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患者登録

医療連携

生体試料利活用

治験推進

▶クラスター病棟とは
医師主導治験を含む先端的な治験・臨床研究を安全に実施するための施設
です。筋ジストロフィー、多発性硬化症、パーキンソン病
関連疾患、精神疾患について、認知行動療法などの治験・
臨床研究の評価や、バイオリソース（生体試料）の利活用
などの目的で使用されています。
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病院と２つの研究所、
４つのセンターからなる
国立高度専門医療研究センター

Message
from the President

病院と研究所が有機的に連携し
成果を最大化する各組織の連携体制

『NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015』
をお届けします。

精神・神経、筋疾患、発達障

この年報の発行の主旨は、NCNPではどのような研究や医療を行って

害などの臨床研究を実施し、診

いるかを国民の皆様に広く知っていただき、当センターの活動にご理解を
いただくことにあります。
NCNPは2010年に独立行政法人となり、Ⅰ期5年を経過し、2015年度
からは「国立研究開発法人」の一つとして、新たな活動を開始しました。
その名前が示すように、これからは一層、研究開発に注力して参ります。
NCNPの使命を改めて記しますと、
「精神疾患、神経疾患、筋疾患、
発達障害の克服を目指した研究開発を行い、その成果をもとに高度先駆
的医療を提供するとともに、全国への普及をはかる」
ということになります。
精神疾患の多くは、まだ原因が明らかになっていないため、根本的な治
療法が確立されておりません。神経難病については、研究の進歩により、

MRI、PETなど、先端的脳画

認知行動療法の臨床研究や病

像を有機的に組み合わせた技術

院での同療法の提供、治療者

を開発し、診断や研究に生かす。

の育成、活用支援などを行う。

学の研究者も関心を持つようになり、原因解明や治療法の開発に向けた

臨床

脳病態統合
イメージングセンター
（IBIC Ⓡ）
メディカル・
ゲノムセンター
（MGC）

ゲノム医 療 創 出のための研 究
推進や検体の収集・管理・提
供を行う。
原因や治療法が不明の精神・
神経・筋疾患や発達障害の生
物学的基礎研究を行う。

多くの原因遺伝子が明らかにされてきましたが、まだ、治療法の開発まで
には研究の蓄積が必要です。発達障害の研究は臨床医のみでなく脳科

断・治療を発展させる。

病院

神経研究所

研究が進展していますが、臨床現場に届くまでには時間がかかりそうです。

研究所の成果を臨床につなぎ、
病院の臨床疑問を研究に生か
す橋渡しをする。

トランスレー
ショナル・メディカル
センター（TMC）

精神保健
研究所

研究

全国の医療・行政機関と連携
し、国の精神保健政策に直結し
た研究を行う。

心理学・社会学・医学と
福祉の総合的研究

生物学的研究

基本理念

認知行動
療法センター

病院と研究所が一体となり、精神疾患、神経疾患、筋疾患、及び発達障害の克服を目指した
研究開発を行い、その成果をもとに高度先駆的医療を提供するとともに、全国への普及を図る。

当センターでは研究所中心に、これら未解決の病気の解明と治療法の

NCNPのミッション

開発を目指して精力的な研究を続け、その研究成果をセンター病院の臨
床の場で検証し、新規治療法の開発につなげる臨床研究を行っています。
NCNPでは、以上のような難治のあるいは原因が解明されていない疾
患の研究を精力的に進め、一日も早く画期的な治療法を患者様にお届け
できるよう努力しています。これに加えてNC（ナショナルセンター）
の役割は、

理事長

樋口 輝彦

国立高度専門医療研究

医療の提供
精神・神経疾患等の研

人材育成
レジデントや流 動 研 究

情報発信

政策提言

精神・神経疾患等に関

精神・神経疾患等に関

わが国の研究者、研究機関と広く連携してネットワークを作り、バイオリソー

センターとして、精神・神

究成果を活かし、患者様を

員等への充実した教育・

する基 本 情 報や、予 防・

する政策の企画・立案に

スを集積し、そのリソースを広くNCNP内外の研究者に提供し、研究を促

経疾患等の臨床研究推

はじめ皆様の生活の質の

指導システムによって、専

診断・治療法等について、

関して、先行研究の分析、

進していただくことに協力することであります。疾患毎に患者様の登録を行

進のための中核的役割を

向上を目指した医療を提供

門 性を有するリーダー的

様々なメディアや関係機関

疫 学 研 究、臨 床 研 究 等

担い、基礎研究はもとより、

します。特に、希少疾患や

人材の養成を進めるととも

を通じて、適切な情報発

により、様々なサポート・貢

うシステムを構築して、新たな治療法の開発をスムーズに進展させることに
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
（NCNP）

研究・開発

臨床研究、治験の円滑な

重症・難治性疾患等につ

に、医療従事者等に対す

信を行っています。また、

献をしています。また、医

実施を行っていきます。また、

いては、症例、臨床情報の

る各種モデル的研修・講

特に災害等の緊急時にお

療 政 策や自殺 対 策 等の

この年報でNCNPの活動のすべてをご紹介することは困難ですので、こ

多くの外部施設との共用研

集約を行い、高度先駆的な

習の実 施を推 進していま

いては、蓄積した信頼性

緊 急 性の高い課 題に対

こではこの1年間で特に研究が進展した分野、新たな取り組み、注目さ

究基盤整備を行い、研究

医療を提供していきます。ま

す。また、地域医療の指

の高い研究成果に基づく

し、国内外での研究成果

資源の適切な活用を実現

た、これらの疾患の特性によ

導的役割を担う人材や臨

実用性のある情報提供を

や実態調査結果等に基づ

迅速に行っています。

く、専門的な政策提言を

貢献することも大きな役割であると考え、取り組んでおります。

れる医療・治療の内容などにフォーカスしてお届け致します。

する司令塔機能を果たすこ

る、患者様のご家族や介護

床 研 究の推 進 者を育 成

と等を通じて、国際水準の

者等の身体的、精神的、経

し、医師、研究者以外の

研究成果を継続的に創出

済的負担等にも配慮した

職種にも対応した課程の

することを目指しています。

支援も行っていきます。

整備にも着手しています。

行っています。

国立研究開発法人、
新たな出発、
そして飛躍。
2
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国立精神・神経医療研究センターでは、1978年以来35
年以上にわたり筋病理診断サービスを提供しています。 国
内の筋病理診断の7割以上が当センターで行われており、
これまでに診断した件数は15,000例を超えています。
検査後の検体は筋レポジトリーとして大切に保存され、世
界有数の規模を誇っています。このレポジトリーに保管され
た検体は、患者さんからの同意を得た上で、病気の原因解
明や治療法開発を目指した研究に広く利用されています。

研究と医療 最前線

Research
& Medical Front
2014-2015
NCNPが挑戦する様々な研究と医療から、
最新の取り組みをご紹介します。

4

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)
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専門家が少ない！
全ての筋疾患は患者数の少ない「希

若手医師とディスカッションする西野一三
神経研究所 疾病研究第一部長

Research & Medical Front

研究と医療 最前線

1

筋疾患も治る時代へ
「縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー」

筋疾患を学ぶ
筋疾患のような専門家が少ない分野

少疾病」です。患者数が少ないということ

という疾患は治療法のない遺伝性疾患

では、若手医師の教育機会もほとんど

は、専門家も少ないということです。一方、

です。この疾患はシアル酸という糖の一

ありません。そこでNCNPでは毎年夏に

筋疾患の診断には、筋肉を一部採取し

種を合成する酵素を生み出すGNE遺伝

１週間にわたる筋病理セミナーを開催し

て組織学的な変化を調べる筋病理診断

子の変異が原因です。患者さん由来の

て、病院レジデントならびに全国の若手

や、原因となっている遺伝子変異を調べ

筋細胞を詳しく調べてみると、単純にシ

医師に対して、筋生検体の処理方法と

る遺伝子解析などの特殊な検査が必要

アル酸を与えるだけで、細胞が正常化

筋病理診断の基本に関する研修の機会

です。そのような事情から、現在、国内

することがわかりました。さらに遺伝子工

を提供しています。研修を受けた医師

の7割以上の筋病理解析が当センターで

学を用いて、患者さんと同様の遺伝子

はこれまでに500名を越え、臨床の第一

行われており、一部、海外からの診断依

変異を有するマウスを作製したところ、シ

線で活躍されています。また、アジアを

頼もあります。遺伝子解析については、

アル酸を摂取するだけで筋疾患を発症

中心とする外国からも若手医師を受け入

次世代シークエンサーも導入して、一例

しないことがわかりました。この結果を受

れ、筋疾患分野の研修・研究を進めて

でも多く診断が確定するように努めてい

け、現在、患者さんでの効果を確かめ

います。帰国した医師の多くは、それぞ

ます。診断後の検体は大切に保管され、

るべく日・米・欧で治験が行われており、

れの国・地域での中心的な人材として

筋組織だけで15,000検体を超える世界

数年以内に治療薬が発売されることにな

筋疾患医療水準向上に大きく寄与して

有数の「筋レポジトリー」
となっています。

るだろうと期待されています。

います。

次世代シークエンサーで解析したデータはバイオ
インフォマティクス解析が行われる

筋病理標本は一例一例、見逃しのないように丹念
に評価される

GNE遺伝子を操作したマウス
（左）
は筋症状を示す

Myology
筋疾患

筋肉の難病と闘う
希少で専門家も少ない筋肉の病気。
世界有数の規模を誇る筋レポジトリーを用い
一日も早い治療法開発を目指す。
神経研究所 疾病研究第一部、
メディカル・ゲノムセンター
（MGC）
ゲノム診療開発部
▶担当組織の特色
メディカル・ゲノムセンター ゲノム診療開発部では、患者さ
んの筋肉の組織や遺伝子を調べる筋疾患の専門的診断サービ
スを全国の医療機関に向けて提供しています。検査後の検体
は筋レポジトリーとして大切に保存され、患者さんから同意
を得たものは、神経研究所で筋疾患の原因解明と治療法開発

◆成 果 ◆

でも世界に誇れる歴史的な業績の一つとして、1988年にデュシェ

development of the myopathic phenotype in the DMRV-hIBM mouse
model.
Nat Med. 2009 Jun;15(6):690-5. doi: 10.1038/nm.1956.

ンヌ型筋ジストロフィーと呼ばれる、小児期に発症して筋力が低下
し、20代で死に至る難病の発症の原因が、筋線維膜のジストロフィ
ン欠損によることが明らかにされました。また最近では、GNEミ
オパチーという筋疾患において、モデルマウスの実験でシアル酸

6年後（中長期計画）の目標

の補充療法が有効であることを証明し、現在、世界的な規模で実
際に患者さんに投与して効果を調べる段階にまで研究が進んでい

若手医師や海外の研修生の教育機会も提供しています。

ます。

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

Malicdan MC, Noguchi S, Hayashi YK, Nonaka I, Nishino I.
Prophylactic treatment with sialic acid metabolites precludes the

れまでに350以上の論文が国際学術雑誌に掲載されています。中

を目指した研究に利用されています。また、両部門の協力で、

6

リファレンス

当センターの筋レポジトリーを用いた研究成果はめざましく、こ

患者さんの筋組織には全例20種類以上の専門的な染色がなされる

一つでも多くの筋疾患の原因解明・治療法開発を進めます。
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メディカル・ゲノムセンター設立の経緯
近年、遺伝子解析技術が飛躍的に

