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■  11 月 12 日（金）■ 
 

第 1会場（4F　大会議室A） 
 

8:10～9:40        特別シンポジウム 1「外傷と脳循環代謝」 
座長：阿部　康二（国立精神・神経医療研究センター） 

黒田　　敏（富山大学　医学部　脳神経外科））） 

 
S1-1       “高次脳機能解剖学”を求めて－脳外科医が取り組む「源流と新たな潮流の融合」 

福島県立医科大学　医学部　脳神経外科学講座 
藤井　正純 

S1-2       123I-イオマゼニル SPECTおよびMRI による外傷性脳損傷における神経活性評価と診断 
大阪大学大学院　医学系研究科　放射線統合医学講座　核医学 
脳外傷後高次脳機能障害に対する Iomazenil SPECT共同研究グループ 
加藤　弘樹 

S1-3       in vitro 及び in vivo 血栓モデルにおける温熱照射と超音波照射の有効性と安全性の検討 
岡山大学　脳神経内科 
森原　隆太 

S1-4       意識障害と脳代謝の関係についてーびまん性脳損傷慢性期患者での検討ー 
岐阜大学　脳神経外科 
中山　則之 
 

9:55～11:25      特別シンポジウム 3「てんかんと脳循環代謝」 
座長：岩間　　亨（岐阜大学　医学部　脳神経外科））））） 

                                                                  猪原　匡史（国立循環器病センター　脳神経内科） 

 
S3-1       PET を用いたてんかん焦点における脳循環代謝評価 

東京医科歯科大学　脳神経外科、東京都健康長寿医療センター　神経画像研究チーム 
稲次　基希 

S3-2       難治てんかんにおける機能画像 
静岡てんかん・神経医療センター　脳外科 
近藤　聡彦 

S3-3       てんかんと脳血流、MRI を用いた評価について 
三重大学　脳神経内科 
松浦　慶太 

S3-4       脳卒中後てんかんにおける灌流遷延性過灌流　－画像診断法と病態・臨床像について 
国立循環器病研究センター　脳神経内科 
福間　一樹 
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11:40～12:40    ランチョンセミナー 1「急性期再開通療法の現状と課題」 
座長：下畑　享良（岐阜大学大学院　医学系研究科　脳神経内科学分野） 

 
LS1-1      急性期脳梗塞治療の歩み－過去・現在そしてこれから 

広島大学病院　脳神経外科 
堀江　信貴 

LS1-2      脳血行再建術後の周術期管理 
岐阜大学　医学部　脳神経外科 
榎本　由貴子 

共催：日本メドトロニック株式会社 
 

14:00～15:00    教育講演 1 
座長：木内　博之（山梨大学　医学部　脳神経外科学） 

 
EL1         新型コロナウイルスと神経疾患 

岐阜大学大学院　医学系研究科　脳神経内科学分野 
下畑　享良 
 

15:30～16:30    教育講演 2 
座長：原　　英彰（岐阜薬科大学　学長） 

 
EL2         科研費に採択される 3条件～アイデア、業績、見栄え 

名古屋市立大学 学長 
郡　健二郎 
 

16:45～17:45    イブニングセミナー 
座長：星野　晴彦（東京都済生会中央病院　副院長） 

 
ES          片頭痛診療 Update～新たな選択肢アジョビへの期待～ 

東海大学医学部　脳神経内科 
永田　栄一郎 

共催：大塚製薬株式会社
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第 2会場（4F　大会議室 B） 
 

