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。

4月

開催

嚥下障害リサーチセンター

「誤嚥性肺炎を予防する3つの方法」
医者から

ごえんせいはいえん

誤嚥性肺炎と
る前に
告げられた時に、
みなさんで
聴きに来てください。

国立精神・
神経医療研究センター

参加費無料

市民公開講座

国立精神・神経医療研究センター

嚥下障害リサーチセンター主催

誤嚥性肺炎を予防する 3 つの方法
4 月18 日 ( 土 ) 開場 10:00, 開始 10:30，終了 12:15

テーマ：

2020 年

内容 ・嚥下障害に気づいて誤嚥性肺炎を予防する
山本敏之（国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科医長）

・口腔ケアで誤嚥性肺炎を予防する
福本

裕 （国立精神・神経医療研究センター病院歯科医長）

・のどを鍛えて誤嚥性肺炎を予防する（リハビリテーション・実技講習あり）
西田大輔 （国立精神・神経医療研究センター身体リハビリテーション科医長）
権田朋子 （国立精神・神経医療研究センター身体リハビリテーション科言語聴覚士）

・場

所：国立精神・神経医療研究センター ユニバーサル・ホール
（東京都小平市小川東町 4-1-1 西武線萩山駅徒歩 7 分）
・対 象：どなたでもご参加いただけます
・定 員：100 人（事前申込制

先着順）

・申し込み：下記にメールでお申し込み下さい
（御名前をお書きください）
嚥下障害リサーチセンター宛
enge@ncnp.go.jp

近年，日本人の死因では，摂食嚥下障害
を原因とした誤嚥性肺炎が増えています．
本講義では誤嚥性肺炎を防ぐための内科的
なアプローチ，口腔ケア，そして摂食嚥下
リハビリテーションについて解説します．
申し込みは，enge@ncnp.go.jp にメール
してください．
■	2020年4月18日（土）
10時30分〜12時15分

■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：100 名〈参加費無料（事前申込制）〉
■ 対象：本講座に関心のある方

5月

多発性硬化症センター

開催

「第16回 多発性硬化症・視神経脊髄炎
講演・個別相談会」
多発性硬化症セ

国立精神・神経医療研究センター
多発性硬化症センター市民公開講座

ン タ ー は、 こ の 度
「第 16 回 多発性硬
化症・視神経脊髄炎
講演・個別相談会」

第16回

多発性硬化症・視神経脊髄炎
講演・個別相談会
日時
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臨床で期待される
反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）
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5月 16日（土）

13:00～16:30

と題した市民公開
講座を開催いたし
ます。
多発性硬化症の治
療薬、病態に関する
最新の知見、視神経
脊髄炎や多発性硬化
症の新規治療につい
てなどのお話をして
いただく予定です。

会 場 国立精神・神経医療研究センター
ユニバーサルホール（教育研修棟1階）
●第1部●

講演会

※申込み不要

13:00～13:30 MS/NMOの疾患修飾薬と最新治療
～当院の経験を踏まえて
13:30～13:50 非典型的MSの治療
～当院の経験を踏まえて
13:50～14:10 休 憩

岡本 智子

先生

林

先生

幼偉

14:10～14:30 治療薬開発と医師主導治験

佐藤和貴郎先生

14:30～15:10 MS/NMOの研究動向

山村

●第2部●

隆

先生

診療科紹介

個別相談会

15:30～16:30 ※先着16名（予約制、事前申し込みが必要）

◎ 相談時間： 15分間/人

（医師指名はご遠慮ください。当院かかりつけ以外の方を優先させていただきます）

◎ 相談ご希望の方は 5/8（金）までに FAXまたはEメールでお申込み下さい
FAX：042-346-1852
Eメール：mscenter@ncnp.go.jp
<お問合せ>

<後

国立精神・神経医療研究センター
MSセンター（火・水・木・金 9:00～16:00 内線3539）
〒187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1 電話：042-341-2711（代）

総合外科部

援 > NPO法人日本多発性硬化症協会（中島事務局長 電話：03-3847-3561）

■	2020年5月16日（土）13時00分～16時30分
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：150 名〈参加費無料／個別相談のみ事前申込制〉
■ 対象：本講座に関心のある方