2

ゲノム診療開発部は、これまでに疾患

おり、これらのシステムを用いて、診療

速かつ低コストで調べられるようになりま

との関連が明らかとなっている遺伝子型

に役立つ新たな遺伝子型を見い出して

した。それとともに診療に役立つ遺伝子

の判定を遺伝子診断サービスとして提供

いきます。

型が次々と明らかになっています。このよ

しつつ、蛋白質やアミノ酸など遺伝子に

うな遺伝情報を利用した新しい医療（ゲ

よってつくられる分子の解 析（オミックス

バイオリソース部は研究用の臨床検体

ノム医療）
を国民に一日も早く還元するた

解析）や、研究所との連携による細胞・

を収集・管理・提供することを目的として

め、政府は「ゲノム医療実現化プロジェ

動物実験研究により、疾患の原因の究

います。専属の心理士や検査技師、シ

クト」を開始しました。NCNPも、精神・

明や治療法の開発を目指しています。

ステム・エンジニアなどが所属し、患者

（2）
臨床ゲノム解析部

理などを実施しています。
「ナショナルセン

（MGC）を設置しました。これまで検体

エンサー
（全ゲノム解析を行う装置）
など

（注１）
の一
ター・バイオバンクネットワーク」

収集や遺伝子診断を担ってきたトランス

最新の技術を用い、新たな候補遺伝子

員として、他のナショナルセンターとも連

レーショナル・メディカルセンター
（TMC）

を探索する部です。国内最高の技術・

携して標準化も目指し、本年度より
「利

臨床開発部を核として始動し、今後、さ

設備をもつ理化学研究所と連携・共同

活用推進室」を設けて、研究をさらに活

らに拡大・充実していく予定です。

研究を実施しつつ、MGC内においても、

性化していきます。

●MGCの組織と役割

遺伝子レベルでの個人差に合わせた
革新的医療を創出するために
メディカル・ゲノムセンターを設立。
◆概 要 ◆
メディカル・ゲノムセンターは、最新の遺伝子解析技術とその
成果を応用し、精神・神経・筋・発達障害について、患者さん一
NCNPには20年以上続けてきた筋疾患・発達障害の遺
伝子診断サービスや、世界有数の規模を誇る15,000以上の
筋組織をはじめ、脳神経疾患に重要な約3,000の脳脊髄液、
500家系以上の発達障害DNA等のバイオリソースがありま
す。これらを用い、理化学研究所とも連携しつつ、次世代

人ひとりに最適な医療を実現することを目指して2015年4月に設
立されました。これまでに明らかになった遺伝子変化を用いた診
断サービスを提供しつつ、これからの研究開発の資源となる臨床
検体・診療情報を集積し、最新の遺伝子解析技術を用いて、個々
の疾患に適した新たな遺伝子診断法を開発していきます。 疾患

シークエンス法など最新の遺伝子解析技術を応用して、一

の診断だけでなく、薬の選択や副作用の予測、よりよい治療法

人ひとりの体質に合ったオーダーメード医療を開発します。

や予防法まで、きめ細かい医療の実現を目指します。
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さんへの説明、検体や情報の処理・管

臨床ゲノム解析部は、次世代シーク

臨床

ゲノム医療の実現を目指して

▶担当組織の特色

（3）
バイオリソース部

2015年度よりメディカル・ゲノムセンター

Personalized medicine
オーダーメード医療

メディカル・ゲノムセンター（MGC）

結びつけるデータベースの構築も行って

新たな
遺伝子型の
発見

基礎
遺伝子診断サービスのため、検体より抽出したゲノムを解析している様子

遺伝子診断を実施し
オミックス解析により
更に病態に迫る

ゲノム診療開発部
（遺伝子診断）

情
報

検
体

バイオリソース部
（バイオリソース）

検
体

研究と医療 最前線

（1）
ゲノム診療開発部（P.6参照）

情
報

Research & Medical Front

た、詳細な診療情報と遺伝子情報とを

進歩し、一人ひとりの遺伝子の変化を高

神経・筋・発達障害の担当拠点として、

マイナス150℃の貯蔵庫から発達障害家系のリンパ芽球
（将来にわたってDNAを増やすことができる細胞）
を取
り出す後藤雄一メディカル・ゲノムセンター長

きめ細やかな解 析を行っています。ま

MGCの組織と役割

臨床ゲノム解析部
（ゲノム解析技術）

検体を集積するとともに
情報を充実させ研究の
基盤をつくる

最新の遺伝子解析技術で
新たな候補遺伝子を探索

注1）
ナ
 ショナルセンター・バイオバンクネットワーク
http://www.ncbiobank.org/

わが国には、NCNPや国立が
ん研究センターなど６つの国立高
度専門医療研究センター
（ナショ
ナルセンター）
が存在し、これらが連携して高度な医
療情報を伴った検体を集めることで、主要な疾患を網
羅した質の高いバイオバンクをつくろうとしています。

6年後
（中長期計画）
の目標

リファレンス
◦服部功太郎、吉田寿美子、後藤雄一：「国立精神・
神経医療研究センター・バイオバンクの紹介」
、脳
21、18巻2号、pp78-82

診断・分類・治療選択など
に利用できる遺伝子・分子
精神・神経疾患にとって貴重な脳脊髄液を3,000検体以上保存し
ている

マーカーを開発する。
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での大切な一歩になっています。

研究所からのシーズ開発

病院での治験実施の体制整備

NCNPの研究所には、医薬品の候補

治験にご協力いただく患者さんには、
医 師から治 験について丁 寧な説 明を
行っている

3

に「治験ユニット」を開設しました。治験

者数が少ないため、医薬品メーカーがあ

に安全性を検討された上で、初めてヒト

に熟知した看護師などが配置されたこと

まり手掛けない難病の治療薬の開発に

に投与されます。初めてヒトで行う試験

で、緊急時の対応が迅速にでき、より強

力を入れています。2012年からは多発

をFirst in human試験と呼びます。し

固な体制でのFirst in human試験が

性硬化症に対する新規治療薬の候補化

かしながら、First in human試験では

実施可能になりました。

合 物OCH-NCNP1、2013年 からは 筋

動物ではわからなかった不測の事態が起

ジストロフィーに対する候補化合物NS-

こることも考えられることから、実施する

065/NCNP-01について、それぞれ 医

病院には十分な安全が確保できる厳格

治験の推進には、専門的なスキルを

師主導治験が行われました。

な体制が求められます。OCH-NCNP1

持つ人材も欠かせません。トランスレー

このようにシーズを人に対して初めて

やNS-065/NCNP-01の治験を行う際に

ショナル・メディカルセンター
（TMC）に

投与した試験結果は、将来的には製薬

は、患者さんの安全性確保のために病

は、研究の計画書（プロトコール）作成に

企業と共同して本格的に創薬を進める上

院内での緊急時対応マニュアルの作成

習熟した研究者、医薬品医療機器総合

新しい医薬品の開発に向けて

▶担当組織の特色
NCNPの使命の一つに、新しい医薬品や医療機器の開発が
あります。研究所で見つかった革新的な医薬品の候補物質が
新しい薬として世に出るには、病院で治験を行い、その疾患を
持つ人での有効性や安全性が確認されなければなりません。

先端診断技術・
バイオリソース

支

援

フィードバック

滑に行う部門があります。
また病院の臨床研究推進部には、医
臨床研究・治験推進室

師とともに治験を円滑に進める、精神・神
経・筋・発達障害の治験の実施に長け

研究管理・調整室

た臨床研究コーディネーターがおり、治
験で得られた試験データの管理や正確な

知財部門

情報管理・解析部

連携・支援

製薬・医療機器企業
ベンチャー企業
外部研究機関

評価を推進するデータマネージャ、シス
テムエンジニアなども配置されています。

共同開発契約

医薬品医療機器
総合機構（PMDA）

専門家がおり、プロジェクトの進捗を円

精神・神経・筋・
発達障害
多施設共同臨床研究

これらの二つの部門が中心となり、シー
ズの開発の初期から出口までを切れ目な
く支援する体制を実現しています。

日本には、有望な新薬の候補物質（シーズ）が多くあるにも関
わらず、 欧米での 開発が先行し、 日本 の 患者さんがそ の 恩恵
を受けるのが欧米より遅れています。 その原因の一つは、候補
物質を初めてヒトに試す早期・探索的臨床試験を行う環境の整
備不足であり、日本政府は治験体制の整備・強化を進めてきま
した。 国 立 高 度 専 門 医 療 研 究センターであるNCNPでも、 研
究所で発見されたシーズをセンター内で速やかに臨床開発に移
せる支援体制を整えてきました。 現在は、 筋ジストロフィーや

床研究推進部が一体となって、この開発をサポートしています。

多発性硬化症などのプロジェクトが進んでいます。

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

病院

◆成 果 ◆

トランスレーショナル・メディカルセンター
（TMC）
と病院の臨

10

TMC

シーズの開拓

病院・研究所・TMCが
一丸となって治験を進め、
世の中に必要な新しい治療法を開発する。
神経研究所、精神保健研究所、
病院 臨床研究推進部、
トランスレーショナル・メディカルセンター（TMC）

承認されるための道筋や法律に詳しい

研究所

精神疾患
神経疾患
筋疾患
の研究推進

一体となった研究開発支援

機構での勤務経験がありシーズが国に

●臨床研究・治験の運営・実施体制

臨床研究推進部

研究と医療 最前線

円滑で安全に実施するために、病院内

治験では、動物での実験を経て十分

（トランスレーショナル・メディカルセンター）

Drug Development
医薬品開発

2014年からは、病院で行う治験をより

であるシーズが数多くあります。中でも患

臨床研究支援部

Research & Medical Front

や、対応チームの整備を行ってきました。

リファレンス
◦2015年3月23日 プレスリリース
「デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤NS065/NCNP-01の早期探索的臨床試験の終了
のお知らせ」
◦2014年2月24日 プレスリリース
「医療スーパー特区で多発性硬化症の新薬を創成
3月から医師主導治験を開始」

トランスレーショナル・メディカルセンターと病院臨床研究推進部のスタッフ

6年後（中長期計画）の目標
精神・神経・筋・発達障害の領域で、新しい治療法開発の基盤になります。
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手術で治るてんかん
ＭＲＩ、ＰＥＴ、脳磁図（ＭＥＧ）など様々

細胞）の病態の解明に取り組んできま

んかん性 脳 症では、くり返 すてんかん

な診 断 技 術の進 歩により、これまでわ

した。

発作により脳機能障害が進行し深刻な

からなかったてんかんの原因となる病変

その結果、乳幼児のてんかん性脳症

が確認できるようになり、その確実性と

といわれる激しい脳波異常を示す難治

乳幼児期の手術を安全に行うことは必ず

4

安全性が一気に進みました。NCNPて

てんかんでは、大 脳 皮 質だけでなく深

しも容易でありませんが、NCNPてんか

部の大 脳 基 底 核 周 辺にも異 形 成 性 神

んセンターでは、発達障害や行動障害

断機器をほぼすべて備えた、世界でも

経細胞があること、また神経細胞の活

を最小限に抑えることを目指し、看護部

有 数のてんかん専 門 治 療 施 設であり、

動を支える介在ニューロンの分布や、星

を中心に小児神経科と脳神経外科のス

ここ15年 間で700例 以 上の手 術を行っ

状 膠 細 胞などグリア細 胞の受 容 体にも

タッフが連携して、乳幼児期からの積極

ています。

変化があることがわかってきました。

的なてんかん外科治療を行っています。

このような成果を踏まえ、当センター

また早期手術の有効性について積極的

ではてんかんの完治を目指したより積極

に論 文 発 表を行うことで、手 術で治 療

的な乳幼児てんかんの外科治療に取り

可能なてんかんの早期発見と早期治療

な電気発射によって起こります。NCNP

組んでいます。

の重要性を全国に発信しています。

●図1：最新の診断技術
（PET、発作時SPECT、脳磁図）
によるてんかんの原因病変
（皮質異形成）
の発見と
切除外科手術。

●図２：NCNPてんかんセンターの最近15年間の手
術症例の年令分布
（総数727例）
。1才未満の乳児
の手術が最も多くなっている。

●図3：早期手術
（片側巨脳症に対する半球離断
術）
による発達予後の差。手術前の発作がある
時期が短いほど、術後の発達が良い。

症例数
（例）
60.0

脳外科手術で小児てんかんを治す

NCNPてんかんセンター

（病院 脳神経外科・小児神経科・精神科・放射線科・臨
床検査科・看護部3南/4南病棟、神経研究所 疾病研
究第二部、精神保健研究所 知的障害研究部、IBIC R ）
▶担当組織の特色
NCNPてんかんセンターでは、病院の各診療部門が連携
し、乳幼児から成人まで幅広い年令層の患者さんを対象に、
てんかんの原因の早期発見と早期治療に力を注いでいま