8:10～9:40        特別シンポジウム 2「脳疾患の診断・治療開発の新展開」 
座長：梅村　和夫（浜松医科大学　医学部　薬理学））） 

                                                                     卜部　貴夫（順天堂大学浦安病院　脳神経内科） 

 
S2-1       脳梗塞の遺伝子バイオマーカー RNF213 p.R4810K 多型の迅速判定法の確立 

国立循環器病研究センター　脳血管部門　脳神経内科 
猪原　匡史 

S2-2       脳機能画像解析や行動解析を評価項目およびメカニズム解明に用いた自閉スペクトラム症の新薬
開発 

浜松医科大学　精神医学講座 
山末　英典 

S2-3       ウルトラファインバブルを用いた超音波穿孔法による遺伝子導入研究と中枢神経系疾患への治療
応用の試み 

福岡大学　医学部　解剖学講座 
貴田　浩志 

S2-4       脳梗塞・神経変性疾患における炎症制御のペプチド創薬研究 
大阪大学大学院　医学系研究科　健康発達医学、 
大阪大学大学院　医学系研究科　神経内科学 
島村　宗尚 
 

9:55～11:25      学会認定研究シンポジウム「本学会助成研究の報告」 
座長：原　　英彰（岐阜薬科大学））））））））））））））））））））） 

                                                                  新妻　邦泰（東北大学　神経外科先端治療開発学） 

 
ASRS-1   Dual energy CT による頚動脈プラーク内コレステロール結晶の評価 

広南病院　脳血管内科 
齋藤　拓也 

ASRS-2   経動脈的な投与による急性脳梗塞に対する骨髄間葉系細胞治療法の確立 
長崎大学　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　保健科学分野 
佐藤　克也 

ASRS-3   膠芽腫病態におけるヒアルロン酸分解因子HYBID の役割解明 
岐阜薬科大学　薬効解析学 
辻　翔平 

ASRS-4   BBB 通過型ウイルスベクターを用いた新規 in vivo ダイレクトリプログラミング法の開発 
岡山大学大学院　脳神経内科学 
山下　徹 
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11:40～12:40    ランチョンセミナー 2 
座長：角﨑　英志（株式会社新日本科学　取締役） 

 
LS2         霊長類における中枢神経系機能評価 

株式会社新日本科学　薬効薬理研究室 
沼田　洋輔 

共催：株式会社新日本科学 
 

14:00～15:30    特別シンポジウム 4「脳血栓回収療法に脳血流検査は必要か？」 
座長：吉村　紳一（兵庫医科大学　医学部　脳神経外科） 

                                                                  杉生　憲志（岡山大学　医学部　脳神経外科））））） 

 
S4-基調講演 脳血栓回収時の脳血流検査 

兵庫医科大学　脳神経外科 
内田　和孝 

S4-1       治療前検査必要派 
国立循環器病研究センター　脳血管内科／脳卒中集中治療科 
井上　学 

S4-2       経皮的脳血栓回収術前に脳灌流画像は必要か？ 
岐阜大学　医学部　脳神経外科 
江頭　裕介 

S4-3       再灌流後脳血流検査の有用性 
奈良県立医科大学　脳神経外科 
中川　一郎
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第 3会場（4F　大会議室C） 
 

8:10～9:22        一般演題　口演 1「血管障害 1」 
座長：伊達　　勲（岡山大学大学院　脳神経外科））））））））））））））） 

                                                      藤本　　茂（自治医科大学　内科学講座　神経内科学部門） 

O1-1      複数脳主幹動脈閉塞と単一脳主幹動脈閉塞における特徴と予後：RESCUE-JapanRegistry2 サブ
分析 

兵庫医科大学　脳神経外科 
立林　洸太朗 

O1-2      脳動静脈奇形塞栓術の後方的解析 
筑波大学　医学医療系　脳神経外科 
高橋　利英 

O1-3      CT を用いた簡便な頚動脈不安定プラーク予測法 
兵庫医科大学　脳神経外科、三田市民病院　脳神経外科 
桑原　舜太郎 

O1-4      Arterial spin labeling のmicro-AVM検出における有用性 
広南病院　脳神経外科 
古知　龍三郎 

O1-5      短期間に皮質下出血を繰り返し再発したアミロイドアンギオパチーの 1剖検例 
富山大学　医学部　脳神経外科 
丸山　邦隆 

O1-6      シルビウス裂深部静脈構造の評価におけるmultimodal fusion image の有用性：3D-CTV画像
との比較 

奈良県立医科大学　脳神経外科 
中瀬　健太 

O1-7      頚動脈プラーク Superb micro-vascular imaging 法による内膜剥離術中微小塞栓出現の予知 
岩手医科大学　脳神経外科学講座 
千葉　貴之 

