
学会および研修会名 演題名 開催年月 開催地 発表者 参加者

1 第78回日本医学放射線学会総会 救急画像最前線　〜診断とIVRの視点から〜 2019年4月 横浜 近藤　浩史
大場　洋、近藤　浩史、宇都宮　英綱，神長　達郎、白
石　憲史郎、櫻井　圭太、山本　真由、　　　　　　山本
健太郎、鈴木　皓佳、小澤　瑞生

外傷性出血に対する IVR 近藤　浩史

骨盤骨折における Corona mortis についての検
討
A study about Corona mortis in pelvic fracture

菅原　利昌

AME 手技の面白さ IVR 医の経験から
The beauty of TAME from IR perspective

山本　真由

Smart embolization with SMART COIL 近藤　浩史

BRTO 後に排血路を NBCA で塞栓した12例の
検討
A study of 12 cases who embolized the
drainage vein with NBCA after BRTO

座古　竜世

IVR 医のための放射線防護
Radiation protection for IR physician

近藤　浩史

Gore Viabahn 損傷用途初期成績 近藤　浩史

Hybrid Emergency Room System の導入前にお
ける診療時間経過の変化について
Impact of Hybrid Emergency Room System on
medical treatment time course in Trauma
Patients

座古　竜世

当院における鈍的脾損傷に対するSAEの治療
成績

鈴木　皓佳

3 第5回大淀放射線研究会 小児神経疾患の画像診断について 2019年5月 東京 大場　洋 大場　洋

4 第73回　東京支部春季学術大会 Hybrid  ER における外傷初期診療 2019年5月 東京 近藤　浩史 近藤　浩史

5 2019ASCO 2019年5月 シカゴ 白石　憲史郎

6 第7回日本台湾放射線腫瘍学シンポジウム 2019年5月 東京 白石　憲史郎

7 第7回救急・外傷IVR症例検討会 重症骨盤骨折に対する治療戦略 2019年5月 東京 座古　竜世 近藤　浩史、座古　竜世

8 第60回日本神経学会学術大会 2019年5月 大阪 大場　洋、櫻井　圭太

9 第61回日本小児神経学会学術集会 2019年5月 愛知 大場　洋，宇都宮　英綱

10 第41回Neurodadiology club 2019年5月 東京 大場　洋，宇都宮　英綱

11 第39回神経放射線ワークショップ 2019年5月 沖縄
大場　洋，宇都宮　英綱、櫻井　圭太、塩田　沙織、野
崎　栄作

12 第33回日本外傷学会総会・学術集会 2019年6月 青森 近藤　浩史、菅原　利昌

13
第455回日本医学放射線学会関東地方会定期
大会

逆行性腎リンパ管塞栓を行なった特発性乳糜尿
の 1 例

2019年6月 川崎 鈴木　皓佳 鈴木　皓佳

14 第135回神経放射線カンファレンス
日常臨床における認知症画像診断のポイント
〜神経変性疾患を中心に〜

2019年6月 仙台 櫻井　圭太 櫻井　圭太

15 第5回日本穿刺ドレナージ研究会 リンパ管造影の基本 2019年6月 大阪 山本　真由 近藤　浩史、山本　真由、人見　秀

16 第34回日本老年精神医学会
日常診療における神経画像診断活用法─
いかに高齢者の器質的疾患を捉えるか─

2019年6月 仙台 櫻井　圭太 櫻井　圭太

17 第83回神経放射線カンファレンス 小児頭部外傷の特徴と画像診断 2019年6月 東京 宇都宮　英綱 宇都宮　英綱

18 第38回Portal Hemodynamics forum
当院における経皮的肝内門脈体循環短絡術の
現状と門脈穿刺の工夫

2019年6月 東京 座古　竜世 座古　竜世

19 第46回沖縄県IVR研究会 救急IVR up to date 2019年6月 沖縄 近藤　浩史 近藤　浩史

20 第55回日本小児放射線学会学術集会 2019年6月 兵庫 大場　洋，宇都宮　英綱、山本　真由

21 第58回南多摩神経放射線カンファレンス
中枢神経悪性リンパ腫および類似病変の画像
診断Ⅱ

2019年6月 東京 大場　洋 大場　洋

22 第31回日本肝胆膵外科学会学術集会
肝胆膵切除後出血性合併症に対する新たな選
択肢”GORE®VIABAHN®Stent Graft"