全国に100万人いるといわれるてんかん患者のうち、その3分の
２の方は適切な抗てんかん薬の服薬で発作が止まるといわれてい
ます。しかし、発作が止まらない難治てんかんは、小児では発達
と学習の障害、成人では就労と生活の自立など、生活の質
（QOL）
の低下が大きな問題となります。NCNPてんかんセンターでは、
高磁場ＭＲ
Ｉ、ＰＥＴ、発作時ＳＰＥＣＴ、脳磁図
（ＭＥＧ）
などの先端診断
技術を駆使して、てんかんの原因を早期に発見し、外科手術を含

す。また研究所では、外科標本を用いたてんかんの原因の

めた適切な治療を行うことで、てんかんによる脳障害の発生を未

解明や小児の発達への影響について研究しています。

然に防ぎ、患者さんのQOLを高めることを目指しています。
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1999〜2015.03.
（総数727例）

40.0

0.0

80

r ＝−0.884
p＝0.007

60
40
20

20.0

最新の脳画像検査により、
てんかんの原因となる病変の発見が可能に。
中でも、小児てんかんの早期発見と早期治療に尽力。
◆成 果 ◆

NCNP てんかん手術症例の年齢分布

術後の発達指数

Neurosurgery
脳神経外科

発達障害をきたすことがわかっています。

んかんセンターは、これらの最 新の診

てんかんは、脳の神経細胞での異常

研究と医療 最前線

早期手術で発達障害を予防
乳幼児期の激しい脳波異常を伴うて

外科標本によるてんかんの解明

Research & Medical Front

科手術標本を用いて、てんかんの原因
となる異常な神経細胞（異形成性神経

現在、てんかんの外科治療は、脳波、

検査データをもとに、手術の前と後には
患者さんに丁寧な説明を行っている

てんかんセンターでは、摘 出された外

0
0.0

20.0

40.0

60.0
年齢（才）

0

2

4
6
手術までの期間

8
（月）

リファレンス
◦ Kaido T, et al. Novel pathological abnormalities of deep brain
structures including dysplastic neurons in anterior striatum associated
with focal cortical dysplasia in epilepsy. J Neurosurg Pediatr. 2012

◦ Sakakibara T, et al. Imbalance of interneuron distribution between
neocortex and basal ganglia: Consideration of epileptogenesis of focal
cortical dysplasia. J Neurol Sci. 2012
◦Sukigara S, et al.: Expression of astrocyte-related receptors in cortical
dysplasia with intractable epilepsy. J Neuropathol Exp Neurol. 2014
◦ Honda R, et al.: Long-term developmental outcome after early
hemispherotomy for hemimegalencephaly in infants with epileptic
encephalopathy. Epilepsy Behav. 2013
◦ Yonekawa T, et al.: Effect of corpus callosotomy on attention deficit
and behavioral problems in pediatric patients with intractable
epilepsy. Epilepsy Behav. 2011

３南病棟の医師・看護師スタッフ

6年後（中長期計画）の目標
手術で治る小児てんかんの早期発見と早期治療を全国で実現する。
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検査を行ってきました。そして、嚥下に

装置です。この装置を使って、パーキン

関わる筋肉の、運動開始のタイミングが

ソン病患者にみられる嚥下の運動パター

私たちは、食べ物を食べる時、どの

遅れると食べ物が気管に入ることや筋力

ンの異常を認識することに成功しました。

筋肉を使うか意識していなくてもたくさん

が弱いとのどに食べ物が残ることなどを

次に開発したのは、頸部前面に半導

の筋肉が順序良く活動し、スムーズに飲

明らかにしてきました。さらに嚥下障害

体レーザー光を照射し、そのドットの歪み

み込むことができます。この嚥下の運動

がある患者さんには、嚥下の運動パター

からのどを3次元映像に変換し、頸部表

は、反 射によって制 御された精 密な運

ンに異常があることを見い出しました。

面の容積変化を測定する装置です。こ

嚥下における運動パターン

動です。正常な嚥下では、その都度、
正しい運動パターンが繰り返されること

Research & Medical Front

研究と医療 最前線

5

Neurology & Medical technology
神経内科学 & 医療工学

の装置を用いて、嚥下中ののどの動きを
容積変化として表すことに成功しました。

嚥下造影検査は放射線被曝を伴うた

現在は、頸部に貼り付けた電極で嚥

神 経 筋 疾 患では、脳や神 経、筋 肉

め、検 査の繰り返しは患 者さんに負担

下中の電気抵抗の揺らぎを測定し、嚥

の障害のために、しばしば嚥下にも障害

がかかります。そこで私たちは、より負

下の運動パターンを評価する装置の開

が現れます。嚥下障害は誤嚥性肺炎の

担が少なく簡単な方法で嚥下障害を診

発を企業と共同で進めています。

発症や栄養障害の原因になるため、早

断できるよう、工学分野のテクノロジー

これからも工学分野のテクノロジーで

期に発見し、早期に対処することが重

を医療に応用する研究を行っています。

開発された精度の高いセンサーと臨床

要です。医療では嚥下造影検査によっ

最初に企業と共同開発したのは、首

研究で得られた成果を組み合わせ、新

がわかっています。

頸部前面に 2,500 個の赤色可視光輝点群
を投影し、ドットの歪みから嚥下中ののど
の動きをとらえることに成功した

テクノロジーの医療への応用

て嚥下機能を評価します。NCNP病院

に装着する小さな磁気コイルセンサーで、

ではこれまでに4,000件以上の嚥下造影

嚥下中ののどの微細な動きを測定できる

4 4

しい医療機器を開発し、嚥下障害の早
期診断を目指していきます。

●嚥下造影検査

●非接触型嚥下評価装置

飲み込む時に身体の内部ではたくさんの筋肉が順序良く動く。赤色は嚥下中の内部の動きの軌跡を表す

被験者の頸部前面に2,500点の赤色可視光輝点
群を投影し、凹凸を3次元映像に変換する。この
3次元映像から嚥下中の頸部前面の容積変化を
算出する

飲み込む動きを外からとらえる
飲み込む時ののどの動きをとらえ、
嚥下を評価する技術を企業と共同開発。
嚥下障害の早期診断を目指す。
病院 神経内科、
トランスレーショナル・メディカルセンター（TMC）
▶担当組織の特色
病院 神経内科は脳や神経、筋肉の障害が現れる様々な病
気に対して、最先端の医療を行っています。そして、未来
につながる医療を目指して、新しい治療法や新しい医療機
器の開発を行っています。その取り組みの一つとして、ト
ランスレーショナル・メディカルセンター
（TMC）と連携

◆成 果 ◆
食べ物を口から胃に送る運動を
「嚥下」
といいます。医療では嚥
下の評価に、嚥下造影検査を行います。この検査ではレントゲン
透視装置を使用して、実際に患者さんがバリウムを飲む様子をビ
デオに記録して観察します。NCNP病院では神経筋疾患を中心に、
これまでに4,000件を超える嚥下造影検査を実施しました。そし
て、臨床で得られたこの動画を解析し、様々なタイプの嚥下障害
があることを見い出しました。この成果を応用して、普段の嚥下
4 4

し、工学分野が持つテクノロジーを、医療の分野に応用し

中ののどの動きから、嚥下障害を判定する新しい医療機器の開発

ていく医療機器開発プロジェクトを進めています。

を、企業と共同で行っています。
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リファレンス
◦山 本 敏 之, 小 林 庸 子, 村 田 美 穂. 2次 元 動 画
解析ソフトによる嚥下造影検査の嚥下動態
の 評 価. 耳 鼻 と 臨 床. 2010 ; 56suppl.2 :
S235-9.
◦山本敏之、村田美穂
（編者）
『こうしよう！パー
キンソン症候群の摂食嚥下障害』
2014年 アル
タ出版.
◦Y amamoto T, Inokuchi H, Sano Y,
Kandori A, Murata M. Assessment of
A New Magnetic Device to Monitor
Swallowing in Parkinson's disease. J
Neurol Neurophysiol. 2015;6(1):1-5.

6年後
（中長期計画）
の目標
新しい医療機器の開発と、
その実用化。
左から病院 神経内科、若杉憲孝医師、村田美穂部長、山本敏之医長
NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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や強みを尊重するリカバリー志向の視点

る就労支援は、集団でのトレーニング後

で支援すること、多職種がチームで支援

に求職活動を行い、1つの職場で長く働き

すること、医療的支援と地域での生活・

続けることが良い、とされてきました。しか

日本は世界で一番精神科の病床数が

就労支援が密接に連携していることなど

し近年、援助つき雇用と呼ばれる、その

多く、入院期間の長い国です。こうした

が挙げられます。こうした支援要素を含

人の希望や好みを尊重し、できるだけ早

状況は国際的にも長く批判されてきまし

む24時 間365日の地 域 支 援を行うのが

く求職活動を行った後、実際に働く場所

た。2004年 以 降、 厚 生 労 働 省 はそれ

ACTです。NCNP訪問看護ステーショ

でトレーニングを行う「place-then-train

まで続いてきた入院中心から地域で支

ンPORTは服薬管理や疾患コントロール

モデル」に沿った支援が重い精神障が

える精神科医療への転換の方針を打ち

に加えてACTが目指 す 支 援も提 供し、

いをもつ人に有効であることが明らかに

出し、
「 入院に頼らず、地域で支える」た

患者さんがその人らしく地域で生活できる

なっています。デイケアでは、この就労支

めの制 度がようやく形になりつつありま

ように日々奮闘しています。

援モデルで2011年〜2013年の間にのべ

入院に頼らない
精神科医療を展開するには？

す。具体的には Assertive Community
Treatmenｔ
（ACT：包括的地域生活支援
※詳細は後述）
と呼ばれる支援を1つの
モデルとした「精神科重症患者早期集中
支援管理料」が診療報酬化される等の動
就労支援では、職員が企業に出向いて支援することを重視している。就
労現場を見て助言や提案をすることで、雇用する側される側、双方の不
安の軽減と、職場定着のために有効な環境調整が可能となっている

Research & Medical Front

研究と医療 最前線

6

Community Mental Health & Psychosocial Rehabilitation
コミュニティメンタルヘルス ＆ 精神科リハビリテーション

きが挙げられます。NCNPはACTの効

訪問看護ステーションPORTにおける多職種チームによるアウト
リーチ
（訪問）支援は2013年には3,146件に達し、活動開始当初
と比べて3倍以上に増加しました。また、2013年度にPORTを利
用した患者さんの訪問活動利用前後の各2年間で平均入院回数は

病院の中でも、病気そのものの治療だけでなく、退院後

1.8回から0.6回に、平均入院日数は160.8日から23.3日に減少し
ました。デイケアで実施している
「援助付き雇用」
モデルによる就

修を精神保健研究所 社会復帰研究部が担当し、普及や啓発
活動を行っています。

16
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●NCNPにおける地域精神科モデル医療センターの連携体制

重い精神障がいをもつ人を地域で支え
つか明らかになっています。具体的には
支援者が地域に出て支援すること、患者
さんの課題や問題を見るのではなく希望

◆成 果 ◆

のよりよい生活も想定して活動しているのが訪問看護ステー
2つの病院部門が展開する新しい支援モデルの効果を検討す

だったことを明らかにしました。

した。

るために効果的とされる支援要素がいく

るための研究や、その成果を他機関でも実施できるような研

通常の就労支援と比べて就労率が約3倍

上記の管理料の診療報酬化に貢献しま

精神障がいをもつ人が、
地域社会の一員として当たり前に暮らせるために、
生活の場で支援を供給するモデルを開発。

ションPORTと精神リハビリテーション部デイケアです。この

た同モデルの効果検討研究に参加し、

データの提供やとりまとめを行うことで、

白衣を脱いで町へ出よう

▶担当組織の特色

これまで日本の障がいをもつ人に対す

100人の方の就労を実現してきました。ま

果を検討する多施設共同研究を実施し、

リカバリーを目指す
訪問看護ステーションPORT

訪問看護ステーションPORT
（Psychiatric
OutReach Team）
、
病院 精神リハビリテーション部デイケア、
精神保健研究所 社会復帰研究部

