活動実績（認定単位：1 単位） 

特別講演視聴 （現地参加者のみに付与、現地で出席証明書配布） 
  放射線科領域講習（認定単位：1 単位） 
インターベンションエキスパートナース更新単位取得 

 出席 10単位、演題発表 10 単位 

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定更新単位取得 

 出席 2単位、筆頭発表 2単位、共同発表 1単位 

ご 案 内 



 
 

２． 世話人会  
・12 月 17 日（土）12 時 00 分より６階会議室 608号室にて開催します。世話人の先生方はご出席ください。  

  
３． 合同セッション 
・12 月 17日（土）15時 40分より 4階の国際会議場にて開催します。  
   
４． 優秀発表表彰  
・優秀発表（口演・ポスターを問わず）を世話人の先生方に選んで頂き、18 時 20分より国際会議場にて優

秀発表の表彰式を行います。  
・世話人会出席の先生方は、世話人会受付時に優秀発表投票用紙をお受け取り頂き、優秀発表をご記入の上、

17時までに総合受付にご提出を願います。  
  
５．機器展示  
     ４階ロビーにて展示いたしますのでご覧ください。  
  
６．クローク  
     12月 17日（土）11時より 19時まで４階総合受付横に開設致します。  
  

 

座長の先生方へ   
・口演会場では担当セッション 10分前までに「次座長席」にご着席くださいますようお願い致します。  
  
・ポスター発表・討論では、開始 10分前までに会場にお越し頂きますようお願い致します。  

 

 

 

 



演者の皆さまへ    

＜口演部門・合同セッション＞  

・４階の国際会議場にて口演発表を行います。 

・発表形式は PCプレゼンテーションのみです。スクリーンおよびプロジェクターは１台です。 

枚数制限はありませんが、時間内に発表が終了するようにご留意ください。  

・発表はご自身の PC をお使い頂くか、USB メモリーで発表データを持参してください。事務局でご準備し

ます PC は Windows PC で、パワーポイントのバージョンは 2019、2016、2013、2010 となります。 

・ご自身の PC で発表される際は AC 電源アダプターをご使用下さい。 
・PC からの信号出力は HDMI 又は Dsub-15 ピンとなります。それ以外の仕様の PC でご発表の場合は、変

換アダプターをご持参下さい。 
・発表時の PC トラブルに備え、バックアップデータを USB メモリーでご持参下さい。 
・発表当日 11時 30分より 4階 PC受付にて動作確認の後ご自身で会場内 PC預かり所にお持ちください。PC

をご返却するまで、預かり証を大切に保管ください。なお、発表の 30分前までには受付をお済ませくだ

さい。  

・プログラムに演題ごとの割り当て時間が記されていますのでご確認ください。 

 

＜ポスター展示発表＞ 

・12月 17日（土）11時 30分より 18時 20分まで６階 606号室と 607号室にて展示発表を行います。 

発表・討論は 15時 40分より行います。  

・ 発表当日 11時 30分より展示会場入口にてポスター展示受付を開始します。 

演題番号をご確認の上、12 時 30分までに所定の位置に展示してください。  

・ ポスター展示用ボードの大きさは縦 210cm×横 90cm です。ポスター内に「タイトル」「演者名」を 

含めてください。また、閲覧しやすいように、可能な限り高さ 150cm 程度で作成・展示してください。  

・ ポスターの貼り付けには専用テープをご用意いたしますので、展示受付にて受け取り、ご使用ください。  
・ 発表割り当て時間は、10分（発表 5分、討論 5分）です。  
・ ポスターの撤去は、18時 20分～18時 30分の間にお願いします。 

撤去時間を過ぎても撤去されていないものは、事務局にて処分いたします。 

  



 

 

 

 

・アクロス福岡 
福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号  
TEL 092-725-9113 
 

●福岡空港から天神まで地下鉄空港線で 11 分。 
●ＪＲ博多駅から天神まで地下鉄空港線で 5 分。 
●西鉄福岡天神駅から徒歩 10分。 
●地下鉄空港線天神駅から徒歩 5分（16番出口）。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクロス福岡ホームページより   

 

会場周辺案内図 
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 日程表 

世話人会
6階　608号室

ポスター発表2
6階　607号室

ポスター発表1
6階　606号室

メイン会場
4階　国際会議場

参加受付・PC受付
11：30～13：00

11：30～12：30

ポスター掲示
Ｐ2-1～9

12：30～15：40

ポスター展示
Ｐ2-1～9

11：30～12：00
世話人会受付

12：00～12：30
世話人会

11：30～12：30

ポスター掲示
Ｐ1-1～9

12：30～15：40

ポスター展示
Ｐ1-1～9

18：20～18：30
優秀発表表彰・閉会式

15：23～15：25
休憩

15：25～15：40
総会

17：10～17：20
休憩

13：00～13：05
開会式

13：05～15：23
口演発表

セッション1～4

15：40～17：10

合同セッション

17：20～18：20

特別講演

15：40～17：10

ポスター発表
Ｐ1-1～9

15：40～17：10

ポスター発表
Ｐ2-1～9

18：20～18：30
ポスター撤去

18：20～18：30
ポスター撤去

17：10～18：20

ポスター展示
Ｐ1-1～9

17：10～18：20

ポスター展示
Ｐ2-1～9

11：30

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30



 

 

 

 

座長：九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 

教授 石 神 康 生 

 

 

演題 

運動器カテーテル治療のアップデート  

〜新しい塞栓物質の開発とその臨床成績〜 

 

 

医療法人社団祐優会 Okuno Clinic.  

