Information

NCNP 市民公開講座

開催のご案内

NCNP では1年を通じてさまざまな講座を開催しております。ぜひお申し込みください。

2月

開催

3月

睡眠障害センター

開催

「Webセミナー～新しい生活様式と
睡眠・リズム～」

認知症センター

ご

「認知症治療の現状と進歩」

NCNP市⺠公開講座

内容

本セミナーは

Web試聴のみ
となります

第2部

卓也

● ご挨拶

認知症の非薬物療法(20分程度)
講師未定

14:05〜14:35
● 講演／講師『○○○○○』

恵

(精神保健研究所
14:40〜15:00

【お問い合わせ先】

公共精神健康医療研究部)

E-mail
電話
住所

申し込み先︓ncnp.sleep.seminar@gmail.com
国⽴精神・神経医療研究センター睡眠障害センター主催

: ninchi-c@ncnp.go.jp
: 042-341-2711(代）
: 〒187-8551
東京都小平市小川東町 4-1-1
国立精神・神経医療研究センター 認知症センター

2779-podter-A.indd 1

■	2021年2月20日（土）13時30分～15時
※ Web 視聴のみでの開催です
■ 参加費：無料（事前登録制）
■ 対象：本講座に関心のある方
■	申し込み先：
ncnp.sleep.seminar@gmail.com
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診療科紹介

認知症と治験(20分程度)
臨床研究推進部 CRC 山本理代

総合討論

新型コロナウイルスが流行し始めてから早一
年が経とうとしています。新しい生活様式を強
いられる中、寝付きの悪さなどの睡眠の問題を
感じるようになった方も多いのではないでしょ
うか。With コロナの今、睡眠のリズムが乱れ
た時にどうしたら良いか、健康な睡眠をいかに
維持するか、まだ睡眠でお困りになっていない
方もご視聴いただければと思います。
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2021.

認知症治療の現状(30分程度)
精神科 医師 坂田増弘

睡眠・覚醒障害研究部)

「新型コロナ禍でも
良質な睡眠を確保するコツ」
⽻澄

つ

<プログラム>

「眠り、リズムと健康」
(精神保健研究所

さ

※詳しくは、「NCNP病院 認知症センター」
ホームページを確認

での開催

吉池

い

2021年3月6日 (土)
YouTube 「NCNPchannel」
にて配信予定

⽇時 : 2021年2⽉20⽇（⼟）
13:30~15:00※
参加費 : 無料（事前登録制）

第1部 13:30〜14:00

あ

新年
明けましておめでとうございます

市民公開講座

※ 15:00終了を予定しておりますが、通信トラブル、機材トラブル
等の影響により延長する可能性がございますのでご了承ください。

NCNP

診療ニュース

小児神経
診療部

2020/12/07 8:41

人口減少し、超高齢化社会となる日本では、
高齢者に多い認知症原因疾患群の予防・診断・
治療・介護が極めて重要で、その諸問題を克服
することは喫緊の課題と言えます。
講座では認知症治療の現状に関する概要が説
明されます。次に、非薬物療法の説明、さらに
薬物療法と開発中の治験薬についての話があり
ます。皆さま、御多忙中とは存じますが、どう
ぞご参加ください。
■	2021年3月6日から Youtube
「NCNPchannel」で配信いたします

■	インターネットを視聴可能な機材で
Youtube の NCNPchannel を検索ください
■ 定員はございません
■ 対象：本講座に関心のある方

各部門紹介

臨床検査部
療育指導室

専門疾病センター紹介

パーキンソン病・
運動障害
疾患センター
筋疾患センター
施設紹介

神経研究所

掲載した2講座は、いずれもインターネット配信
（Web 視聴）
での開催となります。
視聴方法等、詳細は病院ホームページをご覧ください。
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ご あいさつ

診療科紹介

新年、
明けましておめでとうございます。

NCNP
病院
診療科紹介

小児神経診療部

昨年は、COVID-19への対応に追われた一年となりました。当院には、
呼吸器疾患や感染症の専門家はいませんが、そうした専門家がいる病院で、
当院が専門とする精神疾患、神経難病、重症心身障害等をもつ患者さんの
診療ができるところはほとんどありません。そのため、東京都からの要請
もあって、精神疾患、神経難病、重症心身障害等をもつ患者さんが新型コ
ロナウィルスに感染した場合、肺炎症状がそれほど強くない方の受け入
病院長

