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野崎徳洲会病院 中川秀光 院長 

ごあいさつ 

脳神経外科はいろいろな基礎的なbackgroundからなり、非常に複雑で深い学問領域であるがゆえに、ある領域

に興味がわけば常にその方向に転換できる魅力があります。しかし、臨床では緊急手術も多く、責任が重い診
療科として若い人に敬遠されがちなのも事実です。脳外科医を希望する医師も少なく、なかなか集められなく
て人が育っていないのが現状です。幸いな事にこの7年間で野崎徳洲会病院では若い人も集まり、研修の充実

もあって優秀な脳外科医たちが育ちました。早くから多くの症例を経験していただくという指導方針と日常生
活を楽しく享受できるような環境を心がけることで脳外科医を育てています。現在、若い人のやる気と情熱の
ある指導医の共同作業で素晴らしい研修体制が出来ました。心ある脳外科志望の方は是非野崎徳洲会病院の脳
外科での研修をお勧めいたします。明日の世界の脳外科を背負っていただくことを期待します。 



スタッフ： 中川秀光（院長・脳神経センター長）

脳神経外科学会認定専門医・指導医：中川秀光（厚生・労働省認定　外国人医師臨床修練指導医） 

山田正信（厚生・労働省認定 外国人医師臨床修練指導医）
西正吾
田村雅一（厚生・労働省認定 外国人医師臨床修練指導医） 

日本脳卒中学会認定専門医：中川秀光 山田正信　西正吾 

設備：1.5T-MRI,  3.0T MRI, 

MDCT(16, 64列) Bi-plane DSA(シーメンス、アーテイスZee) RI-SPECT Zeiss Pentero手術顕微鏡、 

surgeatome irrigation system Navigation(Brain Lab) 

I-MRT （日立トモテラピーHi-ART system）オリンパス内視鏡（硬性、軟性）　　CUSA

脳神経外科設立：2006.7.1 

山田正信（副院長）
西正吾（脳神経外科部長）
田村雅一（脳神経外科部長）
医員：西山弘一（岸和田徳洲会病院 出張中） 

新堂昌宏（NewYork, Sloan Kettering Cancer Center留学中）
富 隆志（後期研修医） 

Nozaki 



脳神経外科の活動状況 

1.脳卒中部門
24時間救急を受け入れ、迅速な治療を行っています。発症4時間以内の脳梗塞では、適応を選び、r-tPAを用いた血栓溶解
療法も行っており、無効な場合は血栓溶解療法や緊急バイパス術などを行い良好な結果を得ています。手術では、くも膜
下出血（脳動脈瘤）、脳動静脈奇形、硬膜動静脈奇形、内頚動脈・椎骨動脈閉塞性疾患、高血圧性脳内出血などが対象と
なります。くも膜下出血に対しては早期開頭手術を基本方針とし、全身状態不良のケースで血管内手術も行います。高齢
者や重症例に対しても積極的に治療を行い、社会復帰可能な例も見られています。未破裂脳動脈瘤やAVMでは血管内手術
を積極的に考慮し、低侵襲で安全な治療を目指しています。最近急激に増加している頚動脈疾患については初期治療は外
科的手術（CEA）とし、再発例に対してはステント留置術を行います。更に当院では、これら脳卒中の患者に対して発症
早期より積極的なリハビリテーションを行い、良好な機能回復の獲得と社会復帰に努めています。

