
神経内科

（スタッフ）
部長　　　：法化図　陽一
副部長　　：花岡　拓哉
主任医師　：髙畑　克徳（2019. ４月から）
　　　　　：武井　潤（2019. ３月まで）
　　　　　：谷口　雄大（2019. ３月まで）
医師　　　：角　華織（2019. ４月から）
後期研修医：上杉　聡平（2019. ４月から）

　2019 年の神経内科スタッフは、常勤医師について
は、部長が法化図陽一、花岡拓哉副部長、１月～３
月まで武井　潤主任医師、谷口雄大主任医師の４人
体制で始まりましたが、４月より高畑克徳主任医師、
角　華織医師、上杉聡平後期研修医の５人体制とな
りました。
　一方、初期研修医では、川原早百合医師と田中瑞
希医師は１月、岩野将平医師２月～３月、園田佳歩
医師が４月～５月、竹内正興医師が 11 月、園田卓司
医師が 11 ～ 12 月、当科で研修しました。
　外来延患者数は 14,189 人で、前年より 2,304 人増加
し、入院延患者は 11,595 人で前年より 856 人増加し
た（表１）。外来延患者数、入院延患者数が両方とも
伸びているのは、2019 年４月より神経内科の医師が
４人から５人に増えたためと考えられます。
　入院患者実績を疾患別に掲示します（表２）。入院
患者においては、例年通り脳血管障害と変性疾患が多
いのですが、今年度は髄膜炎・脳炎やニューロパチー
の患者も多くいました。一方、外来患者においては、
患者別の検討を行っていませんが、昨年同様、外来
新規患者のうち、頭痛、めまい、しびれに加え、物
忘れを訴える患者が急速に増えているのが特徴です。

（今後の方向性）
　当科受診患者の疾患は多岐にわたっていますが、外
来においては、物忘れを主訴の患者が増えています。
認知症の患者を外来診療のみならず、多角的にサポー
トしていくために大学病院や入院施設のある病院と
のネットワーク作りを行っていますが、今後とも推し
進めていきたいと考えています。また、神経難病患
者が多数受診あるいは入院しています。難病患者を
取り巻く環境は年々厳しくなっています。重症難病
患者医療ネットワーク事業や当院の病診連携室をフ
ルに活用し、患者・患者ご家族のニードに答えてい
きたいと考えています。脳血管障害の患者も多数受
診、入院していますが、t-PA が使用可能な発症４時

間半以内の患者は、全体の 10％程度で、2019 年 t-PA
単独使用症例数は６例で、症状の改善を５例に認め、
t-PA ＋血管内治療例は６例で５例に改善を認めまし
た。このほかに、血管内治療単独例は５例で、うち
２例に改善を認めました。なお、血管内治療は、当
院放射線科柏木淳之医師が施行しています。今後も、
発症４時間半（出来れば３時間）以内に病院を受診
してくれるよう広報等も行っていく必要があると考
えています。

（文責：法化図陽一）

表 1　当科における最近 5 年間外来ならびに入院患者推移
… 単位：人

年
項目 2015 2016 2017 2018 2019
外来患者数 12,591 12,653 12,774 11,885 14,189
入院患者数 10,842 10,651 9,744 10,739 11,595

※外来患者数には入院中の外来患者含む
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脳脊髄血管障害 135 （136）
脳梗塞 121 （123）
一過性脳虚血発作 11 （7）
脳出血・クモ膜下出血 2 （−）
脳静脈洞血栓症 1 （−）
脊髄梗塞 − （1）
PRES/RCVS − （3）
一過性脊髄虚血 − （1）

髄膜炎、脳炎、脳症 62 （55）
髄膜炎・髄膜症 31 （35）
脳炎 10 （12）
脳症（代謝性 / 橋本 含） 21 （8）

脱髄性疾患 15 （17）
視神経脊髄炎 6 （4）
多発性硬化症 7 （10）
抗 MOG 抗体関連疾患 1 （−）
Hurst 脳炎 1 （−）
ADEM − （2）
急性横断性脊髄炎 − （1）

変性疾患 83 （79）
パーキンソン病 34 （39）
パーキンソン症候群 6 （1）
進行性核上性麻痺 5 （5）
多系統萎縮症 2 （1）
脊髄小脳変性症 10 （5）
ALS/ 運動ニューロン病 18 （22）
その他 8 （6）

脊椎・脊髄疾患 17 （7）
脊髄炎 3 （1）
HTLV-1 関連脊髄症 7 （−）
脊髄動静脈瘻 1 （1）
脊髄症 5 （2）
脊髄腫瘍 1 （−）
HAM − （3）

ニューロパチー 43 （37）
CIDP 5 （10）
GBS/MFS 11 （8）
外眼筋麻痺 9 （−）
顔面神経麻痺 10 （5）
多巣性運動ニューロパチー 3 （1）
多発ニューロパチー 2 （7）
その他 3 （6）

筋疾患 28 （26）
皮膚筋炎・多発筋炎 4 （6）
封入体筋炎 3 （−）
抗 SRP 抗体陽性ミオパチー 1 （−）
重症筋無力症 15 （9）
その他 5 （11）

感染性疾患 6 （−）
CJD 2 （−）
破傷風 1 （−）
ヒトパレコウイルス３型感染 2 （−）
インフルエンザ脳症 1 （−）

その他 141 （128）
てんかん 37 （32）
ミオクローヌス / 不随意運動症 3 （2）
低髄液圧症候群 2 （−）
アルコール離脱症候群 1 （2）
過量服薬 3 （6）
視神経炎 2 （−）
電撃傷 2 （−）
感染症 18 （6）
その他 73 （80）

表２　2019 年当科疾患別入院患者実績　 総計 530 名（485 名）　　　（　）内は 2018 年の数値
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