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
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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
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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。
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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。
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■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。
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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
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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
NCNP ANNUAL REPORT 2014-2015

33

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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NCNPの活動

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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