2.腫瘍（オンコロジー）部門
悪性脳腫瘍（悪性神経膠腫、悪性リンパ腫、転移性脳腫瘍）
良性脳腫瘍（髄膜腫、神経鞘腫、下垂体腺腫）
悪性神経膠腫に対しては、肉眼的全摘出に努め、その後放射線、化学療法、BRMや免疫治療などの補助療法を積極的に
行っています。補助療法については従来から中川らが開発したVP-16とCDDPの超選択的動注療法や、米国特許を有する
FdUrdの腫瘍切除腔内への投与療法などを行い、外来では経口抗がん剤テモダールで治療を行っています。しかし未だに
化学療法の効果は不十分と言わざるを得なく、現在進行中の遺伝子解析からの分子標的治療が期待されています。また当
院では悪性脳腫瘍の予後不良因子として最悪な癌性髄膜炎に対しても従来のメソトレキセート（MTX）やシトシンアラビ
ノシド（Ara-C）に加えて、独自のフルオロデオキシウリジン(FdUrd)やSodium butyrateの持続髄腔内投与により良好な
治療結果を得ています。良性脳腫瘍においては、下垂体腺腫に対して内視鏡を使用したより低侵襲な経鼻下垂体手術や、
手術ナビゲーションシステムの導入により、安全かつ確実な腫瘍摘出術が可能となっています。

3. 脊髄・脊椎部門
頸椎ヘルニア、変形性頚椎症、後縦靭帯骨化症、脊髄、脊椎腫瘍、脊髄動静脈奇形などを対象に治療を行っています。特
に、頚椎症性脊髄症に対して前方および後方固定を行い、十分な徐圧と強固な固定が得られ、神経機能の回復が得られて
います。

4. 機能的疾患部門
顔面けいれん、三叉神経痛、舌咽神経痛など。基本手術治療（微小血管減圧術）ですが、症例によりボツリヌス（ボトック
ス）治療も行っています。今後痙縮や疼痛、てんかんに対しても積極的に関わっていく予定です。



カンファレンスについて
  入院患者症例検討会（週１回：月曜日）
  脳外科・リハビリ合同カンファレンス（週１回：火曜日）

重症患者検討会 (週1回) 
  手術検討会（随時）
  医局勉強会（随時）
 などがあり、幅広い知識の習得に努めています。また、専門医試験に向けて指導医からの集中的教育が
なされるようになっています。

当科では、初期研修で得た臨床経験を基盤にして、さらに専門的な診療能力を身につけ、最終的
には脳神経外科専門医に値する技能を修得することを目的としています。脳神経外科全般の診療
を行い得る力を修得しながら、個人が各々のサブスペシャリテイーを目指せるような教育体制を
目指しています。出身大学、年齢、男女による差別は、全くありません。ただし、女医の場合は
その生活環境に応じて肉体的、精神的負担少なく勤務できるような体制を取ります。脳神経外科
への情熱をもった医師を広く受け入れます。また基礎研究に興味がある人は、2016までに研究所
が設立され、指導者の陣容も充実しているため臨床がてら研究も可能になります。



年次別研修スケジュールと研修内容概略 

 研修１年次には主に術前術後管理、脳神経外科基本手技を中心に研修を行います。具体的には、セルジ

ンガー法による脳血管撮影技術や腰椎穿刺、脳室ドレナージの習得、慢性硬膜下血腫、急性硬膜外または
硬膜下血腫、脳室－腹腔短絡術、頭蓋形成術などの手術を行なうと共に、基本的な開頭術をマスターし、
脳内出血や脳表面の腫瘍を指導者の下で術者としてできることを目指します。

 研修２年次には、顕微鏡下での手術を中心に習得しながら、転移性脳腫瘍、くも膜下出血、脳動脈瘤な
どの手術を指導者の下で行い、手術手技を磨きます。また、頭蓋底手術などの難易度の高い手術に必要な
解剖の知識を持ち、これらの手術を経験できる様にします。 

 研修３年次には、顕微鏡下での手術を難易度の高い頭蓋底手術を中心に習得しながら、適切な治療方針
を立てることを目指します。また、日本脳神経外科学会専門医の取得に備え、知識・技術の向上に努めま
す。 