 

理事長   奥野  祐次  先生  

  

特別講演 
4階会議場 17：20～18：20 



13：05 ～ 13：38 
 

【セッション 1】 座長 ： 田村 吉高 (熊本大学病院 画像診断・治療科） 

１－１   Non-contrast time-resolved 4D MRA による脳血管描出：脳動静脈シャント疾患での初期経験 

（発表 6 分、討論 2 分） 

久留米大学 医学部放射線医学講座 田上 秀一 
１－２   血液透析用長期留置カテーテルトラブルに起因した上大静脈症候群に対して経皮的バルーン 

血管形成術（POBA）を施行した 1 例 （発表 4 分、討論 2 分） 

九州大学病院 放射線科 糸山 昌宏 
１－３   自作の異物回収デバイスにて心臓内異物を回収し得た一例 （発表 4 分、討論 2 分） 

中津市民病院 放射線科 西原 新也 
１－４   ５軸カテーテルシステムと双方向アプローチにより完全塞栓が得られた多発気管支動脈瘤 

-右肺動脈瘻の一例 （発表 4 分、討論 2 分） 

大分赤十字病院 放射線科 馬場 博 
１－５   直接穿刺による NBCA 塞栓を行った type3 AVM の 3 例 （発表 6 分、討論 2 分） 

長崎大学病院 放射線科  岡 大雅 
 

13：39 ～ 14：12  
【セッション 2】 座長 ： 大地 克樹 (大分大学医学部 放射線医学講座） 

２－１   動脈消化管瘻に伴う急性動脈性消化管出血例の検討 （発表 6 分、討論 2 分） 

久留米大学 医学部放射線医学講座 久原 麻子 
２－２   小腸出血に対する IVR の検討 （発表 6 分、討論 2 分） 

長崎大学病院 放射線科 宮村 周人 
２－３   小腸動静脈奇形による動脈性消化管出血に対し IVR が有用であった一例  

（発表 4 分、討論 2 分） 
久留米大学 放射線医学講座 藤本 野菜 

２－４     放射線治療が原因と思われる腹部アンギーナを伴う上腸間膜動脈閉塞症に対して PTA を行

った一例 （発表 4 分、討論 2 分） 

大分大学医学部 放射線医学講座 森 崇彰 
２－５   血栓回収･血栓溶解にて救命しえた広範な門脈･上腸間膜静脈血栓症の 1 例  

 （発表 4 分、討論 2 分） 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学  中村 信哉 

  

口演発表 
4階会議場 13：05～15：23 



 

14：13 ～ 14：44  
【セッション 3】 座長 ： 久木山 智子 (久留米大学医学部 放射線医学講座） 

３－１   MALS を伴った未破裂膵十二指腸動脈瘤の 1 例 （発表 4 分、討論 2 分） 

産業医科大学 放射線科学教室 吉松 悠太 
３－２   未破裂膵十二指腸アーケード動脈瘤に対する血管内治療の成績 （発表 6 分、討論 2 分） 

熊本大学病院 画像診断・治療科 原井 亮太 
３－３   膵頭十二指腸切除術（PD）後の上腸間膜静脈（SMV）出血に対し経ドレーン的な血管外からの 

塞栓が奏功した一例 （発表 4 分、討論 2 分） 

国立病院機構九州がんセンター 画像診断科 高木 勝弘 
３－４  自然破裂した肝血管腫に TAE を行った 1 例 （発表 4 分、討論 2 分） 

雪の聖母会聖マリア病院 放射線科 菊池 嘉朋 
３－５   経頸静脈的肝生検（TJLB）施行困難例に対し経大腿静脈的肝生検(TFLB)を 

行った 1 例 （発表 4 分、討論 2 分） 

小倉記念病院 放射線科  上田 浩之 

 
14：45 ～ 15：23 

 

【セッション 4】 座長 ： 福満 智史 (産業医科大学 放射線科学教室） 

４－１   マイクロバルーンを用いた NBCA の wedged injection (B-glue)の検討 （発表 6 分、討論 2 分） 

長崎大学病院 放射線科 平尾 真希 
４－２   IVR による局所制御が奏効した浸潤性前立腺癌の 2 例 （発表 6 分、討論 2 分） 

南部徳洲会病院 救急診療科 旭 大悟 
４－３   胎盤ポリープに対して術前にＵＡＥを施行した一例 （発表 4 分、討論 2 分） 

大分医療センター 放射線科 高橋 浩平 
４－４   Vascular Access Intervention（VAIVT）後の短期間でのシャント不全に対する再 VAIVT の有用 