O1-8      家族性高コレステロール血症における RNF213 p.R4810K 多型の効果 
国立循環器病研究センター　脳神経内科 
野田　浩太郎 
 
 

9:55～11:07      一般演題　口演 2「【基礎研究】血管障害 1」 
座長：嶋澤　雅光（岐阜薬科大学　生体機能解析学大講座  薬効解析学） 

                                              岡　　史朗（山口大学　医学部　脳神経外科）））））））））））））））））） 

 
O2-1      高脂血症ラットにおけるくも膜下出血後脳血管攣縮 

岡山大学大学院　脳神経外科 
西　和彦 

O2-2      ラット一過性局所脳虚血モデルに対するDisulfiramの有用性の検討 
日本医科大学大学院　医学研究科　脳神経外科学分野 
久保田　麻紗美 

O2-3      脳梗塞急性期の炎症増悪に対するジスルフィラムの効果 
東京理科大学　薬学部 
三尋木　結花 
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O2-4      ヒト脳梗塞巣における T細胞浸潤と T細胞遊走ケモカイン発現様式の病理組織学的検討 
九州大学大学院　医学研究院　神経病理学、福岡歯科大学　総合医学講座　内科学分野、
九州大学大学院　医学研究院　病態機能内科学 
司城　昌大 

O2-5      CADASIL 型変異マウスの局所脳虚血に対する脆弱性 
山口大学　医学部　脳神経外科 
岡　史朗 

O2-6      Anacetrapib を用いた PCSK9阻害による脳虚血再灌流障害に対する脳保護作用の検討 
東海大学　医学部　内科学系脳神経内科 
水間　敦士 

O2-7      大脳皮質毛細血管分岐・合流部における赤血球流れに関する時空間動態解析 
電気通信大学大学院　情報理工学研究科 
新澤　智也 

O2-8      ナファモスタットはマウスくも膜下出血後の早期脳損傷を抑制する 
岐阜大学　医学部　脳神経外科 
松原　博文 
 

14:00～15:12    一般演題　口演 3「もやもや病」 
座長：髙橋　　淳（近畿大学　医学部　脳神経外科） 

                                                                        田中　洋次（東京医科歯科大学　脳神経外科） 

 
O3-1      もやもや病におけるASL 計測に脳動脈狭窄が与える影響に関する検討 

東京医科歯科大学　脳神経外科 
田中　洋次 

O3-2      成人虚血発症もやもや病におけるMRI Hadamard ASL を用いた脳循環不全の検出 
岩手医科大学　脳神経外科 
攝田　典悟 

O3-3      もやもや病クモ膜における筋線維芽細胞の分化増殖 
富山大学　医学部　脳神経外科 
山本　修輔 

O3-4      当院における STA-MCAバイパス術後の過灌流症候群予防に対する取り組み 
岐阜大学　医学部　脳神経外科 
庄田　健二 

O3-5      もやもや病血行再建術後の FLAIR 強調画像における特異所見の出現頻度に関する検討 
慶應義塾大学　医学部　脳神経外科 
高橋　里史 

O3-6      間接血行再建術後のもやもや病患者における中硬膜動脈の検討 
久留米大学　医学部　脳神経外科 
折戸　公彦 

O3-7      もやもや病に対する複合血行再建術後の慢性期におけるバイパス血管の発達とCBFの検討 
名古屋大学医学部附属病院　脳神経外科 
真宮　崇 

O3-8      RNF213 創始者変異は成人もやもや病複合血行再建術後の間接バイパス路発達に寄与する 
北海道大学病院　脳神経外科 
伊東　雅基
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15:30～16:42    一般演題　口演 4「【基礎研究】血管障害 2」 
                              座長：鈴木　秀謙（三重大学　医学部　脳神経外科））））））））））））））））））））））） 
                                       七田　　崇（東京都医学総合研究所　脳卒中ルネサンスプロジェクト） 