 脳神経外科のイメージというと、長時間に及ぶ開頭手術を行うというのが一般的でした。もちろん、従
来はこれらは脳外科診療の中核でしたが、脳科学は急速に進歩しており、今の若い研修医が第一線の医師
として活躍するときには大きく診療内容が変わっているかも知れません。くも膜下出血の原因である脳動
脈瘤破裂にはクリッピングという手術が一般に行われてきましたが、近年、血管内手術という方法が開発
され、今やクリッピングとならぶ治療の選択肢です。将来的にはクリッピングがまれな治療法になるかも
知れません。脳腫瘍や機能外科分野でも同様です。机上の議論であった遺伝子導入治療、移植・再生治療、
roboticsの導入などが先進医療としてすでに現実のものとなっています。当院では2013年度にダビンチが導

入されこれによる脳手術の開発が待たれる状況です。治療方法の進歩とともに私達の診療体制も今までの
根性、体力勝負といったものから、より洗練されたものへの変換が必要です。よりflexibleな思考を持った
young neurosurgeonの育成が求められています。また希望によっては研究所での基礎研究の従事も可能です。
皆さんの参加を期待しています。  



脳神経センター スタッフ一同 

院長
脳神経センター所長 

脳神経外科部長 

脳神経外科部長 米国留学中 国内留学中 後期研修医 

副院長
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中川が脳神経外科の創設のためにこの病院に入職(2006.7.1)してからかれこれ８年が経過しました。手術症例も増加の一途を
たどり1年間の手術例は、2007年が228例、2008年が244例、2009年が266例、2010年が276例で平成23~25は300例を越えてい
ます。この間に種々の器械も充実し、現在1.5 Tと3.0Ｔの２種のMRIを備え、３次元血管造影に16、64列のそれぞれのＣＴを
２台、脳血流検査あるいは腫瘍部位の決定、診断のためのSPECT (RI検査)、血管内治療手術のためのbiplane (双方向)血管造
影装置(Bi-plane DSA, シーメンス、アーテイスZee)を備えています。脳神経外科手術部としては最新鋭のPenteron手術用顕微
鏡(Zeiss)、オリンパス脳内視鏡、CUSA (超音波吸引装置)、ナビゲーションシステムを備え、手術を的確にしかも繊細に施行
できるようになっています。Pentero手術顕微鏡では術中に、原発脳腫瘍（グリオーマ）の不鮮明な境界をフルオレッセンス
血管造影を行うことによって境界を描出するこが可能であり、さらにこのタイプの腫瘍の摘出度が向上できるようになって
います。また腫瘍学の推進のためiMRT(日立トモテラピーHi-ART system)という放射線治療器の導入も済み、当院における全
科の腫瘍（癌）に対する治療の進歩が期待されます。このように他施設に劣らない最新鋭の器械が装備され、さらに２４時
間体制で運用できます。また当科では脊椎疾患など脳以外の神経疾患を扱うためにその名称を改めることになりました。新
しい名称を「脳神経センター」と改め、その中に脳神経外科が含まれることになりました。脳神経センターの中にオンコロ
ジー（腫瘍学）、脳卒中、脊椎、機能的疾患（顔面けいれん、三叉神経痛、舌咽神経痛、痙性斜頸）のそれぞれの部門に分
けて運営されています。現在２４時間体制で脳疾患に対応するためにすでに脳神経外科のホットラインを創設しております
が、緊急携帯とi-Padをもって夜間の救急当直医から画像転送と症状の説明を聞き、手術が必要なときは駆けつける状況に
なっています。脳卒中に対しては脳梗塞に対するt-PA施行認定施設であり、未破裂脳動脈瘤に対しても適応症例はカテーテ
ルによる血管内治療も行っています。したがって症例は豊富で、かつ行き届いた診療と研修指導がされることを保証しま

