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● 連携医療機関のご紹介
～村上循環器科内科皮膚科～
● 患者さんからの声でできました（本院）

〈
桜 虎の門病院分院 〉

基本理念 ： 医学への精進と貢献、病者への献身と奉仕を旨とし
その時代時代になしうる最良の医療を提供すること

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.toranomon.gr.jp

神経内科でみる頭痛・物忘れ
神経内科部長

神経内科で扱う疾患

中瀬

浩史

神経内科部長 中瀬 浩史
＜専門分野＞

神経内科では、頭痛、めまい、物忘れ、突然
に起こる意識障害や運動麻痺など脳梗塞に代表
される脳血管障害など誰もがかかる可能性のあ
る病気から、一つ一つは希ですが種類の多い難
病まで幅広い診療をしています。
ここでは、神経内科でみる頭痛と物忘れにつ
いてお話します。

神経内科全般
脳梗塞・変性疾患の臨床
ジストニアに対するボツリヌム療法
筋疾患の遺伝学

＜所属学会等＞
日本内科学会認定医・指導医
日本神経学会評議員・専門医
日本神経治療学会 日本頭痛学会
日本神経感染症学会評議員
日本人類遺伝学会 日本脳神経ＣＩ学会

頭痛
頭痛には危ない突発性頭痛と通常の慢性頭痛
があります。

髄外側症候群を呈する脳梗塞は多くの場合この
椎骨動脈解離性動脈瘤が原因であるといいま
す。
特に図1の頭頸部の深部に突発的な強い痛み
を感じたときは解離性動脈瘤の可能性がありま
す。解離性動脈瘤とは、動脈の壁に裂け目が
入って内腔が狭くなって脳梗塞を起こしたり、
外まで裂け目がつながってくも膜下出血を起こ
したりします。

◆危ない突発性頭痛
今までにない激しい頭痛が急に起こり続いて
しまう頭痛は脳に何かが起こっているかのしれ
ない大切な注意信号です。くも膜下出血が原因
としてよく知られており、早期診断して緊急処
置が必要になります。
それほど強くないが突然発症の頭痛がありま
す。脳動脈瘤からの小さな出血のこともありま
す。最近ではMRA, MRI がすぐとられるよう
になり、一側後頭部に突然に起こる頭痛では椎
骨動脈の解離性動脈瘤がとくに日本人では多い
ことがわかってきました。この動脈瘤は外側ま
で裂けてくも膜下出血を起こしたり、逆に閉塞
して脳梗塞を起こします。比較的若年に多い延

◆診断
MRI・MRAによる画像診断が鑑別に必須で
す。
図2は解離性動脈瘤と診断されたMRA（左）
と MRI T2 強 調 画 像（白 黒 反 転 像）（右）で
す。MRA画像では矢印の部分の血管がみえな
くなっています。MRI T2強調反転画像で矢印

危ない頭痛
突発性頭痛

くも膜下出血

解離性動脈瘤（特に椎骨動脈）
深部痛（頸椎の動きに無関係・圧痛無し）
一側性・突然発症・強度さまざま

出血・PICA梗塞
〈図1 頭痛の発生場所〉
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部分に見える瘤のようなものが
動脈瘤です。
◆治療
くも膜下出血や解離性動脈瘤
で手術が必要な場合は、脳神経
外科と連携し早期治療を即座に
開始します。
◆慢性頭痛
慢性頭痛は、ストレスや運動
不足などで生じる筋緊張性頭痛
〈解離性動脈瘤の画像 MRA〉
〈MRI T2強調画像（白黒反転像）〉
と片頭痛（血管性頭痛）があり
〈図2〉
ます。筋緊張性頭痛は慢性的にダラダラと何日
も続き頭重感や肩こりが残ります。片頭痛は強
法が異なります。筋緊張性頭痛は一種の生活習
い頭痛が数時間おきて仕事もできなくなりま
慣病ですから運動療法が主体です。とくに肩周
す。治療法が違いますから診断が第一です。
囲の運動、筋力トレーニング・ストレッチは有
MRIなどで器質性疾患を除外するとともに病歴
効です。血管性頭痛は薬物療法が主体です。
を慎重に聞いて病型を決めます。
慢性頭痛は筋緊張性頭痛と血管性頭痛で治療

物忘れ外来
当院では第2・4金曜日の午前中に物忘れ外来
を行っています（4月からは毎週水曜日午前中
なります）。軽度認知障害から初期認知症まで
を対象としており、診断、検査、生活指導を行
います。
物忘れは痴呆の早期症状です。痴呆の原因
は、脳血管性痴呆の頻度が少なくなり変性疾患
による場合が増えています。変性疾患ではよく
知られているアルツハイマー病ばかりではな
く、びまん性レビー小体病、皮質基底核変性症
などまだ一般には知られていないけれども頻度
の高い病気があります。
慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など脳外科治
療が必要なものがあります。早期の診断には
MRIとともに脳血流シンチが大切です。この検
査で大脳皮質のどこがあまり活動していないか
推定できます。
痴呆が軽い、異常行動や妄想･幻覚のないな
どの早期症状には、進行を遅らせる治療薬があ
り、約１年程度生活が自立する期間を延ばしま
す。興奮性攻撃性が強く異常行動や妄想･幻覚