NCNP病院デイケアで展開する
援助付き雇用モデルの就労支援

労支援では、2011年度から3年間でのべ100名を超える患者さん
が就職し、全国6施設が参加したこの支援モデルの効果検討研究
では、通常の就労支援と比べて就労率が約3倍だったことも明らか
になっています。

リファレンス
◦伊藤順一郎，坂田増弘，佐藤さやか：
地域における統合失調症治療に必要な構造
とスタッフ技術－国立精神・神経医療研究セ
ンター病院地域精神モデル医療センターの
リフォームの過程から－．精神神経学雑誌，
116
（6）
，pp505-512，2014.
◦佐藤さやか、山口創生、清澤康伸、大島真弓、
坂田増弘、伊藤順一郎：
デイケアにおける援助付き雇用の実践と成果．
デイケア実践研究，18
（2）
, pp37-43, 2014.
◦大島巌（編著）『ACT ケアマネジメント ホーム
ヘルプサービス：精神障害者地域生活支援の
新デザイン』 2004年 精神看護出版

6年後
（中長期計画）
の目標
医療機関が地域で仕事をし
多職種チーム面接では、看護師、作業療法士、臨床心理士、ソーシャ
ルワーカー(就労支援専門員)が、患者さんの希望の実現のために
意見を出し合う

やすくする制度作りに貢献
します。

NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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に、その人にとって必要なケアや地域の

ら強く希求されており、日本から世界に

様々な支援サービスにつなぐこと
（ケース・

向けて実効性のある自殺未遂者ケアの

救急医療の現場には日々、自殺未遂

マネージメント）によって、再度自殺を図

モデルを提示することができました。

をされた方々が搬送されてきます。そこ

ることを防げるのではと考え、その効果

で一 命をとりとめたとしても、その人 が

を確かめる研究 ――
「ACTION-J研究」

自殺へと追い込まれたつらい状況が解

が行われました。

自殺の要因は、一人ひとり違う

決されない限り、退院しても再び自殺を
図ってしまう可能性があることは容易に

Mental health & Emergency medicine
メンタルヘルス ＆ 救急医療

くり返される自殺未遂を防ぎたい
救命センター退院後も
患者さん一人ひとりに必要な支援を
提供することで、自殺未遂を防げることを実証。

のみならず、地域にある様々な支援サー
ビスについての専門的な知識と技術が

神科部門が連携した17施設からなる全

必 要 で す。NCNPでは、自殺 未 遂 者

自殺を図ろうとする方の多くは精神保

国規模の研究班（代表：平安良雄 横浜

に適切に対応できるエキスパートを育て

健の問題を抱えています。さらに、自殺

市立大学教授）が組織され、研究が進

るためのプログラムを開発し、すでに人

未遂の背景には、健康問題、経済的問題、

められました。その結果、
ケース・マネー

材が育成されつつあります。このような

職場や家庭の問題など、一人ひとり違っ

ジメントが６カ月にわたって再 度の自殺

NCNPの取り組みは、厚生労働省によ

た要因があります。

企図を強力に抑止することが明らかとな

る施策の実効性をより一層高め、救急

そこで、各患者さんの抱えている複雑

りました。このような研究は諸外国にお

医療とメンタルヘルスの機能的連携が進

な背景を理解した上で、退院後も定期的

いても十分でなく、救急医療の現場か

むものと期待されています。

●人材育成プログラムの様子

●表1

7

施するためには、救急医療や精神医療

ACTION-J研究では、救急部門と精

クが高いことが報告されていました。

研究と医療 最前線

ケース・マネージメントを効果的に実

くり返される自殺を防ぐ！

想像されます。実際、退院後の自殺リス

Research & Medical Front

エキスパートを育てる

ケース・マネージメントの概要
1）定期的な対象者との面接（あるいは通話）
2）対象者の生活背景・受療状況に関する情報収集
3）精神科受療の促進
4）精神科・身体科かかりつけ医に関する受療調整
5）受療中断者への受療促進
6）
公的社会資源・民間援助組織の紹介と利用する際の調整
7）心理教育と情報提供

◆成 果 ◆

精神保健研究所 精神薬理研究部

2014年のわが国の自殺死亡者数は25,000人を超えており、国
際的にも高い水準にあります。消防庁によると、自損行為
（自殺未

▶担当組織の特色
精神薬理研究部では、わが国の重要な政策課題であるう
つ病と自殺問題に焦点を当て、政策立案に必須となる臨床
疫学研究、基礎医学研究を実施しています。また、厚生労
働省が「自殺対策のための戦略研究」として実施した
「自殺
企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントの

遂を含む）
による救急搬送件数は年間40,000件を超えています。
こうした中、ケース・マネージメント
（右ページ 表1参照）
により救
急医療機関で救命された自殺未遂者が退院後に再び自殺を図るの
を防止できることが
「ACTION-J研究」
により明らかとなりました。
NCNPでは、自殺未遂者に適切なケアを提供できるエキスパート

効果：多施設共同による無作為化比較研究
（ACTION-J）
」の

を養成するためのプログラムを開発するとともに、救急医療とメン

運営管理を行いました。

タルヘルスとの架け橋となる政策研究を進めています。
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リファレンス
◦2014年9月8日 プレスリリース
「自殺企図の再発予防にケース・マネージメント
が有効 ― 6か月にわたって自殺企図を抑止 ―」
◦K awanishi C, et al： Assertive case
management versus enhanced usual care
for people with mental health problems
who had attempted suicide and were
admitted to hospital emergency
departments in Japan (ACTION-J): a
multicentre, randomised controlled trial.
Lancet Psychiatry 1：193-201, 2014

6年後
（中長期計画）
の目標
救急医療とメンタルヘルス
の機能的連携を実現します。
人材育成プログラムのスタッフと受講者
NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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霊長類の脳発達と統合失調症

●発達段階でのスパイン数の変化

思春期

霊長類の脳には、生まれた後にシナプ
スが増える時期と、小児期から思春期に
かけて大きく減少する時期があります。こ
れは、過剰なシナプスは複雑すぎる回路
を生み出すため、学習するに従ってシナ

成人期

素早い判断領野

（大脳新皮質領野）
8B/9野
減少する

プスが適度に減少し、直感的な素早い判
▼

断、行動を生み出す必要があるためと考
えられています。しかし、このシナプスの
減少が、遺伝子や環境が原因で過剰に

記憶・情動領野

（大脳辺縁系領野）
24野・14r野

維持する

起こると、統合失調症の発症につながる
と考えられています。以前より、マウスや
▼

研究と医療 最前線

▼

Research & Medical Front

8

Mental health and Neuroscience
メンタルヘルス ＆ 神経科学

脳科学で統合失調症に迫る
世界で初めて霊長類を用いて
記憶や感情に関わる脳の発達過程を明らかに。
この成果を統合失調症予防に生かす。

神経研究所
微細構造研究部
▶担当組織の特色
基礎研究を担う神経研究所 微細構造研究部は、遺伝子・
電子顕微鏡を用いた脳の微細構造／回路・脳生理学・動物
行動学・疾患モデルの解析など、幅広い手法を用いて、精
神疾患の解明に挑んでいます。とりわけ、
「 こころ」の基盤

い霊長類モデル動物を用いた研究が、

達の研究は進んできましたが、げっ歯類

存在するスパイン数は一定量に維持され

行動のレベルまで含んだ統合失調症モ

には明瞭なシナプスの減少期がないため、

ていることを世界で初めて明らかにしまし

デルにたどり着き、統合失調症の本質に

霊長類による詳細な研究が必要でした。

た。記憶領野特有のこの現象は、記憶

迫り、診断、治療、予防へと進むことを

情報を維持していくために必要な特殊な

願っています。

モデル霊長類マーモセットの
脳発達
長 類 であり、ヒト疾 患モデル動 物の可

●蛍 光色素を神経細胞に注入す
ることで、枝分かれした細胞は
すみずみまで染色され、神経
細胞全体を可視化できる。こ
の技術を使ってシナプスの発
達変化を調査した

◆成 果 ◆
統合失調症は脳細胞をつなぐシナプスの減少が関与していること
が示唆されています。この度の研究では、霊長類のコモンマーモセッ
トを用いて、記憶や感情に関わる脳領野と素早い判断に関わる領野
のシナプスの発達過程を調べました。その結果、素早い判断に関わる
領野
（大脳新皮質領野）
では思春期以降にシナプスが減少していくの
に対し、記憶に関わる領野
（大脳辺縁系領野）
では思春期以降シナプ
スを一定数に保っていました。記憶関連領野特有のこの現象は、記憶
情報の維持に必要と考えられ、この特殊なメカニズムを解明すること

ついて追求しています。

で、統合失調症の予防、治療への道が拓けるものと期待されています。

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

野（24野・14r野）ではシナプスと一対で

私たちは現在、遺伝子改変可能な霊

となる神経回路に焦点を当てて、正常時と異常時の働きに

20

ラットなどのげっ歯類を用いたシナプス発

メカニズムだと考えられます。

シナプスを維持するメカニズム
私たちは、このメカニズムが破綻して

能性が期待されるマーモセットの大脳皮

シナプスが過剰に減る現象が、統合失

質シナプス、とりわけ統合失調症で障害

調症患者のMRI研究で示される記憶関

がみられる、前頭葉内側部分のシナプ

連領野の萎縮と相関していると考えてい

スの脳発達を、領野ごとに精査していま

ます。すでに、シナプスの発達の経過に

す。思春期から成人期に至る間に、素

合わせて、遺伝子変化の研究、その遺

早い判断に関わる領野（8B/9野）
ではシ

伝子に関与する細胞、突起同士の相互

ナプスが減少しますが、記憶に関わる領

作用の研究を始めています。 この新し

新しい霊長類モデル動物マーモセット。リスほ
どの大きさの小さなサル

リファレンス
◦2014年 8月1日 プレスリリース

「記憶シナプスの減少が統合失調症の発症
に関与 ～霊長類特有の脳の発達過程から明
らかに～」

◦D evelopmental expression profiles
of axon guidance signaling and the
immune system in the marmoset
cortex: potential molecular mechanisms
of pruning of dendritic spines during
primate synapse formation in late
infancy and prepuberty (I).

6年後
（中長期計画）
の目標
シナプス維持機構を明らか
微細構造研究部のメンバー。左から佐々木哲也研究員、
鈴木航室長、
佐栁友規研究員、一戸紀孝部長、松田真悟研究員、鈴木貴子研究補
助員

にし、統合失調症の早期発
見と予防を実現する！

NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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AUTS2遺 伝 子を壊したマウスを作 製

ウスを疾患動物モデルとして利用するこ

したところ、このマウスは脳 の 発 達 が

とで、心の病気の病態をさらに理解し、

うまくいかず、様々な「 心の病 気 」に見

さらには新たな診断法や治療法の開発

壊れている遺伝子として、2002年に初め

られるのと共通の行動様式を呈しました。

につなげたいと考えています。

て報告されました。その後、統合失調症、

私たちは、このマウスの脳の構造を調べ

また、2010年のネアンデルタール人の

ADHD、薬物依存の患者さんでもこの

ることによって、
「心の病気が引き起こさ

ゲノムDNA解 読 研 究から、AUTS2遺

遺伝子の異常が見つかったため、
「幅広

れるメカニズム」を少なくとも一部は理解

伝子が人類（ホモ・サピエンス）
の脳の進

い心の病気と関連する遺伝子」
として注

することができました。

心の病気と AUTS2 遺伝子
AUTS2は、ある自閉症の患者さんで

目されてきました。これまでは、この遺伝
子が生み出すAUTS2蛋白質は神経細
胞の細胞核に存在し、何らかの作用を
しているのではないかと考えられていまし
た。しかし、その具体的な働きについて

心の病気の解明へ
今 後は、AUTS2遺 伝 子を壊したマ

化に関与しているのではないか、と推定
されています。私たちは、AUTS2遺伝
子の研究を通して、ヒトの脳の進化につ
いても研 究していこうと考えています。

●AUTS2遺伝子の働き

はほとんど分かっておらず、この遺伝子
の異常がどのように各種の心の病気を引
き起こすのかは明らかにされていません
遺伝子を改変したマウスの脳神経を画面で
確認している様子