 
O4-1      脳海綿状血管奇形における germline mutation 解析 

東京大学　医学部　脳神経外科 
本郷　博貴 

O4-2      マウス脳梗塞モデルに対するナノ粒子化α-マンゴスチンの神経保護作用 
岐阜薬科大学　薬効解析学 
岡　なつみ 

O4-3      メラトニンによる薬剤性postconditioning におけるミトコンドリア膜電位制御メカニズム 
奈良県立医科大学　脳神経外科、平成記念病院　脳神経外科 
古田　隆徳 

O4-4      ラット脳虚血後のリン酸化タウ発現の経時変化 
新潟大学　脳研究所　脳神経内科 
大津　裕 

O4-5      ラットくも膜下出血モデルを用いた腸内細菌叢と早期脳損傷の関連性の検討 
大阪大学　医学系研究科　脳神経外科 
川端　修平 

O4-6      脳虚血再灌流病態におけるペリサイトの Ferroptosis に関する検討 
九州大学大学院　医学研究院　病態機能内科学 
高木　勇人 

O4-7      高コレステロール血症が脳動脈瘤に対し保護的に作用する可能性 
浜松医科大学　医学部　臨床医学教育学 
外村　和也 

O4-8      Anti-inflammatory Effects of a Phenolic Complex-Neumentix in Mouse Stroke Model 
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　脳神経内科 
Bian Yuting
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■  11 月 13 日（土）■ 
 

第 1会場（4F　大会議室A） 
 

8:40～10:10      特別シンポジウム 5「脳MRI 技術の今後の展望と可能性」 
座長：齊藤　延人（東京大学医学部脳神経外科）*））））））） 

                                                                  豊田　一則（国立循環器病センター　脳神経内科） 

 
S5-1       後頭蓋窩血管芽腫の診断におけるMRI ASL 法の有用性 

長崎大学　医学部　脳神経外科 
日宇　健 

S5-2       最新のMRI 技術：超急性期脳梗塞におけるpH-weighted-image 
日本大学　医学部　脳神経外科学系神経外科学分野 
五十嵐　崇浩 

S5-3       超偏極MRI 技術の脳研究への応用 
岐阜大学　医学系研究科　放射線医学分野　先端画像開発講座 
兵藤　文紀 

S5-4       拡散強調 7TMRI に基づく脳脊髄液動態の可視化と定量化 
岩手医科大学　医学部　脳神経外科学講座、大阪大学大学院　生命機能研究科 
藤原　俊朗 
 

10:25～11:55    特別シンポジウム 6「脳血管障害の病態評価における脳画像の有用性」 
座長：岡沢　秀彦（福井大学　高エネルギー医学教育センター） 

                                                         正本　和人（電気通信大学　脳・医工学研究センター））） 

 
S6-1       磁化率強調画像における静脈の信号変化に着目した脳血管障害の病態評価 

佐世保市総合医療センター　脳神経外科 
山口　将 

S6-2       内頚動脈狭窄症プラーク内の石灰化の分類と臨床的意義 
富山大学　医学部　脳神経外科 
柏崎　大奈 

S6-3       遠隔脳ドックにおける若年者脳白質変化の検討 
島根県立中央病院　脳神経外科 
井川　房夫 

S6-4       もやもや病の周術期画像マーカーと RNF213遺伝子多型の関連 
北海道大学大学院　医学研究院　脳神経外科教室 
内野　晴登 

＊座長変更
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12:10～13:10    ランチョンセミナー 3 
座長：岩間　　亨（岐阜大学　医学部　脳神経外科） 

 
LS3         脳血管内治療の最前線ー新規デバイスと適応拡大ー 

兵庫医科大学　医学部　脳神経外科 
吉村　紳一 

共催：第一三共株式会社 
 

13:25～14:25    会長企画シンポジウム 
座長：吉本　高志（脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院） 