各部門紹介

薬剤部
臨床心理室

●各市民公開講座の申し込みにつきましては病院ホームページをご覧ください
専門疾病センター紹介

会場のご 案 内

筋疾患センター

国立精神・神経医療研究センター
（NCNP）
教育研修棟1階 ユニバーサルホール

多発性硬化症
センター

至 新小平駅

研究所入口

研究所
本館

施設紹介
六
小
通
り

病棟

中央館

3台

診療棟

北側通用門

6台

青梅街道駅北
至 青梅街道駅

正門

4台

小平市
プール

萩 山通

り

北

萩山公園前

小平市グラウンド

至 萩山駅

●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
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認知行動療法
センター

http://www.ncnp.go.jp/
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TOPICS

診療科紹介

臨床で期待される
反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）

NCNP
病院
診療科紹介

総合外科部

反復経頭蓋磁気刺激
（rTMS）
は神経活動を調節するニューロモデュレー
ション（neuromodulation) の一つで、磁気を用いて脳を非侵襲的に反復
刺激する治療法です。精神科領域では治療抵抗性の中等症うつ病への有
効性が確認され、海外で臨床導入されていました。日本においても抗うつ
薬で十分な効果が認められないうつ病を対象とした rTMS が2019年6月
に保険適応となり、当院でも導入の準備をしています。準備が整い次第ご
病院第一精神診療部医長

