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医師名 得意分野 所属など 住所・電話番号 紹　介

脳の名医

福島 孝徳 脳腫瘍
東京脳神経センター病院
（西葛西）付属　福島孝徳脳神経
センターDirector、センター長

東京都江戸川区
西葛西 7-12-7
☎ 03-3675-1211

1968年から計２万4000件余のメジャー手術実績を誇り（頭蓋底手術
１万8000件、脳動脈瘤手術2400件など）、数々の世界記録を達成。
現在も毎年600件以上のメジャー手術を行う、世界トップの脳外科医。

河野 道宏 脳腫瘍
東京医科大学病院　
脳神経外科主任教授・
診療科長

東京都新宿区西新宿 6-7-1　
☎ 03-3342-6111

聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍などの難症例に対し、頭蓋
底手術アプローチと術中神経モニタリングを駆使し、実績を
あげている。

堀 智勝 脳腫瘍 
てんかん 東京脳神経センター病院 院長

東京都江戸川区
西葛西 7-12-7
☎ 03-3675-1211

難治性てんかんや脳腫瘍に対する超音波治療も含めた治
療、三叉神経痛、顔面痙攣に対するMVD、高周波治療、
認知症、軽度認知障害など、広く手がける。

藤巻 高光
脳腫瘍 
三叉神経痛 
顔面痙攣

埼玉医科大学病院　
脳神経外科教授

埼玉県入間郡
毛呂山町毛呂本郷 38
☎ 049-276-1287

鍵穴手術を用いて三叉神経痛、顔面痙攣、脳腫瘍などを
治療。神経内視鏡・術中脳神経モニタリングなども取り入
れている。

藤津 和彦 脳腫瘍 
脳動脈瘤

国立病院機構
横浜医療センター 
手術顧問

神奈川県横浜市戸塚区原宿 3-60-2　
☎ 045-851-2621

高い手術技術が求められる頭蓋底手術について、国内有数の実績を誇る。20 年
間で脳動脈瘤 3000 件以上、聴神経腫瘍 250 件、頭蓋咽頭腫 85 件、眼窩腫瘍
120 件、斜台錐体髄膜腫 80件、床突起 90 件、鞍結節 70 件、海綿静脈洞 76 件。

原 貴行 脳血管障害 
脳腫瘍

虎の門病院 
脳神経外科部長

東京都港区虎ノ門 2-2-2　
☎ 03-3588-1111

脳血管障害や、良性脳腫瘍の治療が専門。所属病院の脳
腫瘍の治療実績は国内屈指。

田草川 豊 三叉神経痛 厚生中央病院 
脳神経外科部長

東京都目黒区三田 1-11-7　
☎ 03-3713-2141

三叉神経痛、顔面痙攣、舌咽神経痛への外科手術を得意
分野とし、累計 4000 件を超える治療実績を誇る。

石井 雄道 下垂体腫瘍
帝京大学医学部附属病院 脳神
経外科 /内視鏡・下垂体手術セ
ンター准教授

東京都板橋区加賀 2-11-1　
☎ 03-3964-1211

累計 700 件以上の内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出手術
の実績を誇り、髄液漏に代表される合併症を防ぐ手技など、
緻密な内視鏡操作に定評がある。