 
PS-1       Muse 細胞による神経再生医療の開発 

東北大学大学院医学系研究科　神経外科学分野 
冨永　悌二 

PS-2       脳循環代謝研究の過去現在未来 
国立精神・神経医療研究センター 
阿部　康二 
 

14:55～16:07    一般演題　口演 10「【基礎研究】認知機能、代謝」 
座長：島田　　斉（新潟大学脳研究所　統合脳機能研究センター臨床機能脳神経学分野） 

                        山下　　徹（岡山大学医学部　脳神経内科））））））））））））））））））））））））））））））））））） 

 
O10-1    腸内細菌叢異常は神経炎症を介して認知機能と白質病変に関与する 

順天堂大学大学院　医学研究科　パーキンソン病病態解明研究講座 
稲葉　俊東 

O10-2    Tissue plasminogen activator 鼻腔内投与はアミロイドβによる神経血管機能と認知機能の障害
を改善する 

熊本大学病院　脳神経外科、 
Feil Family Brain and Mind Research Institute, Weill Cornell Medicine 
植川　顕 

O10-3    グリシンCEST-MRイメージング法の開発とアルツハイマー病モデルマウスへの応用 
新潟大学　脳研究所　統合脳機能研究センター、 
新潟医療福祉大学　医療技術学部　診療放射線学科 
大野　健 

O10-4    VGF nerve growth factor inducible (VGF) の神経伝達物質調節における機能解明 
岐阜薬科大学　薬効解析学 
藤森　ほのか 

O10-5    Effect of edaravone on white matter in a novel mouse model of AD with chronic cerebral 
hypoperfusion 

岡山大学大学院　医師薬学総合研究科　脳神経内科学 
胡　欣冉 

O10-6    Glymphatic systemを介したアミロイド重合体oligomer／fibril の輸送についての検討 
大阪市立大学大学院　医学研究科　脳神経内科学 
長谷川　樹



O10-7    Fibrinogen peptide chains accumulation accelerated with Aβ deposition in AD mice 
and human AD brain 

岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　脳神経内科学 
Bian Zhihong 

O10-8    生体脳イメージングを用いたタウ凝集体を有する神経細胞の脳外排出メカニズムの実証 
量子科学技術研究開発機構　量子生命・医学部門量子生命科学研究所　量子神経マッピ
ング制御グループ、東北大学大学院　医学系研究科 
高橋　真奈美 
 
 

第 2会場（4F　大会議室 B） 
 

8:40～10:01      一般演題　口演 5「【基礎研究】神経再生、幹細胞」 
座長：田口　明彦（神戸医療産業都市推進機構））））））））））））））））） 

                                                      丸島　愛樹（筑波大学医学医療系　脳神経外科・脳卒中科） 

 
O5-1      脳梗塞における羊膜由来間葉系幹細胞の静脈内投与による神経症状改善効果及びその機序に関す

る検討 
兵庫医科大学　脳神経外科学講座 
吉田　泰規 

O5-2      遠位中大脳動脈閉塞モデルマウスに対するMuse 細胞による神経再生治療 
東北大学大学院　医学系研究科　神経外科学分野 
加藤　侑哉 

O5-3      慢性期脳梗塞モデルマウスに対する造血幹細胞の治療効果 
神戸医療産業都市推進機構　先端医療研究センター　脳循環代謝研究部 
斉野　織恵 

O5-4      再生医療用、他家造血幹細胞製剤の開発 
神戸医療産業都市推進機構　先端医療研究センター　脳循環代謝研究部 
小川　優子 

O5-5      神経幹細胞のHypoxic preconditioning による耐性獲得での JAK2/STAT3経路の役割 
山梨大学　医学部　脳神経外科 
福田　憲人 

O5-6      ヒト歯髄由来分化誘導神経系細胞による脳梗塞に対する細胞治療 
筑波大学　医学医療系　脳神経外科・脳卒中科、 
筑波大学　医学医療系　臨床再生医療研究室 
丸島　愛樹 