はむしろ鎮静効果を目的に向精神薬を少量服薬
する方法もあります。歩行や嚥下などを押さえ
る作用の少ない薬剤を工夫しつつ飲んでいただ
きます。介護する家族の負担を軽くするための
努力により家庭で過ごせる期間を増やすことを
目標としています。

物忘れ外来は役に立つのか？
病型分類が重要
(AD/FTD/DLBD/CBD/VD etc)
主要症状・画像所見

予後判定から薬物療法の選択へ
リスク評価
遺伝的素因・生活習慣
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予防の徹底

〈連携医療機関のご紹介〉

http://www.murakami-clinic.com
＜院長あいさつ＞
当院は川崎市宮前区の野川メディカルセンター内にあるクリニックです。心臓や血管系の病気であ
る循環器疾患、高血圧・糖尿病・痛風・高脂血症に代表される生活習慣病、内科全般及び皮膚科を診
療しています。循環器科・内科と皮膚科はそれぞれ専門の医師が診察しています。
野川メディカルセンター内には当クリニックの他に整形外科・歯科・耳鼻科があり、お互いに協力
し診療しています。加えて、虎の門分院をはじめ、聖マリアンナ医科大学病院、帝京大学医学部付属
溝口病院、昭和大学横浜市北部病院、日本医科大学武蔵小杉病院など地域中核病院と病診連携体制を
とり、高度な地域医療を提供できるよう努力しています。
地域の皆様の信頼に応え、安心して受診できるクリニックを目指しています。そして患者様本位の
医療をスタッフ一同と作り上げ提供して参りたいと思います。土曜日・日曜日の午前中も診療してお
りますので、病気についてお気軽にご相談ください。
院長

村上 康文（むらかみ やすふみ）

●略歴
福岡県生まれ
昭和52年 山口大学医学部卒業
卒後虎の門病院内科レジデントとし
て内科全般を研修後、同病院循環器
センター内科に勤務。虚血性心疾患
の診断治療に携わる。
昭和58年 静岡県焼津市立総合病院循環器科勤務
内科専門医取得。平成12年まで同病院循環器科長
平成17年4月 村上循環器科内科皮膚科を開院
（野川メディカルセンター）

皮膚科医

〈スタッフのみなさん〉

〈待合〉

村上 京子
（むらかみ きょうこ）

●略歴
山口県生まれ
昭和56年 山口大学医学部卒業

〈外観〉

〈皮膚科診察室〉

〈レントゲン撮影装置〉

【診療日・診療時間】

時間

月

火

水

木

金

土

日

9:00～12:00

○ ○ × ○ ○ ○ ○

15:00～18:30

○ ○ × ○ ○ × ×

●休診日／水曜日、土曜日曜午後、祝祭日

村上循環器科内科皮膚科
【診療科目】
循環器科、内科、皮膚科
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■住所

神奈川県川崎市宮前区野川3000番
野川メディカルセンター２Ｆ

■電話
■交通

044-788-8586
バス：田園都市線鷺沼駅から「梶ヶ谷駅」行き
「野川台西口」下車
駐車場34台あり

患者さんからの声でできました（本院）
医療サービス向上委員会

【 患者さんからの声 】
当院では、患者さんやご家族からの声をいただくための意見箱を外来と病棟に設置しています。
「あなたにも私たちにも満足度の高い医療を提供します」をモットーに、あなたが納得できる良質で温かい医療
の提供、患者中心医療を職員一同こころがけておりますが、私たち職員では気がつかない部分も多くあります。
その一部が意見箱に投函される声と理解し、医療サービス向上委員会で検討しできるだけ改善するようにしてい
ます。下に紹介しますのは、患者さんやご家族からの貴重な声により実現したものです。
今後も少しずつではありますが声にお答えできるよう努力していきたいと思います。

【 喫食コーナーの設置 】
患者さんからの声
「外来受診が終わるのがお昼を過ぎてしまうことが多
いので売店で買ったものを食べられる場所がほしい」、
「インスリン注射の後に食事がしたいが場所がない」、
「食堂以外に買ってきたものを食べられる所がほしい」
など、以前より多くの患者さんからご意見をいただいて
おりました。
喫食コーナーの設置
昨年より、本館２階外来のエレベーター前に「喫食
コーナー」を設けました。狭いスペースですが、手洗い
と自動販売機、机と椅子を置き、外来待合からは壁に
より仕切られています。当院はスペースが狭いことから
快適な空間とはいきませんが、軽食をとられる際には
是非ご利用ください。午前８時から午後５時までご利用
いただけます。

【 駐車場の満車・空車表示の設置 】
患者さんからの声
当院には、正面玄関前と夜間お見舞い出入口の２か
所に駐車場を設けております。入口に近いため正面玄
関前駐車場を利用される方が多くいらっしゃいますが、
満車か空車の表示がないために一度駐車場の空き状
況を見るために駐車場内に入らなくてはならない状況
でした。患者さんから、「車道から満車か空車がわかる
ようにしてほしい」というご意見をいただきました。
駐車場表示の設置
車道から満車、空車がわかる表示板を設置しました。
これにより、一度駐車場に入って空きスペースを確認
する手間はなくなりました。
しかし、当院は駐車スペースが狭く台数が限られてお
ります。引き続き患者さんやご家族にはご迷惑をおか
しておりますがご理解のほどよろしくお願いします。
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