す。多くの初期研修、後期研修医が参画されることを祈っております。
中川秀光



中川秀光 

自由で楽しい雰囲気の中に脳神経外科業務を遂行し、個々のいろいろな
技量を高めること考えています。若い医師にとっては病院選択で有名ブ
ランド病院の選択もいいと思いますが、やはり当院のようなきめ細やか
な熱心な指導の基に、多くの症例を経験できるという点では他に例を見
ないと思います。

院長・脳神経センター長 

昭和４９年鳥取大学医学部卒 

医学博士 

日本脳神経外科学会 

日本脳卒中学会 

日本脳卒中の外科学会 

日本脳神経外科コングレス 

日本間脳下垂体腫瘍学会 

日本脳神経CI学会  
日本脳腫瘍の外科学会 
日本癌治療学会 

日本癌学会 

日本がん転移学会 

放射線腫瘍学会 

日本核医学会 

日本定位放射線治療学会 

日本脊髄学会 

日本脊椎外科学会 

日本リハビリテーション医学会 

米国癌学会(AACR) 

米国癌治療学会(ASCO) 

EACR (ヨーロッパ癌学会) 

ESMO (ヨーロッパ臨床 腫瘍学会) 

米国脳神経外科コングレス(CNS) 



中川秀光 職歴 

昭和49年 7  市立堺病院外科、医員 

昭和50年 7  大阪大学医学部付属病院、研修医、(脳神経外科講座) 

昭和51年 7  国立大阪病院脳神経外科, 医員 

昭和52年 7  大阪厚生年金病院脳神経外科、医員 

昭和53年l0  大阪大学医学部付属病院、医員、病棟主任(脳神経外科講座) 

昭和55年 3  行岡病院, 脳神経外科、部長 

昭和55年 7  市立豊中病院脳神経外科, 医長 

昭和57年 3  米国国立衛生研究所(National Institutes of Health), 

 (National Cancer Institute) 留学、客員研究員 

大阪府立成人病センター脳神経外科, 診療主任 

同医長（部長代理） 

同部長心得 

同部長 

 大阪大学医学部非常勤講師 

野崎徳洲会病院副院長・脳神経外科部長 

昭和59年 8  
昭和62年 5  
昭和63年 4  
平成 2年  4  
平成 3年  4 

平成18年 7
平成24年 7 野崎徳洲会病院 院長・脳神経センター長 

資格 

日本脳神経外科学会認定専門医、指導医 

日本脳卒中学会認定専門医 

日本プライマリ・ケア認定医、指導医 

関西医科大学臨床教授 

日本臨床腫瘍学会暫定指導医 

日本医師会認定産業医 

大阪府医師会医事紛争特別委員会委員（副主任） 

最高裁判所任命大阪簡易・地方裁判所調停委員 
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脳神経センター長中川秀光の総手術例（ 1984〜2008年） 

閉塞性脳血管障害 

脳動脈瘤 

脳腫瘍 

機能的疾患 

脊椎疾患 

高血圧性脳出血 

頭部外傷 

その他 

脳腫瘍 



脳腫瘍 中川の脳腫瘍総手術例（1984〜2008） 

神経膠腫 

髄膜腫 

下垂体腺腫 

聴神経腫瘍 

小脳血管芽腫 

頭蓋咽頭腫 

脊髄腫瘍 

転移性脳腫瘍 

悪性リンパ腫 

その他の腫瘍 
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山田正信 

副院長 

昭和５５年広島大学医学部卒業 
医学博士
日本脳神経外科学会
日本脳卒中学会、
日本神経内視鏡学会
日本脳神経血管内治療学会 

  当院脳神経外科では、脳血管障害（脳卒中）、脳腫瘍、頭部外傷、脊髄・脊椎疾患を中心に診断と外科治療を
行っており、救急医療の中で中心的な役割を担っています。また、中枢神経系の先天異常・炎症性疾患・機能的疾
患などに対しても積極的に診療を行っています。今回、脳ドックも併せて「脳神経センター」と⇔≡↕╠⌐ ⇔
た診療体制ができました。2013年度の手術件数は350件以上で、これは大学病院以上の数字であり、手術内容も開
頭手術、定位脳手術、血管内手術、脊椎・脊髄手術、頸動脈手術などバラエティに富んでいます。指導医も充実
しており、楽しい自由な職場環境を心がけています。 