野田 隆政

手術治療の可能性がある
科の部門です

案内いたします。
総合外科部長・副院長

また、治療抵抗性に経過する双極性障害抑うつ状態に対して、先進医療

三山 健司

制度の基、偽刺激を対照とした二重盲検比較試験を行っています。治療ス
ケジュールは週5日、4週間実施し、その後28週間経過をみていきます。本

総合外科部は当センターが独立行政法人化した

目指しますが、患者さんの体力・状態に応じて、可能

制度により rTMS の有効性と安全性を検証し、治療が難しい双極性障害

際の組織改革で設けられました。当院ではセンター

な中で最善の選択を目指すよう努めています。治療

抑うつ状態への rTMS 療法の保険収載を目指しています。適応の基準な

の専門領域に関る手術を行う科として脳神経外科

（手術）によっては非常勤医が元々勤務している病

ど の 詳 細 は https://www.ncnp.go.jp/press/release.html?no=448 を

があります。総合外科部は当センターにおかかり

ご参照ください。適応となる患者

の患者さんが、手術を必要とするような体の状態に

さんがご希望されましたら、ECT/

なった場合の診療を担当する部門です。

rTMS 専門外来へご紹介ください

現在常勤医がいるのは、外科・整形外科・歯科口

ますようお願いいたします。

腔外科の3科のみです。耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科は

TMSコイル

院に転院の上での診療となる場合もあります。
各科とも入院患者さんがメインの対象ですが、外
科のみは外来の初診患者さんも受入可能です。

他の医療機関受診のサポートも行います

他の医療機関に勤務の医師が非常勤で診療を行っ

当院内で対応できない診療について、他院受診の

ています。外科・整形外科・歯科口腔外科でも必要

ご希望がある患者さんについては大学病院などに

な場合は専門領域の非常勤の医師に応援を求めて

向けての診療情報提供のサポートも行います。状態・

います。

体力などによっては受け入れて頂きにくい場合も

診療内容としては、可能であれば標準的な診療を

あるため、予めの相談にも乗っています。

磁場

頭蓋内に
発⽣する渦電流

A
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病院紹介①

薬剤部
薬剤部

薬剤部長

病院紹介②

臨床心理室

NCNP病院
各部門
紹介

髙崎 雅彦

臨床心理室室長

薬の適正使用に向けて

今村 扶美

特性に合った心理支援の実践

筋疾患センター

小牧 宏文

多部門が連携し最新の知見に
基づき診療や研究を行っている

臨床心理室では、多部署によるカンファレンス

チームです。NCNP は長年にわ

剤 ) だけでなく、患者さんに薬について説明 ( 服

を定期的に行うなど、多職種連携をはかりながら

たる筋疾患の診療、研究の実績を

薬指導 )、入院患者さんの薬や副作用等のチェッ

心理療法を行っています。個別の心理療法では、

有しており、それらの経験をもと

ク、患者さんや院内スタッフに薬についての情報

主に認知行動療法を用いますが、患者さん個人の

に筋疾患の医療向上への貢献を目指しています。専門

の周知伝達 ( 医薬品情報 ) 等を行っています。ま

特性に合わせた柔軟な対応を心がけています。集

外来を開設しており、日本で最も多く筋疾患の診療を

た、入院病棟においては感染対策チームや抗菌薬

団の心理療法は、症状とうまく付き合うための対

担当している病院の一つであり全国各地から患者さん

適正使用推進チーム、栄養サポートチーム、認知

処プラン作成や、発達障害の特性がある方向けの

が受診されています。小児から成人まですべての年齢

症サポートチームなどのチーム医療に参加し、医

スキルアッププログラムなどがあります。心理検

で対応が可能です。NCNP は筋ジストロフィーを対象

師の処方設計への参画や、医師・看護師からの薬

査を活用し、ご本人の特徴や課題を共有した上で

とした医薬品の開発でも中心的な役割を担っています。

の使い方の相談に対する受け答えをしています。

治療を開始するのは、当院心理室ならではの特徴
です。

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。

精神疾患、神経疾患を専門とする当院では、
「精神科薬物治療認定薬剤師」、「パーキンソ

多発性硬化症センター センター長
山村 隆

多発性硬化症センター

ン薬物療法認定薬剤師（当院認定）」が在籍
しており、患者さんの薬物治療のお手伝いを
しています。また、てんかんの市民公開講座
では地域の皆さんに向けた薬に関する情報発

センター長

多部門が連携し先駆的な診療、研究を展開

薬剤部では、処方箋をもとに薬を調合する ( 調

スタッフより

筋疾患センター

再発しない治療を目指して

信を行っています。

多発性硬化症（MS）や視神経脊髄炎
（NMO）の診療経験の豊富な医師が、
患者さん個々の病態に配慮した医療
を実現するために、研究・診療活動を
行っています。バイオマーカーや新
薬開発研究の実績は内外で評価され、毎年のように学会賞

承認医薬による標準的治療を実施する体制

を受賞しています。本センターで産まれたシーズをもとに

を整備するとともに、薬剤でコントロール

開発された NMO の IL-6受容体阻害療法は、１００年に一

できない病態に対して、血液浄化療法を導

度の業績として海外で紹介されています。また「腸内細菌

入しています。障害を残さない医療、日常

叢と MS」
「 新しい病気 NINJA」
「 二次進行型 MS の免疫異
常」など新たな分野でも、画期的な成果をあげています。
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治 療の特 色

生活の維持を目指す医療、再発しない治療
を目指しているところに特徴があります。
NCNP 診療ニュース Vol.15
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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。

Nature

認知行動療法センター

NCNP 四季便り
情報システム顧問

認知行動療法は、悩み事を抱える方の

認知行動療法センター
センター長

堀越 勝

よう科学的な検証を行っています。また、

永井 秀明

椿めぐり
木へんに春と書いて「椿：つばき」。

考え方のくせを柔軟にし、新しい行動に

当センターでは世界に先駆け、人工知能

チャレンジしながら、その人らしい生き

やバーチャル・リアリティといった最新

まさに日本の春を代表する花です。

方ができるよう、その方とセラピストが

の情報技術と認知行動療法を融合させる

江戸は元禄のころ一大ブームが巻き起こり、華麗な花を求めて

一緒に問題の解決に取り組んでいく心理

研究も行っています。

盛んに品種改良され、その数は数百にも及んだとか。

人と人とのかかわりが
心をケアする

療法です。海外では多くの悩み事に対し

さらに、当センターの大きな使命の一

て認知行動療法の科学的な検証がされて

つ が、認知行動療法 を 実施 す る セ ラ ピ

いる一方、日本では不十分と言われてい

ストの養成です。当センターでは、年間

ます。当センターでは、医師・公認心理師・

500名を超える対人援助職の方に対して

看護師・助産師・薬剤師といった多職種が

認知行動療法の習得のための研修も精力

協力し、悩み事を抱えるすべての方に対

的に行っています。

学名は Camellia Japonica。

このセンターにもたくさんの椿があります。
一重咲き、八重咲き、花びらがウェーブしているものなどなど。
元禄の世に思いを馳せて、椿めぐりはいかがですか？

病院 NEWS

して日本でも認知行動療法が提供できる

総務部総務課

総務課長
小澤 正信

院内絵画紹介
当センター病院デイケアに絵画講師として

ご寄附いただいた「瀞流」は、総理官邸会

お招きしております尾関静枝先生（日展会友、

議室に平成３０年（2018 年）１２月８日から

光風会会員）が描かれた「瀞流」を令和元年

平成３１年（2019 年）３月９日まで展示され

（2019 年）１１月１５月に当センターにご寄
附いただきました。尾関静枝先生からは、平
成２５年（2013 年）にも作品２点をご寄附
いただいております。

ておりました。
現在、病院コンビニ（グリーンリーブス）
前に展示しております。
ご来院の際に、ご覧いただければ幸いです。

尾関静枝先生と瀞流の展示風景
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