
種別 発表日 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無 備考

1 学会 2020年7月11日
Ohnishi A,Akamatsu G,Nishida H,Aita
K,Sasaki M,Matsuyama K,Yamamoto
Y,Senda M.

Exploratory study of changes in cerebral cortical amyloid
beta (Aβ) deposition in MCI patients with the supplement
containing ferulic acid and garden angelica

Society of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging(SNMMI) 2019
Annual Meeting

web アメリカ
ニューオ
リンズ

Web
poster

有

2 学会 2020年8月25日 林 和宏 術中出血を来した頬部腫瘍に対して緊急血管塞栓術を施行した1例 第49回 日本IVR学会総会 神戸ポートピアホテル 日本 神戸
Web
poster

有

3 学会 2020年8月25日
坂本 憲昭,林 和宏,中村 徹,土師 守,中
村 浩章,金田 邦彦

急性上腸間膜動脈閉塞症に対する臨床経験(Approach to
treatment for patients with acute superior mesenteric
arterial occlusion)

第49回 日本IVR学会総会 神戸ポートピアホテル 日本 神戸 oral 有

5 学会 2020年10月22日
Tagawa S,Ohnishi A,Ohhashi A,Hayashi
K,Nobuhara M,Sakamoto N,Nakamura T.

Exploratory study of the utility of clinical images with
half dose 18F-FDG in a Biograph Vision PET/CT system

Europian Association of Nuclear
Medicine(EANM) Congress 2020

web
オーストリ
ア

ウィーン
Web
poster

有

4 学会 2020年10月28日 林 和宏 子宮動静脈奇形（UAVM）対して血管塞栓術を施行した2症例
第56回 日本医学放射線学会秋季臨
床大会

Web 日本 名古屋
Web
poster

有

6 学会 2020年10月28日
田川 純麗,大西 章仁,林 和宏,延原 正
英,坂本 憲昭,中村 徹

123I-MIBGシンチグラフィーで偽陽性を呈した悪性リンパ腫の一例
第56回 日本医学放射線学会秋季臨
床大会

Web 日本 名古屋
Web
poster

有

7 学会 2020年11月12日
赤松 剛,大西 章仁,井狩 彌彦,西田 広
之,清水 敬二,松本 圭一,相田 一樹,
佐々木 將博,千田 道雄

新規タウPETトレーサー[18F]MK6240の全身動態と被ばく線量評価 第60回 日本核医学会学術総会 神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

8 学会 2020年11月26日
大西 章仁,田川 純麗,林 和宏,大橋 明
峰,鈴木 志保,佐野 博志,石川 雄一,末
松 正邦

半導体PET-CTでのPET検診の可能性と課題 
第61回 日本人間ドック学会学術大
会

web 日本 横浜
Web
poster

有

9 学会 2021年2月6日
中村 徹,田川 純麗,小寺 卓,林 和宏,大
西 章仁,延原 正英,坂本 憲昭,松本 祥
一,太子 裕貴,三木 典子

パニックアラートを用いた画像レポート未読スルーの防止と読影
結果確認の徹底追尾

第327回 日本医学放射線学会関西
地方会

web,ホテルエルセラー
ン大阪

日本 大阪 Web oral 有

10 研究会 2020年7月3日
小寺 卓,延原 正英，田川 純麗，林 和
宏,大西 章仁,坂本 憲昭,松本 祥一，中
村 徹

両側気胸の一例 東はりま放射線研究会 生田神社会館 日本 神戸 oral 無

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：放射線診断・IVR科 2020年度：2020年4月～2021年3月
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1 研究会 2021年2月17日 橋本 直樹
頸胸椎転移で発症し後方除圧固定術と放射線治療を施行した膵癌
の1例

第14回 兵庫転移性骨腫瘍
治療研究会

神戸大学医学部附属病
院

日本 神戸 Web oral 無

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：放射線治療科 2020年度：2020年4月～2021年3月
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