山田正信 学歴および職歴 

1980年 広島大学医学部卒業 

同年 近畿大学、大阪大学にて 研修医 

1982年 国立大阪病院脳神経外科医員 

1984年 市立伊丹病院脳神経外科 医員 

1986年 大阪大学医学部脳神経外科 研究生、同医員 
1991年 同 助手 

1992年 大阪府立成人病センター脳神経外科 医員 

1996年  国立大阪病院脳神経外科 医員 

1997年 行岡病院脳神経外科 部長 

1998年 米国ピッツバーグ大学 神経科 Research fellow 

1999年 神戸掖済会病院脳神経外科 部長 

2005年 宝塚市立病院脳神経外科 部長

野崎徳洲会病院脳神経外科　部長
野崎徳洲会病院　副院長

所属学会および認定資格 

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会、日本神経内視鏡学会 

日本脳神経血管内治療学会 

2011年
2015年



田村雅一（非常勤） 

高知大学脳神経外科 講師職を辞して2011. 8月に野崎徳洲会病院に入職いたしました。大阪
府立成人病センターで５年間中川先生と一緒に働いた経験があり、自分自身の医学的向上と
ともに後輩医の指導に力を注ぎたいと思っています。協調性と和をもって脳外科の発展に尽
くせたらと思っています。 

