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私は平成 7 年に東海大学医学部を卒業し、卒後 2 年間、付属病院で脳神経
外科、救命救急センター、小児外科、整形外科、麻酔科、放射線科で研修を
行いました。卒後 3 年目に佐藤修教授（当時）率いる東海大学医学部脳神経
外科に入局し、東海大学の付属病院、関連病院での勤務を経て、平成 19 年
に名戸ヶ谷病院の脳神経外科スタッフに加えさせて頂きました。佐藤修先生
は、1,000 床を超える大学付属病院の病院長でありながら、毎朝 7 時前より
院内全病棟を回診されており、それに習い私も可能な限り毎朝早朝に患者さ
んのお顔を拝見するよう心がけております。その佐藤修先生は、現在名戸ヶ谷病院で火曜日の脳
神経外科外来を担当してくださっております。
脳神経外科の中でも特に私が専門としているのは、くも膜下出血や脳出血、脳梗塞などの脳卒
中の診療です。日本脳卒中学会の重鎮で同学会の理事である北川泰久先生が病院長であり、また
くも膜下出血治療のエキスパートである東海大学脳神経外科教授の下田雅美先生が脳神経外科
部長であった東海大学八王子病院に、平成 14 年から 5 年間勤務し多くの事を経験し学びました。
その間に日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内治療学会専門医の資格を取得しました。
当院脳神経外科部長の熊坂明先生は大学時代からの友人で、学生時代の 6 年間一緒に医学部の
野球部に在籍しておりました。皆さん東海大学や東海大学付属高校の縦じまのユニフォームをご
覧になったことがあるかと思いますが、私達もあのかっこいい縦じまのユニフォームを着て野球
をやっていたのです。また、熊坂先生とは平成 14 年に東海大学八王子病院が開院した時の脳神
経外科スタッフとして共に仕事をした仲でもあり、今回当院開院にあたっては当時の経験を生か
し大きな混乱なくスタートを切ることができました。
今後も皆様方にご指導頂きながら、よりよい病院作り、患者さんが安心して身を任せられるよ
うな病院作りに励んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

人間ドック 名戸ヶ谷病院開院 30 周年記念 割引キャンペーン
名戸ヶ谷病院開院 30 周年につき、人間ドック割引キャンペーンを開催中です！
①日帰りドック 42,000 円⇒半額
②日帰り脳ドック 42,000 円⇒半額
①＋②併用ドック 63,000 円⇒半額 日曜･祝日･早朝含めて、毎日実施しております！お申込
み･お問い合わせは、お気軽にご連絡ください。なお、本キャンペーンは健保･事業所･市町村
等からの補助金が無い、全額窓口負担の患者さんのみ対象です。 健康管理課（健診センター）

トピックス
・認知症外来を新設しました！
・会議室の無料貸し出し、始めました！
・「パパママのための育児学級」を開催します！
・人間ドックの割引キャンペーンを開催中です！

風しんワクチン予防接種

無料送迎バス 時刻表
来院目的以外でもご利用ください！
※日曜･祝日は運休です。
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土曜日は、最終バスが 13:15 病院発となります。

名戸ヶ谷病院 往復ルート
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土曜日は、最終バスが 11:15 病院発となります。

湖北駅・天王台駅ルート
あびこ病院発 ⇒ 湖北駅発 ⇒ 天王台駅発 ⇒ あびこ病院着
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土曜日は、最終バスが 10:00 病院発となります。

について

現在、首都圏を中心に、大人の風
しん患者が急増しています。平成 24 年
の風しん報告数は 2,353 例となり、
過去 5 年間で最も多い報告数となり
ました。特に首都圏での増加が顕著
となっています。また、患者の 7 割
以上は男性で、うち 20 代～40 代が
8 割を占めました。
抗体を持たないまたは抗体価の低
い妊娠中の女性が風しんにかかると、
赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障や
緑内障などの障害（先天性風しん症
候群）がおこる可能性があります。
また、風しんの報告数の増加傾向は
数年持続することが知られています。
風しんにかかったことがない方や
風しんの予防接種を受けていない方、
妊娠適齢期の方は注意が必要です。
当院では、内科外来にて風しん予
防接種を実施しております。ワクチ
ン手配の都合上、予約制としており
ますので、接種ご希望の方は事前に
お問合せください。
内科外来
当院取扱ワクチン：
麻しん風しん混合（MR）ワクチン
※風しん（単抗原）ワクチンについては、
入手困難なため当院では接種できません。
費用：11,865 円（自費・保険適応外）
我孫子市助成対象者：（5,000 円の助成）
①妊娠を希望している女性とその配偶者
②妊婦の配偶者
※詳しくは、我孫子市ホームページを
ご覧ください。