中込 和幸

小児の脳と心、筋・末梢神経
疾患の診断治療

れ先として、他の病棟とは離れた場所に4床用意させていただきました。

小児神経診療部長

有賀消化器内科医長、宇都宮師長を中心に、他の患者さんと動線が重なら

佐々木 征行

ないよう、万全の感染症対策を敷いて対応しているところです。ふたを開
けてみると、ほとんどの患者さんが90歳以上の高齢者であり、肺炎の兆候
はしっかり見られても、驚くほど皆さん元気です。今のところ、どなたも
重症化することなく、元の施設、ご自宅、病院に戻って行かれるのを見送
ることができるのは何よりの喜びです。

確かな診断

先駆けて当センターで開発された治療法があります。

小児神経科では、子どもの脳疾患と筋・末梢神経

他に、てんかんに対する新規抗てんかん薬による

疾患を専門的に診療しております。けいれん発作、

治療、難治性てんかんに対しては薬物治療とともに

その一方で、昨年は、当院をはじめわが国の医療のあり方について考え

運動発達遅滞／退行、知的発達遅滞／退行、麻痺・失

脳神経外科と協力して

させられる年でもありました。COVID-19によって病院へのアクセスが

調・不随意運動などを来す神経疾患と、発達障害（自

外科的治療も行ってい

困難となった状況に対して、ウェラブルデバイス等を用いた遠隔医療の

閉スペクトラム症や多動性障害など）が主な対象で

ます。結節性硬化症（図

システムの導入が本格的に始まりました。これは、医療機関から離れた山

す。多数の小児神経専門医により専門外来／病棟を

２）、先 天 代 謝 異 常 症、

間部や島嶼部に住む方にとって利便性が高く、おそらく今後も続いてい

運営し、希少な小児神経疾患の遺伝子診断も積極的

免疫性神経疾患などに

くものと思いますし、当院でも積極的に取り組んでまいりたいと考えて

に行っています。難治性てんかんに対しては、最新

対しても最新治療を実

おります。

の画像検査（図１）や電気生理学的検査を駆使して外

施しています。

本年が皆さまにとって、幸多き1年となるよう祈念して新年の挨拶に代

科的治療の適否も診断しています。

脳MRI 結節性硬化症の脳室内腫瘍
脳MRI
結節性硬化症の脳室内腫瘍
脳MRI 結節性硬化症の脳室内腫瘍
図2

えさせていただきます。

患者さんとご家族への支援
重症心身障害や筋疾患の専門病棟を持ち、診療に
加えて療育指導室を中心にして長期入所児者の心と
脳MRI

脳⾎流検査
（発作時）

脳PET検査
（⾮発作時）

図1

図１

最先端治療
脊髄性筋萎縮症やデュシェンヌ型筋ジストロフィー
に対する最新治療を実施しています。後者は世界に
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身体を守る活動も行っています。また在宅児者のお
預かり（レスパイト）入院も行っています。
①急性脳炎・脳症後の在宅移行支援、②長期入院
による抗てんかん薬治療、③筋疾患やてんかん患者
の小児期から成人期への移行医療もこれまで以上に
力を入れて行っています。