脳神経外科部長 

平成元年大阪大学医学部卒 

医学博士 

日本脳神経外科学会 
日本脳神経外科コングラス 
日本脳卒中学会 
日本脳卒中外科学会 

日本神経内視鏡学会
日本脳神経血管内治療学会 



田村雅一 職歴 

資格 

日本脳神経外科学会認定専門医 

1988 大阪大学医学部付属病院研修 

1990 医療法人錦秀会阪和記念病院 

1996 箕面市立病院（脳神経外科医長） 

1998 米国ピッツバーグ大学医学部分子遺伝学教室（共同研究員） 

2001 大阪府立成人病センター（脳神経外科診療主任） 

2002 大阪府立成人病センター（脳神経外科医長） 

2002 同（脳神経外科副部長） 

2006 高知大学医学部 脳神経外科講師 

2011 .8 野崎徳洲会病院 （脳神経外科医長）
2014年 吹田徳洲会病院　（脳神経外科部長）
2016年 野崎徳洲会病院　（脳神経外科部長） 

日本癌治療学会認定専門医 



平成１8年 大阪市立大学医学部卒 

野崎病院脳神経外科5年目の新堂です。初期研修医の頃を含めて約2年と半年脳外科に居てることになります。もう2年半かと思う反面、2年半しか経ってないのか
と思う部分もあります。さて、当院での研修の特徴はやはりなんといっても「手術ができる」ということでしょうか。初期研修医の時代から慢性硬膜下血腫、脳室
-腹腔短絡術、急性硬膜下血腫などは執刀させてもらっており、後期研修医になってからは3年目、4年目から浅側頭動脈―中大脳動脈バイパス、頸動脈内膜剥離、
動脈瘤頸部クリッピングなどの手術もどんどん執刀させてもらってます。もちろんまだまだ指導医の先生に手取り足取りの手術ですが、2年と半年で執刀件数約
200件、経験例数になるとその2~3倍でしょうか。あまりの手術の多さにもう執刀したくないと思う瞬間もあったぐらいです。もちろん手術数が多ければそれだけ
忙しくもあります。術前検査、患者説明から術後管理、手術記事作成、もちろん手術に応じた事前の勉強、さらには当直業務に緊急手術の呼び出しと仕事は山積み
で、忙しさにへこたれそうになることもままありました。ただ、この病院で仕事をしていて脳外科を辞めようと思ったことは一度もありません。執刀できるという
ことがモチベーションを維持できる要因になっています。大学病院勤務の同期からは“つまらない”と愚痴をよく聞きます。執刀して、責任を負って、忙しくて、
仕事が“しんどい”と思ったことはあるけれど、仕事が“つまらない”と思ったことはありません。2年半経っても、始めた頃と同じように仕事は充実しているし、
脳外科は楽しいと感じることができます。
 “執刀件数が多ければそれでいいのか“とか“手術を見ることも勉強”という意見もあるやもしれません。大学病院では手術ができなくとも珍しい症例を目で見
て勉強になるのかもしれません。もちろん見ていれば勉強できることもあるでしょう。ただ、やはりやってみなければわからないこともたくさんあると思います。
手術を見ていれば“手術の手順”はいつか覚えるでしょうが、“手先の感覚”は見ているだけでは覚えられないでしょう。また、自分で執刀したことがあるからこ
そ、他人の手術を見て勉強になる部分もあります。自分ができないことを他の先生がどうやるのかをみて、もしも自分が執刀医になればどうやってやるかを考える
ことができるし、自分でやったことがあるから、“難しい”症例であることが理解できるわけで。自分もそうでしたが100回見てから1回やるのと、1回やってから
100回見るのでは吸収できることが全然違います。“やったことがある”ということが勉強していく上でも大きなアドバンテージとなっています。 

脳外科を始めて３年目の身では、当院の研修がbestな研修であるかはわかりません。ただ、周りを見回せばbetterな研修であると思いますし、何より他の病院
では絶対に得ることのできない“特別な研修”であることは間違いないと思います。手術を1回見ただけで覚えて、どんな手術でも最初から楽々できる特別な人に
は当院の研修は必要ないでしょう。脳外科を志す普通の、そして周りとは違う特別な研修を受けたい人は当院に来て研修を受けていただければ思います。 

評：性格はおおらかであるが、脳外科医にみられない細かさ、緻密さに定評あり
2014.4より中川の元上司にあたるRonald G Blasberg(Sloan Kettering Cancer Center, New York)の元に留学します。 



平成18年 金沢医科大学卒 

西山です。初期研修の時期と併せて野崎病院での勤務は５年目になりました。脳神経外科研修に
ついての感想としては後期研修２年間でまずは非常に多くの症例、経験を積ませていただいたと
思います。当院では、救急症例を中心として様々な患者さんが来院されるので短期間で脳外科診
療の全般を経験することが可能です。また３テスラMRI、SPECT、ナヴィゲーッション、MDCT,

内視鏡等機器も充実しており、かつそれらの検査が迅速に行うことができる点でスムースな診療
も可能となっています。早期から指導医による熱心な指導のもとに高度の手術に挑戦することが
でき、２年経った現在まで２０例の脳動脈瘤の手術をしましたが、最初から最後まで執刀者の位
置からはなれることなくできたことに感慨深いものがあり、今後もさらに難易度の高い手術に挑
戦したいと思います。また、指導医の先生方、病棟スタッフの人柄もよく、忙しい中でも楽しい
雰囲気で仕事ができています。 

これから脳神経外科医を目指す方にとってはやりがいのある職場になると思います。歓迎します
のでぜひ来て下さい。 

評：自らの考え、疲労度も言わず黙々と仕事をする仕事人。後輩の面倒もよくみる。2014.1より1年間岸和田徳洲会 

に国内留学します 



脳血管撮影検査風景 



手術室で術後風景 



手術室 



外の景色が術者の位置から見える窓のある開放的な手術室 



ペンテロ手術用顕微鏡（Zeiss) 



ナビゲーション 



オリンパス脳内視鏡 



骨削除時のイリゲーション：主に頸椎手術に使用 



ICU風景 



電子カルテ入力風景 