O5-7      脳梗塞後におけるマイクログリアとA1/A2アストロサイトの相互作用についての検討 
順天堂大学　脳神経内科 
木島　千景 

O5-8      脳梗塞慢性期における新規治療としてのエクソソームの検討 
順天堂大学医学部附属順天堂医院　神経学講座 
平　健一郎 

O5-9      脳梗塞病態時における脳組織がミクログリアの特性に与える影響に関する検討 
兵庫医科大学　先端医学研究所　神経再生研究部門 
新田　美歩
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10:25～11:55    特別シンポジウム 7「脳梗塞：急性期治療」 
座長：榎本由貴子（岐阜大学　医学部　脳神経外科） 

                                                                        菱川　朋人（岡山大学　医学部　脳神経外科） 

 
S7-1       治療前CT画像による血栓性状診断: 血栓回収療法の新たな治療戦略の提唱 

国立病院機構仙台医療センター　脳神経外科 
坂田　洋之 

S7-2       再灌流後に認めるArterial spin labeling (ASL)での脳灌流増加 
帯広厚生病院　脳神経外科 
能代　将平 

S7-3       進行性虚血性脳卒中に対する EC-IC バイパス術 
北海道大学病院　脳神経外科 
杉山　拓 

S7-4       単純MRI 所見による急性期主幹動脈閉塞症の灌流指標の層別化 
京都府立医科大学　脳神経外科 
丸山　大輔 
 

12:10～13:10    ランチョンセミナー 4 
                        「高齢化社会におけるメディカルニュートリション　アスタキサンチンの可能性」 

座長：嶋澤　雅光（岐阜薬科大学  生体機能解析学大講座　薬効解析学） 

 
LS4-1      スローエイジングにおけるアスタキサンチンの可能性 

アスタリール株式会社　メディカルニュートリション事業部 
髙木　英彦 

LS4-2      アスタキサンチンによるミトコンドリアエネルギー代謝改善作用　－抗酸化物質を超える作用－ 
富士化学工業株式会社　ライフサイエンス部　基礎技術グループ 
西田　康宏 

共催：アスタリール株式会社 
 

13:25～14:19    一般演題　口演 8「血管障害 2」 
座長：高木　康志（徳島大学　脳神経外科））））））））） 

                                                                        丸山　大輔（京都府立医科大学　脳神経外科） 

 
O8-1      無症候性頚動脈狭窄／閉塞症における脳血流量・脳代謝量と認知機能 

国立循環器病研究センター　脳神経内科 
柿野　圭紀 

O8-2      アテローム硬化性脳主幹動脈閉塞性疾患では長期血圧変動が大きいと脳循環代謝が悪化する 
滋賀県立総合病院研究所　画像研究部門 
山内　浩 

O8-3      左視床梗塞に伴う脳血流低下と言語障害 
東京女子医科大学　脳神経内科 
関　美沙
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O8-4      術中イメージングを用いた、増大脳動脈瘤の瘤壁の赤みの検討 
宝塚市立病院　脳神経外科 
松川　東俊 

O8-5      骨髄異形成症候群に伴う貧血進行が症状の動揺に関与した右内頚動脈狭窄によるアテローム血栓
性脳梗塞の 1例 

九州医療センター　脳血管・神経内科 
田川　直樹 

O8-6      過換気負荷による ICGを用いた近赤外分光法は Staged CAS の脳循環予備能改善効果を検出する 
奈良県立医科大学　脳神経外科 
尾本　幸治 
 

14:55～16:07    一般演題　口演 11「診療体制、画像検査による試み」 
座長：井上　　敬（みやぎ県南中核病院　脳神経外科） 

                                                                     山上　　宏（国立病院機構大阪医療センター））） 

 
O11-1    スポーツ脳振盪患者における競技復帰までの期間に関する因子の検討 

筑波大学附属病院　脳卒中科、筑波大学　医学医療系　脳神経外科 
中尾　隼三 

O11-2    AI による慢性硬膜下血腫転帰予測 
みやぎ県南中核病院　脳神経外科 
井上　敬 

O11-3    COVID-19 パンデミックに伴う当院の脳卒中診療体制への影響 
東海大学医学部付属八王子病院　脳神経内科 
徳岡　健太郎 

O11-4    機械学習を用いた病院前脳卒中予測モデル（Japan Urgent Stroke Triage score using ML, 
JUST-ML）の開発 