Research & Medical Front

研究と医療 最前線

9

Mental health & Neuroscience
メンタルヘルス ＆ 神経科学

こころの病気に関わる遺伝子を探る
自閉症、統合失調症、薬物依存など、
様々なこころの病気を引き起こす
AUTS２遺伝子の機能を世界で初めて解明。

神経研究所
病態生化学研究部
▶担当組織の特色
基礎研究を担う病態生化学研究部は、遺伝子操作技術に
より様々な脳疾患の動物モデルを作成し、研究するのが特
徴の研究室です。動物モデルの解析から脳疾患がどのよう
にして引き起こされるのかを理解し、NCNP病院との連携

◆成 果 ◆
人の脳の健やかな発達にはたいへん多くの遺伝子が関わってお
り、一つまたは少数の遺伝子の働きが損なわれただけでも、脳の
発達に障害が起き、様々な心の病気が引き起こされます。そのよ
うな遺伝子の中で近年注目されているのが、自閉症、統合失調症、
ADHD、薬物依存などの心の病気と関連するAUTS2遺伝子です。
私たち研究チームでは、AUTS2遺伝子が正常な脳の発達に関
わっていることを見い出し、この遺伝子を壊したマウスの解析から、

を通して、脳疾患の新たな診断法や治療法の開発を目指し

心の病気が引き起こされるメカニズム解明の端緒を開きました。今

ます。

後、新たな診断法や治療法の開発が期待されています。
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でした。

世界初、AUTS2の働きを解明
私たちはAUTS2蛋白質が神経細胞
の細胞核だけでなく、細胞質領域、特
に神経細胞の突起部分にも多く存在す
ることを見い出しました。また、AUTS2
が細胞質における複雑なシグナル経路を
介して、神経細胞内のアクチン構造を変
化させていることを明らかにしました。さ
らに、その 働きによって、AUTS2が 神
経 細 胞の動き
（ 神 経 細 胞 移 動 ）や形 態
変化
（ 神 経 突 起の伸 長 ）を制 御し、 脳
の発達に関与していることを示しました。

リファレンス
◦2014年12月19日 プレスリリース
「自閉症、統合失調症、薬物依存など、様々
な精神疾患に関わる遺伝子の働きが初めて明
らかに」
◦ Hori K, Nagai T, Shan W, Sakamoto A,
Taya S, Hashimoto R, Hayashi T, Abe
M, Yamazaki M, Nakao K, Nishioka
T, Sakimura K, Yamada K, Kaibuchi K,
Hoshino M: Cytoskeletal regulation
of AUTS2 in neuronal migration and
neuritogenesis. Cell Reports, 9, 21662179, 2014

6年後
（中長期計画）
の目標
心の病気の本態の解明につ
ながる研究をしたいです。
病態生化学研究部の研究チーム
NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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脳MRIからBMI操作能力の
予測に成功
脳信号をコンピュータで解読し、念じる
だけで機械を動かせるBMI（ブレイン・マ

領域の灰白質の量から、BMIを操作す

再生能力が低下することをMRIを使って

る能力を予測できることを世界で初めて

見い出しました。さらに、画像の解析か

示しました。

ら、神経回路網を直接見ることを可能に

認知症での神経回路網の不調

シン・インターフェイス）
は、神経疾患によ

認知症の中で半数以上を占めるアルツ

り失われた身体機能を代替したり、リハ

ハイマー病では記憶の神経回路の不調

研究と医療 最前線

10

が、認知症の症状が出る数年前からみ
られます。この回路の不調は体積で1㎤

ところが現在のBMIを使いこなすために

にも満たない嗅内皮質という小さな構造

は能力や訓練が必要であり、BMIを使う

から始まるといわれています。私たちは、

いた多施設にわたる共同研究が盛んに

能力の個人差も大きいことが知られてい

この嗅内皮質がアルツハイマー病により

なっています。私たちは、全国多施設

ました。その理由は今まで明らかではあ

小さくなると、言ったり、見聞きしたことを

で撮られた脳画像をセキュリティを保ちな

りませんでしたが、私たちは運動関連脳

少し間を置いて思い出せるかという遅延

がらインターネットを介してオンラインで収

● 認知症における神経ネットワークの解明

集するシステムを開発し、運用していま

◆成 果 ◆
認知症患者の増加は社会的に大きな問題であり、なるべく早い
時期に診断して対処する先制医療が望まれています。脳病態統合
脳における情報伝達網の動的な変化が複雑な神経機能や
「こころ」を生み出す基盤と考えられています。精神・神経
疾患や発達障害の病態の背景には、この情報伝達網の不調
があります。私たちは、様々な画像手法を効率よく組み合
わせる「統合的イメージング」により、精神・神経疾患にお

イメージングセンター
（IBIC®）
では、MRIやPET画像を用いたアル
ツハイマー病の超早期診断に取り組んでおり、病気の最初に起こ
る記憶のネットワークの異常を発見しました。また、脳からの運動
指令を電気信号として読み取り、身体を使わずにコンピュータなど
外部装置を操作するBMI
（ブレイン・マシン・インターフェイス）
に

ける情報伝達網の不調を解明し、治療につなげることを目

より、神経疾患により失われた身体機能を補完あるいは回復させ

指しています。

る技術を開発しています。
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多施設共同での画像研究の推進
現在、国内外を問わず、脳画像を用

す。そこで必要になるのは、画像に被
験者様のいろいろな臨床情報を紐付ける
ことです。私たちの画像収集システムは、
エレクトロニックデータキャプチャと呼ばれ
ており、この紐付けを自動的に行うことが

世界で初めて、運動関連脳領域の灰白質の量から
BMIの操作能力を予測できることを解明。
発達・学習障害、認知症の治療応用に挑む。

▶担当組織の特色

担が増えていることを発見しました。

る臨床情報の電子収集システムと連携し

脳画像から脳の情報伝達網を解読する

R

路の結線が少なくなり、残った回路の負

回復させる技術として注目されています。

Neuroimaging
神経画像

脳病態統合イメージングセンター（IBIC ）

康な人に比べ、記憶に関連する神経回

ビリテーションと組み合わせて身体機能を

念じるだけで電動装具が動く BMI（ブレイ
ン・マシン・インターフェイス）技術

Research & Medical Front

し、その結果、アルツハイマー病では健

できるわが国で最初の画期的なシステム
です。この連携システムを用いて、脳ドー
画面上の赤い玉が左に動くよう念じると反映され
る。こういったBMI技術とMRIとを連動させた研究
が特徴

パミンの画像化に関する多施設にわたる
研究を迅速かつ正確に行っています。

リファレンス
◦2014年12月10日

2014年農林水産研究成果10大トピックス
に選定
「鶏肉のイミダゾールジペプチドの脳
老化改善効果を発見」－鶏肉摂取を介した認
知症予防の取組に道を拓く－

◦2014年11月７日
Fujishima M, et al. Front Aging
Neurosci. 2014;6:306.
◦2015年2月4日
Kasahara K, et al.: Neuroanatomical
correlates of brain-computer interface
performance. Neuroimage 110: 95100, 2015

新たに導入した、脳ドーパミンの画像化ができるSPECT
装置とIBIC®および放射線診療部のメンバー

アルツハイマー病の記憶に関する神経回路の脳
画像を解析するIBIC®
メンバー

6年後（中長期計画）の目標
統合脳画像から精神・神経疾患の画期的な診断と治療を支援します。

NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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研究：安全で有効な治療を検証

Research & Medical Front

研究と医療 最前線

11

Psychiatry & Clinical Psychology
精神医学 ＆ 臨床心理学

研修：さらなる普及を目指す

臨床研究においては、 様々な疾患に

臨床実践では、病院の医師や臨床心

研修では、認知行動療法を実施できる

認知行動療法が安全かつ有効に実施で

理士と連携して、NCNP病院を受診さ

治療者を育成するために、様々な領域の

きるかを科学的に検証しています。精神

れる方を対 象に 認 知 行 動 療 法の臨 床

エキスパートが講師となり、認知行動療法

疾患領域では、うつ病や不安障害を含め

提供を行っています。2011年度から病

の基礎から、不安障害や強迫性障害、心

た幅広い疾患に適用できる統一プロトコ

院での認知行動療法の提供を開始し、

的外傷後ストレス障害、複雑性悲嘆など

ル、家族を含めた強迫性障害への曝露

2014年度にはのべ2,300セッションを行

の専門性の高い研修までを幅広く提供し

反応妨害法、心的外傷後ストレス障害に

いました。個人に行う認知行動療法の

ています。2014年度には専門家や一般

対する認知処理療法が行われています。

他にも、グループ形式の認知行動療法

市民の方を対象に24コースの研修が開か

身体疾患領域では、パーキンソン病やジ

（うつ病や不 安 障 害、 発 達 障 害 等 ）
も

れ、のべ 883名の方々にご参加いただきま

ストニアに併存するうつや不安への認知

提供しており、 様々なニーズに対応して

した。2015年6月には、心的外傷後ストレ

行動療法、 慢性疼痛や過敏性腸症候

います。

ス障害に対する認知処理療法の第一人

群に対する認知行動療法の予備試験を

クラスター病棟でカウンセリングを行う
堀越勝 認知行動療法センター長

臨床提供：多くの方々へ届ける

また、ケース検討 会（医師・コメディ

者であるパトリシア・レイシック教授を招

進めています。また、これらの臨床試験

カルスタッフが参加）
を定期的に開催し、

いて、研修を開催しました。また、一般の

の一部では、治療前後の脳画像を撮り、

経験豊かな治療者が後継の治療者を

方々への情報提供として、市民講座も開

認知行動療法の効果と脳機能の変化の

指導することで、質の高い認知行動療

催しています。NCNPでの研修情報は、

関係性を探る研究も行っています。

法の提供を可能にしています。

左下のリファレンス欄をご参照ください。

●4月に開催された市民公開講座の様子

●CBTで使用するマテリアル

●6月に開催されたレイシック先生の研修の様子

こころのトレーニングで回復する
考え方や行動のくせを見直し、
こころの苦痛を軽くする認知行動療法。
うつ病や不安障害だけでなく、身体疾患への適用も目指す。
認知行動療法センター、病院 精神リハビリテー
ション部・神経内科・クラスター病棟、精神保健
研究所 成人精神保健研究部・心身医学研究
部、脳病態統合イメージングセンター
（IBIC ）
R

▶担当組織の特色
私たちは、センター内の研究所や病院、国内外の先端的機
関と連携して、うつ病や不安障害といった精神疾患だけでな
く、様々な疾患に対する認知行動療法の開発・効果検証を
行っています。また、病院と連携して院内で認知行動療法を
提供するとともに、専門家や一般の方を対象とした研修も数
多く行っています。
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◆成 果 ◆
人は苦しい状況に置かれた時、特徴的な考え方や行動のくせを
持つことがあります。これが苦痛をさらに悪化させることが研究で
わかってきました。認知行動療法
（CBT）
は、このようなパターンを
見つめ直し、様々な行動を試し、自分に役立つ考え方や行動のし
かたを学んでいく治療法です。認知行動療法センターでは、これ
までにうつ病や不安障害への治療法を検証してきました。最近で
は、パーキンソン病や過敏性腸症候群などの身体疾患によって起
こる気分の問題にもこの治療法が適用できると考え、その有効性
を検証しています。また、病院での認知行動療法の提供や治療者
育成にも力を入れています。

リファレンス
◦認知行動療法センター研修情報：
http://www.ncnp.go.jp/cbt/training.html

欧米で刊行された認知行動療法の実
践書の監訳をはじめとして、医療関係
者や一般向けにCBTに関する多くの
書籍やDVDを刊行している

◦堀越勝
（著）『感情の
「みかた」
』〜つらい感情
も、あなたの
「味方」
になります。
2015年 いきいき
◦堀越勝
（著）『ケアする人の対話スキルABCD』
2015年 日本看護協会出版会
◦
―アドヒアランスと
『慢性疾患の認知行動療法』
うつへのアプローチ― ワークブック
2015年 診断と治療社