性 （発表 6 分、討論 2 分） 

熊本赤十字病院 放射線科 平田 健一郎 
４－５   運動器カテーテル塞栓術に対する MRI pH イメージングの検討：ファントム実験  

（発表 6 分、討論 2 分） 
鹿児島大学病院 臨床技術部 放射線部門  大塚 洋和 

  



 

ポスター会場１ （６階 ６０６号室）                                   

15：40 ～ 16：29  
座長 ： 吉見 聡美 （長崎大学病院 放射線科） 

Ｐ１－１   放射線治療用の姿勢保持具を使用した頭頚部領域の CT ガイド下穿刺 

熊本大学大学院医学教育部 放射線診断学 佐々木 剛 

Ｐ１－２   抜歯後の出血に対して経カテーテル的動脈塞栓術を施行した一例 
沖縄県立中部病院 放射線科 渡口 真史 

Ｐ１－３   右腋窩動脈グラフト感染が原因と考えられた喀血の一例 
琉球大学病院 放射線科 湯本 一由 

Ｐ１－４   気管支動脈蔓状血管腫に対して気管支動脈と肺動脈よりアプローチし塞栓を行った一例 

佐賀県医療センター好生館 放射線科 岸川 浩尚 

Ｐ１－５   右肺尖部の肺腫瘍に対し、CT ガイド下 Lipiodol マーキングに成功した一例 
唐津赤十字病院 放射線科 小田 剛 

16：30 ～ 17：10 
 

座長 ： 林 完勇 （鹿児島大学 放射線診断治療学分野） 

Ｐ１－６   下横隔動脈損傷により血胸を来した一例 

済生会福岡総合病院 放射線科 桃坂 大地 

Ｐ１－７  当院における VAIVT (Vascular Access Intervention Therapy) における合併症と対策 

熊本赤十字病院 放射線科 佐藤 加奈子 

Ｐ１－８  軽微な外傷を契機に巨大な腰動脈仮性動脈瘤を形成し処置に苦慮した 1 例 
済生会熊本病院 救急総合診療センター 川野 雄一朗 

Ｐ１－９   有痛性仙骨転移に対し CT ガイド下経皮的椎体形成術（PVP）を行った一例 
九州医療センター 放射線科 野口 智幸 

  

ポスター発表 
15：40 ～ 17：10 発表 5分、討論 5分 



ポスター会場 2 （６階 ６０7 号室） 

15：40 ～ 16：19  

座長 ： 江頭 秀哲 （佐賀大学 放射線医学分野） 

Ｐ２－１  腹腔動脈瘤切除術後のバイパス吻合部に形成された仮性動脈瘤に対し covered-stent を用い

て治療を行った 1 例 

宮崎大学医学部付属病院 放射線科 原 卓也 

Ｐ２－２   腹腔動脈狭窄を合併した HCC に対する TACE で Guidepost が有用であった 1 例 

済生会八幡総合病院 放射線科 植山 達也 

Ｐ２－３   先天性門脈体外循環シャントに対して血管塞栓術を施行した 1 例 
鹿児島市立病院 放射線科 山岸 良司 

Ｐ２－４   DIC-CT が治療戦略に有用だった離断型難治性胆汁漏の 1 例 
長崎原爆病院 放射線科 西村 考真 

16：20 ～ 17：10 
 

座長 ： 古小路 英二 （宮崎大学 放射線医学分野） 

Ｐ２－５   妊娠中の血尿で発症した腎動静脈奇形の一例 

浜の町病院 放射線科 黒木 翔太 

Ｐ２－６   結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対し凍結療法を施行した 4 例 
九州大学病院 放射線科 石松 慶祐 

Ｐ２－７   症候性子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術の治療成績 
北九州市立医療センター 放射線科 小倉 琢嗣 

Ｐ２－８   前立腺癌術後リンパ漏に対し鼠径リンパ節穿刺によるリンパ管造影が奏功した一例 

九州がんセンター 画像診断科 田嶋 創 

Ｐ２－９   子宮円索動脈の塞栓を要した胎盤ポリープの 1 例 

福岡大学病院 放射線科 本田 学 



 

合同セッション 

4階会議場 15：40 ～ 17：10 

 

   進行 ： 岡本 大佑 （九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科） 

 

テーマ： 

「IVR における働き方改革、タスクシフト・タスクシェア 

に対する取り組みについて」 

 

１．各発表 10分、質疑応答 2分 

２．各座長によるデイスカッション 

 

《座長》 

野口 智幸  （国立病院機構九州医療センター 放射線科） 

宮崎 仁志  （九州大学病院 医療技術部 放射線部門） 

内藤 礼子  （九州大学病院 看護部） 

 

【看護師部門】 

  演者 平井 小百合 （佐賀県医療センター好生館 看護部） 

  演者 横矢 名津香 （飯塚病院 看護部） 

 

【放射線技師部門】 

  演者 桑原 聡 （熊本大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門） 

  演者 中村 祐一 （福岡大学病院 放射線部） 

 

【医師部門】 

  演者 安座間 喜明 （琉球大学病院 放射線科） 

  演者 前原 純樹 （国立病院機構九州医療センター 放射線科） 
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