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1. 脳腫瘍診療における PET 検査の有用性 

田宮 隆、三宅啓介、四宮あや、岡田真樹、畠山哲宗、河井信行 

Neuro-Oncology の進歩（Progress in Neuro-Oncology）, 23:8-13, 2016 

 

2. 悪性神経膠腫に対する PET 検査の有用性 

三宅啓介、河内雅章、小川大輔、岡田真樹、畠山哲宗、四宮あや、田宮 隆 

CI 研究 37:61-71, 2015 

 

3. 【悪性グリオーマに対する治療】 画像でみる悪性神経膠腫に対するベバシズマブの効

果 (解説/特集) 

三宅啓介, 田宮 隆 

脳神経外科ジャーナル, 25:912-21, 2016 

 

4. 【今、いちばん新しい手術室-画像情報編】 手術室での効果検証 省スペース型術中

MRI システムが脳神経外科手術にもたらす効果(解説/特集) 

三宅啓介, 田宮 隆 

新医療, 43:97-100, 2016 

 

5. Acute subdural hematoma における complicated hematoma type と simple 

hematoma type の臨床的検討(原著論文) 

河北賢哉, 畠山哲宗, 一二三 亨, 阿部祐子, 岡内正信, 中村丈洋, 黒田泰弘, 田宮 隆 

神経外傷, 38:108-14, 2015 

 

6. 基底核部に脳梗塞を生じた下垂体卒中の 1 例(原著論文/症例報告) 

新堂 敦, 岡田真樹, 畠山哲宗, 三宅啓介, 河井信行, 田宮 隆 

日本内分泌学会雑誌, 91:50-2, 2016 

 

7. 抑肝散の行動異常に対する基礎的検証(解説) 

中村丈洋, 劉 亜南, 四宮あや, 山本 融, 田宮 隆 

脳神経外科と漢方, 2:18-24, 2016 

 

8. 敗血症に伴う意識障害 

中村丈洋、黒田泰弘 

日本神経救急学会雑誌, 28:39-44, 2016 



9. 平成 27 年度における学問基礎科目相関図の効果検証 

斉藤和也, 中村丈洋, 鶴町徳昭, 三宅岳史, 佐藤慶太 

香川大学教育研究, 13:73-82, 2016 

 

10. 文系向け自然科学基礎実験の起ち上げ 

高橋尚志, 鶴町徳昭, 岡田宏基, 中村丈洋 

香川大学教育研究, 13:105-10, 2016 

 

11. 外来診療 Common Disease とその対処 脳卒中後の足趾屈曲.  

山下史朗、石川王泰、藤澤睦夫 

脳神経外科速報, 26:48-50, 2016 

 

12. 頭蓋内ステント承認後の 10mm 以上の大型動脈瘤に対する塞栓術後の治療成績の検討

(原著論文) 

岡内正信, 川西正彦, 新堂 敦, 河北賢哉, 河井信行, 田宮 隆 

脳卒中の外科, 44: 37-42, 2016 

 

13. 【海綿静脈洞部内頸動脈瘤】 両側内頸動脈海綿静脈洞部脳動脈瘤に対してバイパス術

を併用した母血管閉塞および血管内治療にて両側とも治癒せしめた 1例(原著論文/症例

報告/特集) 

岡内正信、新堂 敦, 川西正彦, 河井信行, 田宮 隆 

脳卒中の外科, 44:26-30, 2016 

 

14. インクジェット紫外線硬化方式 3D プリンタの医学・医療分野への実用化(総説) 

四宮あや, 田中直子, 中村丈洋, 永竿智久, 臼杵尚志, 松原修司, 木下博之, 田中嘉雄,  

田宮 隆 

医療機器学, 86:288-97, 2016 

 

15. 神経鞘腫(解説/特集) 

岡田 真樹, 三宅 啓介, 田宮 隆 

Clinical Neuroscience, 34:466-9, 2016 

 

16. 妊娠初期から中期に発症した脳動脈瘤破裂の周術期管理 

宍戸 肇, 松村 光, 河北賢哉, 小川大輔, 阿部祐子, 岡内正信, 新堂 敦, 川西正彦,  

黒田泰弘, 田宮 隆 

Neurosurgical Emergency, 20:428, 2016 



17. けいれん発作にて発症し PET 検査が術前の鑑別に有用であった ganglioglioma の 1 例

(原著論文/症例報告) 

久松芳夫, 三宅啓介, 田宮 隆 

香川脳神経外科談話会会誌, 30:11-9, 2016 

 

18. 静脈血管腫の drainerが三叉神経を貫通し圧迫していた特発性三叉神経痛の 1例 

藤森健司，河内正光，藏本智士，勝間田 篤，小野恭裕，合田雄二 

Jpn J Neurosug (Tokyo) 25:246-251,2016 

 

19. 原発不明な神経内分泌細胞由来の転移性脳腫瘍の一例(原著論文/症例報告) 

菅田峻光, 入江恵一郎, 松本淳志, 久松芳夫, 小川大輔, 岡田真樹, 畠山哲宗,  

岡内正信, 新堂 敦, 川西正彦, 三宅啓介, 田宮 隆 

香川脳神経外科談話会会誌, 30:23-35, 2016 

 

20. 覚醒下手術を施行した軽度 Broca 失語を呈する一例 言語機能と術中課題について(原

著論文/症例報告) 

池内英里菜, 黒川清博, 川崎未来, 森田 伸, 加地良雄, 三宅啓介, 田宮 隆 

国立大学リハビリテーション療法士学術大会誌, 37:105, 2016 

 

21. 「新人看護師を対象とした ISLS コンテンツを用いた意識の評価研修の試み」  

篠原 都, 喜井なおみ, 四宮あや, 黒田泰弘, 中村丈洋, 田宮 隆, 楠瀬 恭,  

藤川志保, 荻田多恵子.  

日本神経救急学会雑誌 27:12-6, 2015 

 

 

 