6年後
（中長期計画）
の目標
誰もが認知行動療法を受け
ることができる体制をつくる。

NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015
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NCNPの活動

Operations
and Management
2014-2015
社会とNCNPをつなぐ広報活動、NCNPの資源を生かした
社会貢献や人材育成への取り組みをご紹介します。
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NCNPの活動

広報

NCNPの医療・研究活動を広く知っていただくため
多様なメディアを通じて情報発信を行っています。

●ツイッター
NCNPの活動情報をより多くの国民の皆様に知っていただくため、
ツイッ
ターも活用しています。研究成果を全国の医療従事者や国民に還元す
るために行う、様々な専門研修・セミナーや一般向けの講演情報、プレ
スリリース情報、メディア掲載情報を投稿し、多い時で3,000人以上に拡

脳とこころの医療と研究に関するNCNPの総合的な取り組み

います。企画戦略室 広報グループは
「NCNPの見える化」
とし

や成果を、国民・患者さん、医療・研究開発関係者等の皆様

て、積極的に広報誌、WEBメディア、報道メディアを通じた

にわかりやすく、的確にかつタイムリーに伝える活動を行って

多様な情報発信に努めています。

散されています。

●ホームページの書籍案内が充実

1

広報出版物

NCNP では以下の広報出版物を制作し、WEB公開も行っています。
●N CNP ANNUAL REPORT（センター年報）
（ 日本語版）

NCNPの職員が執筆・編集、監修した書籍の一部をホームページ上
で紹介しています。医療従事者や研究者向けの専門書や学術書だけで
なく、患者さんやそのご家族、身近に病気を患っている人がいる方に役
立つ一般向け書籍の紹介も充実しています。

NCNPの最新の活動の見える化として、広報誌『NCNP ANNUAL REPORT』
（センター年報）
を2013年から年1回発刊し、今年で3号目を迎えました。NCNPの
最新の医療・研究活動をご覧いただけます。
●NCNPパンフレット（日本語版、英語版）
国 民の皆 様にNCNPのミッションや活 動、組 織について知っていただくた
めに作 成しています。 病 院や研 究 所 他 各 施 設の概 要、 沿 革なども掲 載し
ています。
●NCNP病院ニュース
（年2〜３回発行）
NCNP ホームページ 書籍案内コーナー
http://www.ncnp.go.jp/general/television.html

患者さんやそのご家族、あるいは医療関係者の方々などに向けて、NCNP
病院の活動を紹介しています。
●NCNP病院看護部ニュースレター（年数回発行）
看護師、あるいはこれから看護師を目指す方々にNCNP病院看護部の活動
●NCNP病院医療連携ニュース
（年数回発行）

センターの敷地内では、豊かな季節の変化を楽しむこ

2

WEBでの広報情報発信

より多くの方々にNCNPの情 報をお届けできるよう、WEBサイトでの情 報

●N CNPchannel
NCNPでは、YouTube上にNCNPchannelを設け、センター紹介動画やシン
ポジウム、市民公開講座の動画を配信しています。その数は60本以上、再生
回数は総計10万回を超えました。講演映像の中でも特に認知行動療法の動画
の再生回数が高い傾向があり、この療法の国民の注目度の高さが伺えます。

30

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

使った動画を作成いたしました。病院に訪れる患者さん
が少しでも癒されればという思いを込めて、病院内タリー
ズコーヒー前と病院内テレビで放映しています。

ＯＶＩＥ

者、医療従事者への情報発信も強化しました。

たWEBサイトの人気コーナー『センター素描 』の写真を

Ｍ

発信をはじめ、動画やソーシャルメディアも活用しています。また2015年度は
トランスレーショナル・メディカルセンターの英語版サイトを公開し、世界の研究

とができます。そんな四季折々のセンターの魅力を集め

ＨＯＴＯ

連携医療機関など医療関係者の方々にNCNP病院の活動を紹介しています。

センターの四季を楽しめる
PHOTO MOVIEを放映

Ｐ

を紹介しています。
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NCNPの活動

広報（報道メディア）
1

報道メディア向けにも
積極的な情報発信の継続・強化を図っています。

プレスリリース・記者会見

最新のタイムリーなプレスリリース配信を行うほか、より詳しい情報提供の場として記者会見やプレス説明会なども実施しています。
2014年度は、12本のプレスリリース、1本の記者会見を実施致しました。

2

■講義プログラムのその他登壇者

発達障害は治るのか
神尾陽子

発達障害の誤解を解く
中川栄二

てんかんを正しく知るために

外来部長、小児神経科医長

岡崎光俊

精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部長

センター病院

センター病院

第１精神診療部長

わが国のてんかん医療の現状と課題

次世代シークエンサーが変える神経・筋疾患医療

多発性硬化症：謎の難病は生活習慣病？

大槻泰介

西野一三

山村 隆

第2回NCNPメディア塾

センター病院 脳神経外科診療部長
てんかんセンター長併任

神経研究所 疾病研究第一部長
メディカル・ゲノムセンター ゲノム診療開発部長併任

神経研究所

免疫研究部長

■施設見学プログラムの登壇者
メディカル・ゲノムセンターの施設見学
では、メディカル・ゲノムセンター長 後藤
雄一、同室長 服部功太郎、疾病研究
第一部長 西野一三が担当し、動物研究
施設では、遺伝子疾患治療研究部室長
今村道博と、同研究部室長 青木吉嗣が
担当致しました。

3

広いセンターの敷地を移動しながらのプログラム
となった

メディカル・ゲノムセンターでの施設見学の様子

NCNPメディア塾 特別講座

■ジャーナリストのためのPFA研修
（心理的応急処置）
～被災者に寄り添う取材のために～
「勉強が苦手な子ども達にひっそり隠れている
﹁学習障害﹂
」
をテーマに講義する、稲垣真澄 精神保健研究所 知的障害研究部長

その他、第1回メディア塾参加者からのリクエストで実現した特
別講座も開催致しました。災害時に被災地に赴き、取材活動を
される記者の方々を対象とする「NCNPメディア塾 特別講座

2014年度よりスタートしている、NCNPの第一線の研究者・医

ル・ゲノムセンターと、
（２）
動物研究施設で筋ジストロフィーのモ

ジャーナリストのためのPFA研修（心理的応急処置）～被災者に

師たちとジャーナリストの方々が熱く交流する場「NCNPメディア

デル犬を実際に見て頂き、治療法としての核酸医薬についても

寄り添う取材のために～」を2015年2月10日に実施し、報道メディ

塾」
を本年度も実施致しました。参加者の皆様から高い評価を得

解説しました。

ア8社17名の方々に研修を受講頂きました。

ることができた第１回とは構成を変え、第2回目の今回は会場を当

発災直後に現地入りし、被災状況を取材したり、被災者に話

センターに移して研究の現場や研究施設の見学を組み込み、立

を伺う際に、どのようなことに気を付ければよいのか、また、トラウ

体的な情報交換を目指しました。NCNPメディア塾はNIH（米国

マなどのストレスを受ける可能性のある過酷な被災現場の中で記

国立衛生研究所）の活動をモデルとしており、本年は8月21日の

者自らがどのように考え、どう対処すべきかという課題があります。

1日集中コースとして開催しました。社会的な関心が高まりつつあ

それらを考えるにあたり、国際的に広く普及しているWHO版PFA

る発達障害、正しい病態が認知されずに誤解されることが多い

（サイコロジカル・ファーストエイド：心 理 的 応 急 処 置 ）について、

てんかん、患者数が増加しつつある多発性硬化症など、前回盛

座学だけでなく、シミュレーション、ロールプレイ、ディスカッションも

り込むことができなかった重要なテーマを中心とした講義カリキュ

行いました。参加者全員が被災者役と支援者役のいずれかに徹し

ラムを組み、テレビ局、新聞社など18社33名に参加頂きました。

て、ロールプレイに取り組むワークでは、
「災害時における取材者と

また、 講義後の研究施設見学プログラムでは、（１）
メディカ

32

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

して理解が深まった」
との高い評価や意見が多数寄せられました。

研修の監修にあたった金 吉晴 災害時こころの情報支援センター長

参加したジャーナリストの方々が被災者と支援者の役割を与えられ、ロー
ルプレイングに取り組んでいる様子
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NCNPの活動

社会貢献
1

国民のメンタルヘルスにかかわる研究成果を
政策提言や医療、福祉を通じて還元しています。

2

訪問看護ステーションPORT

■リカバリー支援のための訪問
精神疾患当事者のリカバリーは地域生

被災者・被害者へ精神的ケアと支援

活の場で進むものであり、病状の安定は
そのための一要素でしかありません。そ

■PTSD治療者育成
NCNPではPTSDの治療者育成を行っています。PTSDについてもっとも強い効果

持続エクスポージャー療法の研修指導体制
米国ペンシルバニアと大学連携

して、利用者の生活の場で、単なる医療
的な管理を超えた支援を提供しています。

が認められている持続エクスポージャー療法という認知行動療法のワークショップを受け
た治療者を対象として、実際の症例についてセッション毎の指導を行い、米国から治療

こで、PORTは訪問看護の枠組みを利用

認定指導者

重視しているのは、利用者さん自身によっ
て語られた希望と、その実現のために多

者ライセンスが出るようにしています。

認定スーパーバイザー

■PFA:サイコロジカル・ファーストエイド
NCNPではWHO版のPFA（サイコロジカル・ファーストエイド）の普及に努めていま
す。PFAとは、
「見る」
「聞く」
「つなぐ」
という原則に基づきながら、被災者、被害者を傷
つけることなく社会的、心理的な支援をする方法です。研修会を全国各地で実施し、被

認定臨床家
WS 受講者

職種の関わりで利用者さんが持つ強みや
長所を伸ばして活用することです。

■ACTに準じるサービスを提供
ACTは、
臨床研究により根拠のある医療
とされています。PORTでは、入院に頼ら

災地、自衛隊、外務省などでも講習をし、指導者も育成しています。

リカバリー

多職種チーム

リカバリーとは、自己実現や生き方を主体的に
追求するプロセス
◦自分の人生における決定をする主導権を持つ
◦自分の経験を理解し、意味づけし、将来に役立てること
ができる
◦自分の人生に対して前向きな
アプローチをとることができる

行き先を
決めるのは当事者

◦自分の健康・元気を促進する
ために、積極的なステップを
踏むことができる
◦希望を持ち、人生を楽しむこと
ができる

ACT（包括的地域生活支援）の
特徴

PORT導入前後の
入院回数・日数の比較

1. 重い精神障害を抱えた人を対象とする
2. 多職種のチームによるサービス提供

4. スタッフ全員で一人の利用者のケアを共有

設定

飛び石で休日訪問可能な体制を整えまし

5. ほとんどのサービスを責任をもって直接提供

た。2015年5月には、訪問看護ステーショ

7. ニーズがある限り期限を定めず継続的に関わる

6. 積極的に訪問が行われる

8. 1日24時間・365日体制での支援

図 3：西尾ら
（2005）によるACT プログラムの特徴

ています。

■犯罪被害者支援

から、ハーブ系危険ドラッグ
（通称「脱法

私たちは、マウスを用いた様々な実験
ハーブ」）の危険性を検証しました。そ
の結果、
「脱法ハーブ」に含まれる合成

いる様々な情報を一冊にまとめたパンフレット
「一人じゃないよ」
（図１）

カンナビノイドが、大 麻よりもはるかに

を作成しました。また毎年、犯罪被害者の精神的ケアを行う医療関

強力な依存性を持っているだけでなく、

係者を対象にした「犯罪被害者メンタルケア研修」
を実施しています。

短時間で脳細胞を破壊する毒性を持っていることがわかりました。この知見

図1：薬物の依存性を検証する実験
（条件付
け場所嗜好性試験）

薬物依存症は強い意志や厳しい刑罰では解決しま
せん。薬物依存症の人は、どれだけ長く薬物と離れて
いても、薬物になじみの深い人や物、場所などに遭遇
しただけで、脳にスイッチが入り、激しい欲求に襲われ
ます。必要なのは治療です。
私たちは、ワークブックを用いた治療プログラムを開
発し、現在、国内の医療機関への普及を進めており、
すでに少年院や保護観察所でも採用されています。

