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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。
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