新任医師のご紹介
かめい

たか お

亀井

隆雄

外

科

東京大学
外科医局員

① 専門分野
② 出身校
③ 卒業年
④ 趣

味

外科一般
佐賀医科大学
平成 13 年
旅 行

出張講演、
ご依頼ください！
NPO 法人やサークル
の活動に医療講座を取
り入れてみませんか？
当院スタッフの派遣、喜
んでお受けいたします！
講演料・交通費はいた
だきませんので、お気軽
にご相談ください。
問合せ先：広報企画室
04-7157-2450（直通）
kikaku@nadogaya.com

会議室の貸し出しを始めました。どうぞご利用ください！
市民のみなさんの交流の場として、当院 7 階の会議室を無料にてご利用いただけます。NPO
法人やサークルの活動、会議や発表会等さまざまな用途でご活用いただければ幸いです。
大会議室：50 名収容、長机 20、椅子 50， 小会議室：10 名収容、机（大）1、椅子 10
お申込み･お問合せは、広報企画室までご連絡ください。

病児･病後児保育所 たんぽぽルーム
当院内では、我孫子市役所保育課による病児･病後児保育所を開設し、子育てと就労の両立
を支援しています。詳細は我孫子市ホームページの子育て支援サービスのページをご覧いただ
くか、右記までお問い合わせください。直通☎04-7157-2265 月～土曜 午前 7:00～午後 7:00

～病児･病後児保育所 たんぽぽルーム～

名戸ヶ谷あびこ病院 医療講座のご案内
一般向けの公開講座（定員 50 名）
当院 7 階の大会議室で開催します。普段のちょっとした症状から最新の医療情報まで、幅広く
企画していきます。ご自身の健康について、一緒に学んでいきましょう！（参加費無料）
日

時

テ ー

マ

5 月 25 日(土) 15:00～16:30

「めまい」について

6 月 11 日(火) 13:30～14:30

生活習慣病と薬

講

師

耳鼻咽喉科

薬剤部

会

場

工藤医師

大会議室

三浦

大会議室

パパママのための育児学級（定員 10 名）
当院 7 階の小会議室で開催します。アットホームな雰囲気の中、日常の疑問や不安にもお答え
していきます。もちろん、お子さんとご一緒の参加も可能です。（参加費無料）
※万が一、開催当日にお子さんの体調が優れない場合は、次回のご参加をお願いいたします。
日

時

テ ー

マ

講

師

会

場

6 月 4 日(火) 13:30～14:30

小児救急と蘇生について

小児科

吉田医師

小会議室

6 月 20 日(木) 13:30～14:30

予防接種について

小児科

奥村医師

小会議室

7 月 2 日(火) 13:30～14:30

子どもの便秘について

小児科

吉田医師

小会議室

お申込み･お問い合わせ
広報企画室に、お電話かメールでご連絡ください。
広報企画室 担当：成田･佐藤 電話：04-7157-2450（直通） E-mail：kikaku@nadogaya.com
※E メールでお申込みの際は、参加希望講座日時、参加者氏名、電話番号を記載してください。
※公開講座のお申込みは、当院受付や代表電話（04-7157-2233）でも承ります。

「めまい」について

小児救急と蘇生について

耳鼻咽喉科部長 工藤 裕弘
5 月 25 日（土）15:00～16:30

小児外科部長 吉田 竜二
6 月 4 日（火）13:30～14:30

【内容】めまいの原因、めまい

【内容】小児･乳幼児の蘇生法

に関係する病気、めまいの検査
や治療、めまいとのつきあい方について、分か
りやすくお話しさせていただきます。

について、実践を交えながら
お話しさせていただきます。万が一に備えての
受講、強くお勧めします！

【講師紹介】昭和 57 年東京大学卒業。日本耳鼻 【講師紹介】平成 9 年山梨医科大学卒業。日本
咽喉科学会専門医。
小児外科学会専門医、日本外科学会専門医。
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