山田 正三 下垂体腫瘍 虎の門病院 副院長 
間脳下垂体外科部長

東京都港区虎ノ門 2-2-2　
☎ 03-3588-1111

間脳下垂体疾患の累積実績は3500件を超える。症例に応
じ内視鏡や顕微鏡を導入し、経鼻法・拡大経鼻法・開頭
手術を組み合わせている。

佐野 公俊 脳動脈瘤 総合新川橋病院 副院長 
脳神経外科顧問

神奈川県川崎市川崎区
新川通 1-15
☎ 044-222-2111

脳動脈瘤に対するネッククリッピング術の権威。脳動静脈奇
形の治療も得意分野とする。国内外の病院で手術し、技
術伝承にも取り組む。

塩川 芳昭 脳卒中 杏林大学医学部付属病院 
副院長・脳神経外科教授

東京都三鷹市新川6-20-2　
☎ 0422-47-5511

脳卒中の急性期から慢性期まで一貫した診療体制を重視
し、院内・院外での診療環境構築に力を尽くしている。

湧井 健治 脳卒中 千葉脳神経外科病院 理事長・ 
院長

千葉県千葉市稲毛区
長沼原町 408
☎ 043-250-1228

脳疾患全般の治療に精通。最新鋭の検査機器を駆使し、
脳腫瘍、頭部外傷、その他の脳疾患などの急性期患者を
24時間受け入れる。

片山 泰朗 脳卒中 総合東京病院 神経内科・
脳卒中センター センター長

東京都中野区江古田 3-15-2　
☎ 03-3387-5421

脳卒中の診断と治療、慢性期の管理を専門分野とし、脳
卒中治療ガイドラインの作成にも携わるなど、脳卒中治療
の発展に貢献。

野手 洋治 脳卒中 日本医科大学多摩永山病院
脳神経外科 元教授

東京都多摩市永山 1-7-1　
☎ 042-371-2111

良性脳腫瘍の頭蓋底手術や、くも膜下出血の救急対応の
エキスパート。脳卒中の予防治療や、脳腫瘍の診断も得意
としている。

原岡 襄 脳卒中 西東京中央総合病院 
脳神経外科特任顧問

東京都西東京市
芝久保町 2-4-19
☎ 042-464-1511

脳血管障害や頭蓋底腫瘍、脊椎脊髄疾患の治療を専門と
する、脳卒中の急性期手術のスペシャリスト。

高木 誠 脳卒中 東京都済生会中央病院 
院長

東京都港区三田 1-4-17　
☎ 03-3451-8211

脳梗塞への血栓溶解療法など、薬物療法を主とした脳卒中
治療のエキスパート。

棚橋 紀夫 脳卒中
埼玉医科大学
国際医療センター　
脳卒中内科教授

埼玉県日高市山根 1397-1　
☎ 042-984-4111

急性期脳梗塞をはじめとした、脳卒中全般の内科的治療を
提供している。

村山 雄一 脳血管内
治療

東京慈恵会医科大学
脳神経外科主任教授

東京都港区西新橋 3-19-18　
☎ 03-3433-1111

脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の先駆者。2015年度は
207件（コイル塞栓術164件、クリッピング術43件）の脳動
脈瘤治療を統括している。

脳・心臓・がんの

名医162人
編集部では患者さんが名医を探す時の 1
つの参考・指標として、脳の疾患・心臓
の疾患・5 大がん（胃がん・大腸がん・
肺がん・肝がん・乳がん）の治療で活躍
し、「名医」として評判の高い医師につ
いて、独自の調査を実施しました。ここ
では関東 1 都 6 県の脳・心臓・がんの
名医 162 人を、リストとして掲載してい
ます。
医師と患者には相性があり、 時には名
医の治療が、患者さんにとって最適の治

療とならないこともあります。また、す
べての名医を網羅しているわけではあり
ません。当リストはあくまでも参考とし、
最終的にはご自身の責任で情報を確認し
てリストをご活用下さい。どのような治
療を受けるかも医師としっかりと話し合
い、治療法を選択して下さい。
※掲載内容は、2016 年 11 月現在の
情報に基づきます。掲載情報は変更の可
能性があるため、受診前に直接医療機
関に確認するようにお願いします。

いざという時に頼りになる

［ 掲載する医師の選定について ］
編集部では下記の点などを総合的に勘案し、また取材先からの情報などをもとに
各医師にアンケート調査を行いました。その結果から掲載する医師を選定し、疾患ごとに順不動で掲載しています。
① 厚生労働省が届け出義務を課す手術数の調査結果
② ガイドラインの作成や公的機関の調査・研究などに携わり、専門分野において国内で中心的役割を担う
③ 臨床において、高い技術と豊富な実績を持つ
④ 現在、現役医師として活躍中であること

［ リストの掲載にあたって ］
リストから漏れている名医の情報のご提供や、リストへのご意見などは、メールまたは FAX にてご連絡ください。
なお、情報の信頼性のため、匿名でのご意見はご遠慮下さい。
医療新聞社 編集部　MAIL : info@jmnn.jp 　FAX.03-3371-8130

脳の名医 P187

心臓・血管の名医 P188

胃がんの名医 P190

大腸がんの名医 P191

肺がんの名医 P192

肝がんの名医 P193

乳がんの名医 P194