宝塚市立病院　脳神経外科 
河野　淳一 

O11-5    当院における非弁膜症性心房細動による心原性脳塞栓症患者の年次推移 
埼玉医科大学国際医療センター　脳神経内科・脳卒中内科 
新井　徳子 

O11-6    モヤモヤ病におけるアダマールASL 法による脳血流評価の有用性に関する検討　演題取り下げ 
福井大学　医学部　脳神経外科 
磯崎　誠 

O11-7    脳還流圧の指標への新しい提案 ̶ 流体力学からの理論的アプローチ 
東京都健康長寿医療センター　放射線診断科 
亀山　征史 

O11-8    前兆として左右交代する同名半盲を呈した片頭痛における脳血流の経時変化 
川崎医科大学附属病院　脳卒中科 
宮里　紗季 
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第 3会場（4F　大会議室C） 
 

8:40～9:34        一般演題　口演 6「血管障害 3」 
座長：吾郷　哲朗（九州大学大学院　医学研究院　病態機能内科学） 

                                                   柏崎　大奈（富山大学　医学部　脳神経外科））））））））））））））） 

 
O6-1      発症 24時間超過急性期脳梗塞に対する脳血管内治療の検討 

岐阜大学　脳神経外科 
木下　喬公 

O6-2      内頚動脈狭窄症における Beam SAT MRAによる周術期脳血流循環動態評価 
神戸大学　医学部　脳神経外科 
山下　俊輔 

O6-3      頚動脈ステント留置術前後における脳血流と脳酸素飽和度の関係 
岐阜大学医学部付属病院　脳神経外科 
水谷　大佑 

O6-4      けいれん重積発作で発症した高血圧性脳症の 55歳男性 
東京女子医科大学　脳神経内科 
細谷　愛 

O6-5      症候性 Borden type1 硬膜動静脈瘻に対する治療戦略別にみた当院での治療成績 
名古屋大学　医学部　脳神経外科 
加藤　直毅 

O6-6      Branch Atheromatous Disease の進行性運動麻痺と脳小血管病の病型について　演題取り下げ 
東京歯科大学市川総合病院　神経内科 
小泉　健三 
 

10:25～11:46    一般演題　口演 7「【基礎研究】神経変性、炎症疾患、腫瘍」 
座長：瀧澤　俊也（東海大学医学部付属大磯病院　神経内科） 

                                                            久下　裕司（北海道大学アイソトープ総合センター））） 

 
O7-1      スナネズミ海馬におけるアデノ随伴ウイルスベクターの細胞指向性 

自治医科大学　分子病態治療研究センター　遺伝子治療研究部 
瀬原　吉英 

O7-2      カニクイザル脳におけるMRI を用いたDTI 及びMRS解析 
株式会社新日本科学　前臨床カンパニー　安全性研究所　薬効薬理研究室 
中村　祐里 

O7-3      Glioblastomaに対するCanagliflozin の抑制作用 
岐阜大学　医学部　脳神経外科 
庄田　健二 

O7-4      再生アソシエイト細胞移植による多発性硬化症治療法の開発 
東海大学医学部付属大磯病院　神経内科、東海大学　医学部　内科学系　脳神経内科 
瀧澤　俊也 

O7-5      AAVベクターを用いた Fabry 病の遺伝子治療の可能性 
自治医科大学　分子病態治療研究センター　遺伝子治療研究部 
林　夢夏 
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O7-6      喫煙が皮質拡延性脱分極に及ぼす影響について 
慶應義塾大学　医学部　神経内科 
滝沢　翼 