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

23.3日

※PORT導入前後の2年間で比較
（前後２年間比較できる方のみ抽出）
※対象人数：22名
PORT導入時平均年齢：41.2歳
（26～62歳)
●訪問導入後の方が入院回数が増えたのは１名のみ
（1回⇒3回）
●訪問導入後の方が入院日数が増えた方はいなかった。

図 4：PORT は利用者の入院回数・入院日数の減
少に寄与している

図2：
「脱法ハーブ」の含有成分を添加した2時間後、脳細胞
が破壊される

■薬物依存症治療プログラムを開発

34

160.8日

は危険ドラッグを規制する法律の制定に生かされています。

2014年度の第9回研修には43名が参加しました。

犯罪被害者のメンタルヘルス情報ページ
（http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/）

0.6回

入院日数平均

成分添加後

の研究を行っています。2014年度は、性暴力の被害者が必要として

導入後2年間

1.8回

成分添加前

■「危険ドラッグ」の危険性を検証

災害時こころの情報支援センターのホームページから PFA の手引書を読
むことができる

導入前2年間
入院回数平均

危険ドラッグ・薬物依存症治療の研究

深刻なストレス状況にさらされたばかりの人々への人道的、支持的かつ実際に役
立つ援助

NCNPでは、犯罪被害に遭われた方の心のケアや支援について

ソーシャルワーカー

図 2：多職種チームによる支援は、ときに職種の
垣根を超える

り、2014年度中に、3連休以上の場合には

3

作業療法士

図 1：支援者は当事者のリカバリープロセスの伴
走者となる

3. 支援の質の確保のため、利用者数の上限を

間・休日も支援提供が可能な体制を作っ

心理士
心理相談、認知行
動療法など

日常生活や就労に必 社会資源やサービス
要な技能の向上など の利用など

ず地域で支える精神科医療に貢献してお

ンとして病院から独立し、緊急時には夜

看護師
病 状・健 康 管 理、
合併症管理など

図1：性暴力被害者のための支援情報ハンドブック
「一人じゃないよ」
（http://www.ncnp.go.jp/
nimh/seijin/www/shiryo.html）

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回

なぜアルコールや薬物をやめなきゃいけないの？
引き金と欲求
精神障害とアルコール・薬物乱用
アルコール・薬物のある生活からの回復段階
あなたのまわりにある引き金について
あなたのなかにある引き金について
生活のスケジュールを立ててみよう
合法ドラッグとしてのアルコール
マリファナはタバコより安全？
回復のために—信頼、正直さ、仲間
アルコールを止めるための三本柱
再発を防ぐには
再発の正当化
性の問題と休日の過ごし方
「強くなるより賢くなれ」
あなたの再発・再使用のサイクルは？

SMARPP-16、SMARPP-28、自習ワークブック
「SMARPP-Jr.」

図3：治療プログラムに用いるワークブックとその目次
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社会貢献
4

NCNPの活動

科学や医療の道を志す若い世代へ
脳科学の意義や面白さを伝える活動もしています。

産学官連携
1

世界脳週間

■高校生向け脳科学の最先端体験ツアー

センターが保有する優れた発明や技術を
広く社会に生かすための取り組みをご紹介します。

産学官連携活動の推進

■研究成果を社会へ

NCNPでは、全世界で行われている
「世

NCNPでは、職員の研究が特許など知的財産としての活用可能性

界脳週間」キャンペーンに参加し、その一

があるかどうか、研究の早い段階から知的財産活用マネージャーらの

環として、若い世代に向けて脳科学の入

「目利き」が相談にのり、研究の進め方や発表の仕方やタイミングにつ

門から最先端の研究に触れられるイベント

いてアドバイスを行っています。研究成果が取りまとまると、職務発明

を開催しています。

審査委員会でNCNPが特許出願を行うのが適切かどうか審査を行い

2013年度からは主に高校生を対象に、

ます。

脳科学に関するレクチャーとNCNP内各

【職務発明審査委員会での審査後、特許出願に至った件数】

研究室の研究現場を見 学・体験するラ
ボツアーを実施しています。2015年度は、
７月18日に高校生53名、教員4名の合計
57名をお迎えし、半日にわたって開催いた
しました。

様々な色に染色された筋組織の標本を覗き込む高校生たち

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

10

11

15

16

24

■実用化に向けて

参 加した高 校 生 からは「 脳の最 新の

NCNP独自に研究を実施するだけでなく、企業や大学、他の連携

研究とiPS細胞のことがとてもわかりやす

機関等から、技術・ノウハウや研究費の提供を受けるなど、様々な連

く体験できました」
「最先端の研究のレク

携を行い研究成果の実用化を目指しています。これまでに、中枢神経

チャーと研究室を見学し、脳科学の面白

染色法の一つであるボディアン染色に用いるプロテイン銀の改良、品

さが感じられました」などの感想が寄せら

質管理について企業との共同実施、NCNPで設計開発した多種多様

れました。

なmicroRNAを既存のベクターに挿入した「MiCheck miRNA」の製

今後も、未来を担う若い世代に向けて、
研究・医療の最先端の現場から、情報

前半は遺伝子プログラムと脳形成に関するレクチャー

筋疾患の患者さんの筋組織を実際に顕微鏡で観察

職員の発明内容を学術的な新規性、企業連携の可能性、実用化の
見込みなど様々な観点から審査

品化などを行っています。

発信を行ってまいります。

NCNP の研究成果を応用した製品

受賞・認定
厚生労働省
倫理審査委員会認定
自分の脳の電気信号を筋電図と音で感じる実験

脳を快適にするという超高周波音を体感する

NCNP 倫理委員会は臨床
研究の倫理性と科学性につ
いて質の高い審査を行ってい

開催プログラム

るとして認定を受けました。

13:00 ～
13:05 ～

「世界脳週間」は脳科学の科学としての意義と社会

にとっての重要性を広く一般の皆さまに知ってい
ただくことを目的として世界的な規模で行われて
いるキャンペーンです。日本は 2000 年より特定
非営利活動法人「脳の世紀推進会議」が主体とな
り参画しています。毎年各地で様々なイベントが

開会挨拶 神経研究所長 武田伸一
レクチャー「脳科学と精神疾患～脳と精神の微妙な関係～」
神経研究所 病態生化学研究部長 星野幹雄
14:10 ～
ラボツアー
▪「自分の脳活動を電気で見てみよう」
病態生化学研究部
▪「脳はどのように創られるのか」
モデル動物開発研究部
▪「聞こえない超高周波音が脳を快適にするハイパーソニック・エフェクトの体験」
					
疾病研究第七部
▪「筋肉の病気はどのように診断するか？」疾病研究第一部
▪「患者血液からの iPS 細胞の樹立と骨格筋分化誘導の実際」
難治性筋疾患に対する創薬と再生医療への応用を目指して～				
			
遺伝子疾患治療研究部 疾病研究第五部
参加校一覧

開催されています。
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都立昭和高等学校
都立戸山高等学校
都立西高等学校
都立国立高等学校

都立武蔵高等学校
都立立川国際中等教育学校
都立桜修館中等教育学校

日本人初、樋口輝彦理事長が
「ゴールデン・クレペリン・メダル」
を受賞

荒木敏之部長
第 3 回テルモ財団賞を受賞

樋口輝彦理事長
（当時総長）
は、2003年よ

神経研究所 疾病研究第五部 荒木敏之部長

りドイツのマックス・プランク精神医学研究所

は、長年に渡って神経軸索変性の研究を遂行

の研究アドバイザリーを務め、特にうつ病の

し、そのメカニズムについてNAD 代謝の視

神経内分泌学的研究の日独共同研究を進め

点からユニークな研究成果をあげていること、

るなど、マックス・プランク精神医学研究所と

また、シグナル伝達系の阻害による神経軸索

NCNPの交流および共同研究を推進してきま

保護メカニズムを明らかにしたこと、その成果

した。この功績が評価され、2014年10月1

をもとに神経変性疾患であるALS の病態解明

日に精神医学の基礎研究や関連分野において

に取り組むなど、極めて精力的な研究を推進

顕著な業績を挙げた者に授与されるゴールデ

していることが評価され、受賞に至りました（写

ン・クレペリン・メダルを受賞しました。

真は、2015 年 3 月16日の贈呈式）
。

中川栄二 病院外来部長・小児神経科医長
てんかん研究褒賞を受賞
小児てんかんの成立機序の解明と診断・治療・発達評価の
開発研究により、てんかん研究褒賞を受賞し、2015 年 3 月6
日の授賞式において表彰されました。

太田深秀 神経研究所 疾病研究第三部室長
第12回アジア栄養学会議で「Young Investigator
Award」を受賞
緑茶特有のアミノ酸成分であるテアニンが統合失調症の臨
床症状を改善させ、睡眠の質を高める効果を持つことを明らか
にし、2015 年 5 月17日の式典において表彰されました。
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NCNPの活動

人材育成
1

臨床研究を支える医療者の育成のため
数々の研修セミナーを実施しています。

3

第11回NCNP神経内科短期臨床研修セミナー

■神経内科の面白さにふれる
日本中から神経内科に興味を持つ若手

TMCの臨床研究入門講座ワークショップ

医師が集まり、神経内科の面白さにふれる
２日間です。パーキンソン病、多発性硬化

■初心者が臨床研究のABCを学ぶ

症など神経内科の主な疾患の臨床、最先
端の研究についての講義とともに、診察の

TMCでは研究マインドをもつ医療者を育
てるため、2010年に当時の松岡部長と中川

仕方や基本的な検査、回診などの実習、

室 長 が中心となって臨 床 研 究 研 修 制 度を

研究所見学、懇親会など、当院神経内科

立ち上げました。夏季に初心者向け、冬季に

及び研究所の豪華な講師陣とレジデントの

経 験 者 向けの臨 床 研 究デザインに関 する

協力で、大変密度が濃く、神経内科の奥

ワークショップを各１回開催しています。これ

深さを堪能できるセミナーになっています。

はNCNP職員以外の一般の医療者にも公開

熱心に講義に耳を傾ける受講者

4

チ・クエスチョンに変換する練習と研究倫理
の基本原則を学ぶことを到達目標にしていま

講義風景

人工呼吸器実習の様子

小児神経セミナー

■NCNP小児神経セミナー

す。冬季は主任研究者を目指す人を対象に
臨床試験あるいは観察研究のプロトコル原

NCNPでは、小児神経専門医取得を目指

案作成を目指します。どちらも受講者の臨

す若手小児科医を対象にNCNP小児神経

床疑問を題材にした少人数演習と模擬ピアレ

セミナーを毎年夏に開催しています。小児

2015年７月までに実施した９回のワークショッ

夜の懇親会はおいしい料理とお酒を片手に盛り上
がった

自由なディスカッションが生まれる雰囲気

しています。夏季は漠然とした疑問をリサー

ビュー委員会の体験をしてもらいます。

真剣に聞き入るセミナー風景

講義資料

ポスターを貼りながら最後の確認

の神経学的診察法、てんかん・筋疾患・発
達障害などの診断および治療法、不随意

スをいただけることがよかった」などの感想が寄せられています。

運動の診かた、頭部MRI画像の読み方な

め方が分かった」
「講義が分かりやすく、モチベーションをあげる

臨床疫学、生物統計学、研究倫理を理解した医療者が質の

ど、すぐ使える講義・実習を３日間にわたり

ように工夫されていた」
「演習でエキスパートの先生からアドバイ

高い臨床研究を各地で発信できるようになることを願っています。

行っています。2015年で21回目の開催とな

プの総受講者数は299名になりました。受講者からは、
「研究の進

り、600名以上の受講者の多くが小児神経

2

専門医となって全国で大活躍しています。

筋病理セミナー

■若手医師向けのハンズオンセミナー

NCNPでは、若手医師に学習機会を提供すべく、毎年夏に

5

メンタルヘルスに関する多彩な研修

筋疾患の診断には、患者さんから筋肉を採取し、顕微鏡で

５日間の筋病理セミナーを2回開催しています。参加者12名のう

観察する「筋病理診断」が大変重要です。筋病理学の基本的

ち半分はセンター病院のレジデント、残り半数は日本全国から公

な知識は、神経内科や小児神経の専門医取得の必須条件とも

募で選ばれた医師です。このセミナーは人気が高く、例年外部

精神保健研究所では、精神保健医療

なっています。ところが、筋疾患は患者数が少ないため、筋病

倍率は7倍程度です。今年は第52回、第53回のセミナーが開

福祉の様々な重要な領域に関する研修会

理診断を行える専門家がほとんどいません。筋疾患専門家のい

催されました。これまでにこのセミナーで筋病理学の基礎を身に

を行っています。各テーマにおいて、昨年

るNCNPには、日本の筋病理診断検体の７割以上が送られてき

つけた500名以上の医師が日本全国の臨床の最前線で活躍し

度はのべ22回開催し1,002名が受講しま

ており、世界的にも有数の筋疾患診断拠点となっています。

ており、日本の筋疾患医療を下支えしています。

した。各領域の担い手育成（自殺予防で

■精神保健研究所の研修活動

の心理職の取組、発達障害を支える地
域づくり、精神障害者に対する個別就労
支援など）、最新の動向や好事例の普及

第 5 回自殺予防のための自傷行為とパーソナリティ障害の理解と対応研修

などを行っています。
小グループでの実習、内容別の分科
会形式、第一人者の講演など、きめ細か
な研修内容を各研究部が工夫を凝らして
企画し、精神保健医療福祉向上のため
に取り組んでいます。
講義では多くの症例を学ぶ
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切片の作製実習の様子