2019年6月 香川 近藤　浩史 近藤　浩史

23 第66回中部IVR研究会
血管損傷に対する治療戦略
〜Gore Viabahnの登場でどうかわったか？〜

2019年7月 金沢 近藤　浩史 近藤　浩史

24 第74回日本消化器外科学会総会
安心安全なCVポートのための新しい留置テク
ニック〜Minimally　invasive 　＆　sheathlessの
可能性〜

2019年7月 東京 山本　真由 近藤　浩史、山本　真由

25 第148回東海神経放射線勉強会 小児頭部外傷の画像診断 2019年7月 名古屋 宇都宮　英綱 宇都宮　英綱

手術室での腹腔鏡下胆嚢摘出術時の胆嚢管経
由の総胆管結石除石術

山本　真由

PTO により直腸静脈瘤とともに治療に成功した
内痔核の一例

鈴木　皓佳

右腎本幹の起始部巨大動脈瘤に対してステント
グラフトで治療し得た１例

座古　竜世

肝被膜下血腫の isolatedartery からの出血に対
して TAE を行った１例

原　卓也

行性腎リンパ管塞栓を行なった特発性乳糜尿の
１例

小澤　瑞生

院における外傷性脾損傷に対する IVR 実績 山本　浩大郎

骨盤骨折における Coronamortis についての検
討

菅原　利昌

27 第27回日本乳癌学会学術総会 2019年7月 東京 白石　憲史郎

28 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019年7月 京都 白石　憲史郎

29 第2回さいたま中央・南部救急医療セミナー Hybrid  ER System を用いた緊急IVR 2019年7月 東京 近藤　浩史 近藤　浩史

30 SAMI2019 2019年7月 大阪 近藤　浩史

31 第10回関東キャノンCTユーザ-会 Hybrid  ER における外傷初期診療 2019年8月 大宮 近藤　浩史 近藤　浩史

32 第25回日本血管内治療学会学術総会 2019年8月 東京 近藤　浩史

近藤　浩史、山本　真由、座古　竜世、菅原　利昌、鈴
木　皓佳、原　卓也

第31回関東IVR研究会 2019年7月 東京 近藤　浩史、山本　真由、座古　竜世、菅原　利昌、鈴
木　皓佳、原　卓也、小澤　瑞生

26

2 第48回日本IVR学会総会 2019年5月 福岡



33 第84回神経放射線カンファレンス 2019年8月 東京 大場　洋，宇都宮　英綱

34 第44回耳学問の会 2019年8月 東京 大場　洋，近藤　浩史、宇都宮　英綱、櫻井　圭太，山
本　真由

35 PACIFIC Regimen Academy in Hokkaido
CRT適格症例の正しい理解と放射線肺臓炎の
マネジメント

2019年9月 札幌 白石　憲史郎 白石　憲史郎

36 第17回脳核医学画像解析研究会 脳神経核医学に関する情報提供 2019年9月 東京 櫻井　圭太 櫻井　圭太

Impact of the hybrid emergency room system
on IR practice time for trauma patients.

座古　竜世

Outcome  of embolizing gastro-renal shunt by
n-butyl 2-cyanoacrylate after balloon-occluded
retrograde transvenous abliteration.