O7-7      メマンチンのMGMT発現抑制を介したテモゾロミドの抗腫瘍効果の増強機構 
岐阜薬科大学　薬効解析学 
辻　翔平 

O7-8      哺乳類におけるイノシトールピロリン酸の組織分布解析 
東海大学　生命科学統合支援センター 
伊藤　誠敏 

O7-9      ヒストンH3K27M変異びまん性グリオーマの神経周囲浸潤は代謝異常と解糖変化に依存する 
岐阜大学　医学部　腫瘍病理 
富田　弘之 
 

13:25～14:37    一般演題　口演 9「【基礎研究】血管障害 3」 
座長：仁藤智香子（日本医科大学　研究部共同研究施設））））） 

                                                            髙木　俊範（独立行政法人　医薬品医療機器総合機構） 

 
O9-1      脳梗塞モデルマウスにおけるホヤ由来プラズマローゲンの神経保護作用の検討 

岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　脳神経内科学 
福井　裕介 

O9-2      生体内脂質ラジカルを追跡するための放射性プローブの開発および一過性局所脳虚血モデルを用
いた評価 

神戸薬科大学大学院　薬学研究科 
東　里沙 

O9-3      マウス中大脳動脈永久閉塞モデル遠隔虚血コンディショニングにおけるeNOS,Akt リン酸化の関与 
東京女子医科大学　脳神経内科 
齋藤　萌子 

O9-4      マウス脳梗塞モデルに対する ISRIB の神経保護作用 
岐阜薬科大学　薬効解析学 
吉岡　由貴栄 

O9-5      脳虚血性細胞死における脂肪酸結合タンパク質（FABP）の役割 
東北大学　薬学研究科　薬理学分野 
郭　青云 

O9-6      炭酸ガス反応性に関与する血管床部位の検証 
秋田県立循環器・脳脊髄センター 
中村　和浩 

O9-7      脳梗塞後の血管透過性亢進に伴う活性酸素種の産生が神経変性および神経機能に及ぼす影響の検討 
長浜バイオ大学　バイオサイエンス学部　アニマルバイオサイエンス学科 
俣野　泰毅 

O9-8      Laser Speckle Flowmetry における測定値安定化の検討 
秋田大学大学院　医学系研究科　脳神経外科学講座、大館市立総合病院　脳神経外科 
仙北谷　直幹
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14:55～16:07    一般演題　口演 12「認知、高次機能、変性疾患」 
座長：髙橋　愼一（埼玉医科大学国際医療センター））））））））））） 

                                                         岡沢　秀彦（福井大学　高エネルギー医学研究センター） 

 
O12-1    認知症診断における SPECT脳血流定量解析の活用；遂行機能障害を認めた症例での検討 

青森新都市病院　脳神経外科 
日浦　幹夫 

O12-2    PET/MRI によるアルツハイマー病患者のマルチモダリティ解析 
福井大学　高エネルギー医学研究センター 
岡沢　秀彦 

O12-3    特発性正常圧水頭症における認知機能・運動機能と脳血流シンチグラフィーについての検討 
山形大学　医学部　第三内科 
鈴木　佑弥 

O12-4    CADASIL 患者へのアドレノメデュリン投与の安全性・有効性に関する多施設共同単群試験 
国立循環器病研究センター　脳神経内科 
鷲田　和夫 

O12-5    初期 Alzheimer 病における安静時機能的MRI による領域間機能結合解析 
東京女子医科大学　脳神経内科 
吉澤　浩志 

O12-6    神経サルコイドーシス患者の高次能機能障害と脳血流 SPECTについて 
岡山赤十字病院　脳神経内科 
武久　康 

O12-7    アミロイド PET検査が診断に有用だった原発性進行性失語の 3症例 
岡山大学病院　脳神経内科 
森原　隆太 

O12-8    Results Of A Randomized Clinical Trial of Ropinirole Hydrochloride For ALS (ROPALS) 
慶應義塾大学　医学部　生理学教室、慶應義塾大学　医学部　神経内科、 
埼玉医科大学国際医療センター　脳神経内科・脳卒中内科 
高橋　愼一