第 52 回精神保健指導課程研修のグループワーク
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NCNP

国立精神・神経医療研究センターの変遷

2015年〜

時代の要請に応えるため、常に変化を遂げてきた NCNP。

国立精神・神経センター
（武蔵病院、神経研究所、
精神保健研究所）

これからも、
病院と研究所が一体となった国立高度専門医療研究センターとして、
進化し続けていきます。

国立精神・神経医療研究センター

1978年〜

国立武蔵療養所神経センター

1945年〜

国立武蔵療養所の一機構として、 国立
武蔵療養所神経センターが発足する。

国立武蔵療養所

1940年〜

傷痍軍人武蔵療養所
傷病兵の中の精神疾患者を収容する施設
として現在の東京都小平市に開所される。

1945年12月、国立武蔵療養所に改称さ
れ、女性を含む一般国民が入所可能とな
り、国立の精神科病院として再出発する。

1985

国立武蔵療養所神経センター

創設時の傷痍軍人武蔵療養所
1948年の国立武蔵療養所

1941年の航空写真

1938

1940

1945

1950

1952

1955

1960

1965
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1986

1987

1952年〜
精神衛生法制定時（1950年）の国会附帯決議に基づき、千葉県市
川市国府台に国立精神衛生研究所設置。

1990

1995

2000

2005

2010年〜

独立行政法人
国立精神・神経医療研究センター
国立精神・神経医療研究センター病院、
同神経研究所、同精神保健研究所に改称。
2011年の国立精神・神経医療研究センター

国立国府台病院が国立精神・神経セン
ターに加わる
（2008年4月に国立国際医
療センターに組織移管）。

●センター
1986年10月
1987年 4 月
1987年10月

●病 院

1940年12月
1945年12月
1978年 1 月

●神経研究所
1978年 1 月

1986年10月

傷痍軍人武蔵療養所として設立

厚生省に移管､ 国立武蔵療養所として発足

国立武蔵療養所神経センターを併設

国立精神・神経センター設置により、同武蔵病院に
改称

国立武蔵療養所神経センターとして設立

国立精神・神経センター設置により、同神経研究所に
改称

1952年 1 月

国立精神衛生研究所として設立

1965年 7 月

社会復帰部を新設

1960年10月
1973年 7 月
1986年10月

精神薄弱部を新設

老人精神衛生部を新設

国立精神・神経センター設置により、同精神保健研究所
に改称
精神保健計画部、薬物依存研究部を新設

国立武蔵療養所、同神経センター、国立精神衛生研
究所を統合し、国立精神・神経センターを設置

国立国府台病院が国立精神・神経センターに加入
神経研究所に遺伝子工学研究部を新設
精神保健研究所に心身医学研究部を新設

1999年 4 月

精神保健研究所の精神薄弱部を知的障害部に名称変更

2003年10月

精神保健研究所に司法精神医学研究部を新設

2000年 4 月
2005年 3 月
2005年 7 月

2006年10月
2008年 4 月

●精神保健研究所

創設時の国立精神衛生研究所

2010

2015

センターは
30周年を迎え、
新たな時代へ

1987年〜

1980

1986年10月

1938年〜
国府台陸軍病院が精神神経疾患対策の
ための特殊病院に指定される。戦後は国
立国府台病院に改称。

1970

1975

1978

2016年

国立武蔵療養所、同神経センター、国立
精神衛生研究所を統合。それぞれ国立 2008年の国立精神・神経センター
精神・神経センター武蔵病院、同神経研
究所、同精神保健研究所と改称される。
その後、2008年に武蔵病院が国立精神・
神経センター病院と改称される。

国立研究開発法人

／

国立研究開発法人化から
現在

1986年〜

神経研究所に遺伝子疾患治療研究部を新設
精神保健研究所が小平地区へ移転

全国で初の医療観察法病棟（８病棟）
を新設

精神保健研究所に自殺予防総合対策センター開設

国府台病院は国立国際医療センターへ組織移管
武蔵病院は国立精神・神経センター病院に
名称変更

2008年10月

トランスレーショナル・メディカルセンター
（TMC）
発足

2010年 4 月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター設立
センターとして２つ目の医療観察法病棟
（９病棟）
を新設

2010年 9 月

センター新病院竣工

2011年 4 月
2011年12月
2014年 7 月
2015年 4 月

発足
脳病態統合イメージングセンター
（IBIC Ⓡ）
認知行動療法センター発足

精神保健研究所に災害時こころの情報支援センター
開設

教育研修棟竣工

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究
センターとなる
メディカル・ゲノムセンター
（MGC)発足
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NCNPの

NCNPの

組織

財務状況

2015 年 12 月 1 日現在

2014 年度

理事長
樋口 輝彦
理 事
水澤 英洋
理事
（非常勤） 池淵 恵美
加藤 一郎
南
砂
監事
（非常勤） 長崎 武彦
林 哲治郎

理事長

（樋口 輝彦）

監事

● 理事会

監査室長 ●

● 企画戦略室長

●

● コンプライアンス室長

運営会議

NCNP においては、研究所と病院が一体となり、精神疾患、神経疾患、筋疾患
及び発達障害の克服を目指した研究開発を行い、その成果をもとに、高度先駆的医
療を提供するとともに、全国への普及を図るため、医業収入、研究収入等の業務収
益や、国からの運営費交付金、補助金等収益などにより業務を行っております。

貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部

金額

資産

負債の部

41,167

負債

病院

精神保健
研究所

神経研究所

トランスレーショナル・
メディカルセンター
（TMC)

メディカル・
ゲノムセンター
（MGC）

脳病態統合
イメージングセンター
（IBIC ）

病院長（水澤 英洋）

神経研究所

● 第一精神診療部
● 第二精神診療部
●
●
●
●
●
●
●
●

神経内科診療部
小児神経診療部
脳神経外科診療部
総合内科部
総合外科部
外来部
手術・中央材料部
放射線診療部

● 臨床検査部
● 身体リハビリテーション部
● 精神リハビリテーション部
●
●
●
●

医療連携福祉部
臨床研究推進部
薬剤部
看護部

精神保健
研究所

研究所長（武田 伸一）
● 疾病研究第一部
● 疾病研究第二部
●
●
●
●
●

寄附金収益 0.3%

固定資産

36,656

固定負債

4,450

補助金等収益
0.3%

41,167

● 病態生化学研究部
● 微細構造研究部
● 代謝研究部

●
●
●
●

● 免疫研究部
● 神経薬理研究部
● 遺伝子疾患治療研究部
● 実験動物管理室

センター長（後藤 雄一）

精神保健計画研究部
薬物依存研究部
心身医学研究部
児童・思春期精神保健研究部
成人精神保健研究部
精神薬理研究部
社会精神保健研究部
精神生理研究部

● 先進脳画像研究部
● 臨床脳画像研究部
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金額

科目

15,855

人件費

8,237

業務収益

材料費

2,008

運営費交付金収益

委託費

1,788

補助金等収益

50

減価償却費

1,458

寄付金収益

44

支払利息

39

その他経費

2,326

臨時損失

4

経常収益

National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

15,407
10,321
4,246

資産見返負債戻入

532

施設費収益

135

その他収益

79

臨時利益
当期純損益

業務収益
67.0%

金額

経常費用

【表紙画像解説】

● 霊長類管理室

認知行動療法
センター

0
△ 452

これまでご紹介してきた研究活動は、運営費交
付金に含まれる
「精神・神経疾患研究開発費」や、
厚生労働省、文部科学省、独立行政法人科学技
術振興機構（JST）、医薬基盤研究所及び理化学
研究所からの競争的研究資金で行われております。
（この表では業務収益に含まれます。）

● 認知行動療法診療部
● 研究開発部
● 研修指導部

訪問看護
ステーション

ＭＲIで撮像した脳血流画像

国立精神・神経医療研究センター
〒187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1
／
〒187-8502［神経研究所］
〒187-8553［精神保健研究所］
☎ 042-341-2711［代表］

http://www.ncnp.go.jp

施設長（三山 健司）

副施設長

事務部門

●お問い合わせ
国立研究開発法人

センター長（堀越 勝）

● 総務部
センター長（松田 博史）

運営費
交付金収益
27.6%

（単位：百万円）

早期呼吸障害を伴う遺伝性ミオパチーの
筋線維の断面

センター長（和田 圭司）

41,167

● 中型実験動物管理室

● 臨床ゲノム解析部
● ゲノム診療開発部
● バイオリソース部
脳病態統合
イメージング
センター
（IBIC ）

負債純資産合計

● 知的障害研究部
● 社会復帰研究部
● 司法精神医学研究部

● モデル動物開発研究部

● 情報管理・解析部
● 臨床研究支援部

メディカル・
ゲノムセンター
（MGC）

33,840

損益計算書

● ラジオアイソトープ管理室

トランスレーショナル・
メディカルセンター
（TMC）

金額

事務部門

● 自殺予防総合対策センター
● 災害時こころの情報支援センター
●
●
●
●

その他収益 0.5%

2,877

資産合計

研究所長（中込 和幸）

疾病研究第三部
疾病研究第四部
疾病研究第五部
疾病研究第六部
疾病研究第七部

施設費収益 0.9%

流動負債

科目

病院

資産見返負債戻入 3.5%

4,510

純資産の部

認知行動療法
センター

7,327

流動資産

純資産

訪問看護
ステーション

■ NCNPの収益の内訳（2014年度実績）

金額

● 企画経営部
● 財務経理部

● 訪問看護係
● 管理者
● 総務課
● 人事課
● 企画経営課
● 企画医療研究課
● 財務経理課

蛍光色素で染色した
マーモセット脳のニューロン

概

● 労務管理室
● 研究所事務室
● 情報管理室
● 医事室
● 図書館

要

従業員数

マーモセット大脳皮質の断面

運営病床数
敷地総面積

常勤役員2名、常勤職員743名

（平成27年9月1日現在）
許可病床数：474床

床稼働病床数：466床

198,001㎡
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武蔵野の地に東京ドーム約4つ分の敷地を持つNCNPでは、四季折々の草花に出会えます。もし、お越しになることがありまし
たら、ぜひ散策して、当センターの魅力を肌で感じてみてください。

国立研究開発法人

〒187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1
〒187-8502［神経研究所］／〒187-8553［精神保健研究所］
☎ 042-341-2711［代表］ http://www.ncnp.go.jp
●交通アクセス
◆ 西武新宿線拝島行または西武遊園地行にて
「萩山駅」
（南口）
下車、徒歩7分
◆JR中央線国分寺駅乗換え、西武多摩湖線
「萩山駅」
下車、徒歩7分
◆JR武蔵野線
「新小平駅」
下車、徒歩10分

2015年11月発行

国立研究開発法人