NCNP 診療ニュース Vol.20
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病院紹介①

臨床検査部
臨床検査部

医師

病院紹介②

NCNP病院

佐野 輝典

病理検査部門における
ブレインバンクとの連携

各部門
紹介

療育指導室
療育指導室長

中村 友亮

福祉の面から入院生活を
サポートいたします

臨床検査部には検体検査部門、生理検査部門な

当院の２階南病棟および６病棟は、児童に治療

どがありますが、今回は病理検査部門について御

や保護などを行う指定発達支援医療機関の指定と

紹介します。

ともに、常に介護を必要とする方に医療的ケアや

病理検査部門では、特に病理解剖が重要な業務
の一つです。

日常生活の支援などを提供する療養介護事業所の
指定を受けており、主に重症心身障害や筋ジスト

また、ブレインバンクとは、病理解剖で得られ

ロフィーの患者さんを対象に運営しています。療

た検体を凍結検体などの形で保存し、病態解明・

育指導室は、これらのサービスを利用する患者さ

治療法開発の研究に役立てるシステムです。さら

んへレクリエーション活動や相談援助などを提供

に生前同意登録システムも持ち、これは生前から

し、福祉の面から入院生活をサポートしています。

自身の死後の解剖の意志を示す方を登録して連

あわせて、近隣の医療・行政機関などと連携し、患

絡を取り合うシステムのことです。ブレインバン

者さんの新規受入れにも注力しております。

クと連携することで、院外でお亡くなりになられ
た方の病理解剖が増加し、検体保存して研究に役

パーキンソン病・運動障害疾患センター
多診療科・職種連携による難病診療

パーキンソン病・運動障害疾患センター
センター長 髙橋 祐二

パーキンソン病・運動障害疾
患センター (PMD センター ) は、
パーキンソン病とその類縁疾患
を 中心 に、脊髄小脳変性症、ジ
ストニアなど幅広い疾患を対象
としています。脳神経内科を中心とした、多診療科・
多職種の強固な連携が PMD センターの特長であり、
本年度はさらに体制が強化されました。最新の治療
からきめ細やかな生活指導、リハビリテーションに
至るまで、患者さんにとって何が最善かを常に希求
した診療を行っています。

リハビリテーション：
みんなでスクワット中！
2020年10月17日 現地・
Web 参加のハイブリッドで
市民公開講座を開催し、合
計100名以上の患者さん・ご
家族にご参加頂きました。

専門疾病センター
NCNP病院には現在11の専門疾病センターがあります。
診療科や専門分野を超えたチームにより高度専門的医療を行います。

筋疾患センター

立てることができます。このように医学の発展に
直接関われる活動にやりがいを持って取り組む
ことができています。

筋疾患センター

センター長
小牧 宏文

多部門が連携し先駆的な診療、研究を展開
多部門が連携し最新の研究成
果に基づき診療や研究を行って
います。専門外来を開設してお
り、日本で最も多く筋疾患の診療
を担当している病院の一つであ
り全国各地から患者さんが受診されています。小児か
ら成人まですべての年齢での診療が可能です。2020
年に薬事承認を受けたビルトラルセンの開発に深く
関与するなどNCNP は筋疾患の医薬品開発でも中心
的な役割を担っています。
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Information

施設紹介

NCNP施設紹介
病院と連携している
NCNPの施設をご紹介します。

企画戦略室

病院 NEWS

神経研究所

川嶋 哲子

Annual Report 2019-2020を発刊しました。
当センター年報『NCNP ANNUAL REPORT 2019-2020』が出来上がりました。
病院・研究所で取り組んでいる治療・研究の最前線や、センターで行っている幅広い活動などを掲

NCNP 神経研究所の活動のご紹介

載しています。ぜひご一読ください。
センターのホームページから PDF 版をダウンロードしてご覧頂けます。
ホーム ＞ 一般の方 ＞ 広報誌 ＞ NCNP ANNUAL REPORT( 年報 ) 2019-2020
https://www.ncnp.go.jp/about/magazine/annual_report/2020.html

国立精神・神経医療研究センター（NCNP）神経研究所では14の研究部門が、精神疾
患・神経疾患・筋疾患・発達障害などの研究に日夜取り組んでおります。研究の内容は、
神経研究所

所長

岩坪 威

脳神経系の仕組みを調べる基礎的な研究から、疾患の診断・治療法の開発まで幅広く、
最近では筋ジストロフィー症の治療薬ビルトラルセン、免疫性神経疾患の治療法開発
など、疾患に悩まれる患者さんに直接役立つ成果を次々と挙げております。
所長を務める私は、認知症の予防薬・治療薬を開発する研究にも取り組んでおります。
最近、健康な高齢者の皆様にインターネットを介して認知機能検査などを体験いただき、
希望者には病院・認知症センターで PET スキャンなどの専門的検査を受けていただく
臨床研究も開始しました。御興味をお持ち頂ける方は、ぜひ次のページを覗いてみて
頂ければ幸いです（https://www.j-trc.org）。
神経研究所は国民の皆さまの期待に応えて、神経、精神、筋、発達障害の病気で悩ま
れる方々に明るいニュ－スをお届け出来るよう、これからも日夜努力して参ります。
私どもの活動に対し、ご意見・ご批判とご支援を賜ることが出来ましたらこの上ない
喜びです。

Nature

NCNP 四季便り
情報システム顧問

永井 秀明

カラスノエンドウ
（烏野豌豆）
センターのあちこちで見かけるマメ科の植物です。
エンドウ豆の花を小さくしたような赤紫色の花。
冬枯れの野原に春を呼ぶ草花の一つです。
豆をとった緑色の鞘を笛にすると、ピーピーと大きな音が出
ます。
それで私の地元では“ピーピー豆”と呼んでいました。
シビビ豆と呼ぶ地方もあるようです。
皆さんの地元ではどんな名前でしょう？
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