
論文（和文） 

1. 中枢神経原発悪性リンパ腫診断における FDG-PETの有用性と限界 

河井 信行, 三宅 啓介, 岡田 真樹, 山本 由佳, 西山 佳宏, 田宮 隆 

脳神経外科 41: 117-126, 2013 

 

2. 【新たな視点からみた脳出血】 急性期管理 新たな薬物療法の可能性 

中村 丈洋, 田宮 隆 

分子脳血管病 12: 256-261, 2013 

 

3. 脳神経外科で行われる治療 外科治療 開頭血腫除去術 

岡内 正信 

Brain Nursing 2013春季増刊: 120-125, 2013 

 

4. 重症頭部外傷における体温管理の現状 頭部外傷データバンク【プロジェクト 2009】より 

河北 賢哉, 畠山 哲宗, 阿部 祐子, 中村 丈洋, 河井 信行, 黒田 泰弘, 田宮 隆, 

頭部外傷データバンク検討委員会(日本神経外傷学会) 

神経外傷 36: 45-51, 2013 

 

5. 当院における出血源不明くも膜下出血の検討 

松本 淳志, 河北 賢哉, 切詰 和孝, 阿部 祐子, 矢野 達也, 新堂 敦, 川西 正彦, 

河井 信行, 黒田 泰弘, 田宮 隆 

Neurosurgical Emergency 18: 30-34, 2013 

 

6. 覚醒下手術における言語聴覚士の重要性 

川崎 未来, 黒川 清博, 池内 英里菜, 森田 伸, 三宅 啓介, 田宮 隆, 竹内 茂伸 

国立大学リハビリテーション療法士学術大会誌 34回: 7-11, 2013 

 

7. 先天性眼窩海綿静脈洞巨大血管腫の 1例－外科的治療方法と時期、待機中の内科的

治療－ 

藤森 健司, 鈴木 智, 釼持 博昭, 中戸川 裕一, 藤本 礼尚, 稲永 親憲, 山本 貴道,

嘉鳥 信忠, 杉浦 康仁, 平松 久弥, 木村 直弘, 松林 正, 田中 篤太郎 

脳神経外科ジャーナル 22: 632-636, 2013 

 

 

 



8. 鉤爪趾（claw toe）に対するボツリヌス治療の経験 

石川 王泰, 山下 史朗, 赤岡 禎光, 藤澤 睦夫, 片木 良典 

脳神経外科速報 23: 89-93, 2013 

 

9. 二次性高血圧症と診断された 5例の脳卒中患者の検討 

茂木 正樹, 山下 史朗, 藤澤 睦夫, 大蔵 隆文, 檜垣 實男, 堀内 正嗣, 片木 良典 

脳卒中 35: 350-357, 2013 

 

10. 脳神経外科医にとっての救急関連シミュレーション教育コースの意義 

横田 京介, 豊田 洋, 本多 満, 一林 亮, 伊藤 博, 坪田 貴也, 井水 秀栄, 

加藤 庸子, 廣瀬 雄一, 中村 丈洋, 田宮 隆, 吉原 克則 

Neurosurgical Emergency 17: 123-129, 2012 

 

11. 第 13回 PNLS（Primary Neurosurgical Life Support：脳神経外科救急基礎）コース開催報

告 

伊藤 勝博, 奥寺 敬, 井水 秀栄, 山田 実貴人, 高橋 恵, 中村 丈洋, 谷崎 義生, 

池田 尚人, 本多 満, 津村 龍, 岩瀬 正顕, 豊田 泉, 厚見 秀樹, 安心院 康彦, 

矢口 慎也, 鎌野 倫加, 田辺 博之, 赤平 良子, 船水 あゆみ, 澤田 絢子,  

山内 範彦, 平山 晃康, 加藤 庸子, 島 克司, 大熊 洋揮 

Neurosurgical Emergency 18: 222-226, 2013 

 

12. 腫瘍性病変との鑑別に苦慮した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1例 

松本 淳志, 岡田 真樹, 新堂 敦, 川西 正彦, 三宅 啓介, 河井 信行, 田宮 隆 

香川脳神経外科談話会誌 27, 2013 

 

13. 異型中枢性神経細胞腫の一例 

岡田 真樹, 矢野 達也, 畠山 哲宗, 四宮 あや, 岡内 正信, 新堂 敦, 川西 正彦, 

三宅 啓介, 河井 信行, 田宮 隆 

香川脳神経外科談話会誌 27, 2013 

 

14. 頚部脊髄硬膜動静脈瘻の一例 

久松 芳夫, 守本 純, 蔵本 智士, 勝間田 篤, 吉田 秀行, 小野 恭裕, 河内 正光, 

松本 祐蔵 

香川脳神経外科談話会誌 27, 2013 