小澤　瑞生

38 2019JPEC MALSに伴う膵ア-ケ-ド瘤破裂の1例 2019年9月 札幌 座古　竜世 座古　竜世

39 第83回神経放射線カンファレンス 小児頭部外傷の特徴と画像診断 2019年9月 東京 宇都宮　英綱 宇都宮　英綱

40 第183回筑後CT・MRI研究会
小児神経放射線　診断のすゝめ　〜症例から学
ぶ発生と解剖〜

2019年9月 福岡 宇都宮　英綱 宇都宮　英綱

41 第19回Retroscopy勉強会
『カンファレンスの力・みんなで一緒に鍛える-
MR retrosvopyって何だ！！-』

2019年9月 東京 大場　洋 大場　洋

42 AIMS Neuro Imaging 2019 2019年9月 東京 大場　洋

43 5th CoBrCa 2019年9月 サンフランシスコ 白石　憲史郎

44 ESMO2019 2019年9月 バルセロナ 白石　憲史郎

45 第218回関西アンギオ・IVRカンファレンス
有瘻性膿胸に対して開窓下での治療中に出血
をきたした1例

2019年10月 兵庫 座古　竜世 座古　竜世

46 SIRAP2018 2019年10月 川崎 近藤　浩史、山本　真由、小澤　瑞生

47 第85回神経放射線カンファレンス 2019年10月 東京 大場　洋

48 第47回日本救急医学会総会・学術集会 2019年10月 東京 近藤　浩史、鈴木　皓佳、人見　秀

49 第57回日本癌治療学会学術集会 2019年10月 福岡 白石　憲史郎

50 第29回日本救急放射線研究会石川メモリアルレ
クチャー

2019年10月 愛知 近藤　浩史

51 第55回日本放射線学会秋季臨床大会 2019年10月 愛知
大場　洋，近藤　浩史、宇都宮　英綱、神長　達郎、山
本　真由、鈴木　皓佳、山本　浩大郎、　　　　　　小澤
瑞生

52 2019年城北画像診断セミナー 2019年11月 東京 近藤　浩史

53 東京アンギオ・IVR会
Hybrid ER systemを用いた救急IVR
〜No DR NO IR〜

2019年11月 東京 近藤　浩史 近藤　浩史、山本　真由、座古　竜世、菅原　利昌、鈴
木　皓佳、原　卓也、小澤　瑞生

54 第59回日本核医学会学術総会 2019年11月 愛媛 神長　達郎

55 日本放射線影響学会第62回大会 2019年11月 京都 白石　憲史郎

56 日本放射線腫瘍学会第32回学術大会 2019年11月 名古屋 白石　憲史郎、櫻町　円香、野山　友幸

認知症と変性疾患の画像診断 櫻井　圭太

頭部外傷の画像診断 大場　洋

58 第60回日本肺癌学会学術集会 2019年12月 大阪 白石　憲史郎

59 第14回和歌山救急画像セミナー
救急IVR〜Hybrid ER systemにおける放射線科
医の役割〜

2019年12月 和歌山 近藤　浩史 近藤　浩史

60 第86回神経放射線カンファレンス 2019年12月 東京 大場　洋

61 31st JPIC 2020年1月 沖縄 山本　真由

62 第43回日本脳神経CI学会総会 2020年1月 岡山 大場　洋

63 板橋画像診断の会 2020年1月 東京 大場　洋、櫻井　圭太

64 日本子ども虐待医学会　AHT研究部　第8回シン
ポジウム

2020年1月 東京 宇都宮　英綱

65 Genitiourinary Cansers Symposium 2020年2月 サンフランシスコ 白石　憲史郎

66 第25回救急整形外傷シンポジウム
放射線科医が教える、整形外傷医に知って欲し
いX線・CT読影のコツ

2020年3月 沖縄 近藤　浩史 近藤　浩史

近藤　浩史、山本　真由、座古　竜世、小澤　瑞生

57 大場　洋、櫻井　圭太
神経疾患に親しみ強くなる会　第14回教育セミ
ナー

2019年12月 東京

37 CIRSE2019 2019年9月 バルセロナ


