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。

10月
開催

10月

専門看護室

開催

睡眠障害センター

「よい睡眠で
健康に！」

「知っていますか？フレイルのこと
～神経・筋疾患をもつ方が
いきいきと暮らすために～」
～神経・筋疾患をもつ方がいきいきと暮らすために～

市民公開講座

＊フレイルとは、体がストレスに弱くなっている
状態のこと。早く介入をすれば元に戻る可能性
があります。高齢者のフレイルは、生活の質を
落とすだけでなく、さまざまな合併症も引き起こ
す危険があります。

13：35～13：55 神経筋疾患の方がフレイル状態になったら
慢性疾患看護専門看護師

三好 智佳子

13：55～14：15 食べにくい，飲みにくい 困った時の対処法
摂食・嚥下障害看護認定看護師

臼井 晴美

14：15～14：35 あきらめないで！適切な排泄ケアでフレイル予防！
皮膚・排泄ケア認定看護師

天池 光

14：50～15：20 「質疑・応答」

日程 2019年 10月5日（土）
場所

13：30～15：30

国立精神・神経医療研究センター病院
教育研修棟 ユニバーサルホール

定員 100名

参加費無料
事前申込不要

お問合わせ先：看護部 （五十嵐・中島）
住所：東京都小平市小川東町4-1-1
電話：042-341-2711（代表）

T

睡眠障害センター主催 市民公開講座

よい睡眠で健康に！

10 19

日時：2019年
月
日(土)
13：30〜16：00（開場 13：00）

参加費
無料

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）

毎 年、 専 門 看

定員：100名

護室では専門看護
師、認定看護師に
よる講義を行って
おります。今年は、
“フレイル”につい

NCNP

※予約不要、先着順。定員になり次第締め切ります。
※会場案内図、よくある質問は裏面をご覧ください。

〜プログラム〜
第1部 睡眠障害 ちゃんと眠れていますか？

O

P

I

C

診療ニュース
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睡眠導入剤が止められない・
減量できない患者さんへ

2019.
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— 専門医が教える睡眠障害の解説

松井 健太郎（睡眠学会認定医）
第2部 ぐっすり眠るための秘訣
— 認知行動療法を応用したよい睡眠のコツ

中島 俊（臨床心理士／公認心理師）

＜お問い合わせ先＞
〒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
精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部
（担当：綾部）
電話：042-341-2711（代表）
※「市民公開講座の件」とはじめにお伝えください

て 取 り 上 げ ま す。
神経・筋疾患の患

第 1 部 睡眠障害 ちゃんと眠れていますか？
ー 専門医が教える睡眠障害の解説

（松井 健太郎）
第 2 部 ぐっすり眠るための秘訣
ー 認知行動療法を応用したよい睡眠のコツ

（中島 俊）

者様に限らず一般
市民の皆様の介護
予防にも役立つ知
識となっておりま
す。ご来場をお待
ちしております。

■	2019年10月5日（土）13時30分～15時30分
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：100 名 〈参加費無料〉
■ 対象：本講座に関心のある方

■
■
■
■

2019年10月19日（土）13時30分～16時
会場：ユニバーサルホール
定員：100 名 〈参加費無料〉
対象：本講座に関心のある方

診療科紹介

脳神経内科

各部門紹介

放射線診療部
療育指導室

11月
開催

統合失調症早期診断・治療センター

「統合失調症とうまく付きあおう」
当センターでは、毎年一般市民の皆様に
向けて、統合失調症に関する市民公開講座
を開催しております。今年は、
「統合失調
症とうまく付きあおう」と題し、統合失調
症の症状に対しどのような対応の方法があ
るかなど、当事者の方やご家族、支援者の

方々にお役に立てる内容となっておりま
す。ご来場をお待ちしております。
■
■
■
■
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2019年11月23日（土）13時～16時
会場：ユニバーサルホール
定員：100 名 〈参加費無料〉
対象：本講座に関心のある方

●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

睡眠障害
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

認知症センター

至 新小平駅

研究所入口

研究所
本館

六
小
通
り

病棟

中央館

3台

新任紹介

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

診療科紹介

睡眠導入剤が止められない・
減量できない患者さんへ

NCNP
病院
診療科紹介

脳神経内科

睡眠導入剤が止められない・減量できないとお悩みの方の参考にな
れば幸いです。
睡眠導入を止める・減量をする目的は何でしょうか？適切な睡眠が
えられている、もう服用しなくても良いのではないかと考えている
方は主治医の先生と相談して段階的に減らすとよいでしょう。
しかし、相談される患者さんの中には「いつの間にか薬の量が増え
第二精神診療部
第一司法精神科医師

船田 大輔

難病診療・地域医療に貢献し、
高度な医療を
やさしく提供します

て心配なので自分で減らそうとしても減らせない」という方もいま
特命副院長・脳神経内科診療部長

す。その場合も主治医の先生と相談することが必要です。薬の量が増

髙橋 祐二

えたのは、睡眠だけでなく、もともとの病気の具合にもよるからです。
睡眠以外の症状がよくならないと睡眠導入剤を減らすことも止める

ことも難しい場合があります。主治医の先生と相談しながら病気の症状が安定するのを待ってから睡眠導入
剤を段階的に減らすことをおすすめします。
相談がしづらい人は主治医の先生でなくても、担当の看護師、訪問看護師、ヘルパー、保健師、薬剤師、ケア
マネージャー、ソーシャルワーカーなどの職種で話しやすい人に相談してみると良いでしょう。

当院脳神経内科の紹介

ドライン策定などに携わり、本邦の医療をリードす

脳神経内科が対象としている症状は、動きにくい、

る立場を担っています。また、専門分野も、神経遺

歩きにくい、力が入らない、ふらつく、しびれ、頭痛、

伝、生理、病理、心理、嚥下など、神経疾患の専門分

物忘れなど多岐にわたります。当院脳神経内科では、

野領域をほぼカバーしています。

患者さんの症状や経過を丁寧に伺い、丹念な診察と
詳細な検査を行って診断を確定します。パーキンソ
ン病・脊髄小脳変性症・筋萎縮性側索硬化症などの
神経変性疾患、多発性硬化症、自己免疫性脳炎など
の免疫性神経疾患、アルツハイマー病・レヴィ小体
型認知症などの認知症、筋ジストロフィー・筋炎な
どの筋疾患、慢性炎症性脱髄性多発神経炎などの末
梢神経疾患、てんかん・片頭痛などの発作性疾患と、
幅広い神経・筋疾患を対象に、最先端の診断・治療を
提供しています。
脳神経内科は12名のスタッフから構成されてい
ます。各スタッフが上記疾患の専門家として、ガイ
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診療情報
脳神経内科では院内各部門との連携により、薬
物治療以外にも様々な治療法を実施していま
す。例として、認知行動療法 ( 精神科 )、パー
キンソン病の深部脳刺激療法（脳神経外科）
、
疼痛に対する脊髄電気刺激療法（整形外科）
、
パーキンソン病や脊髄小脳変性症に対する集中
リハビリテーション
（リハビリテーション科）
（括
弧内は主たる連携部門）などが挙げられます。

NCNP 診療ニュース Vol.12
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病院紹介①

病院紹介②

放射線診療部
放射線診療部

一般撮影主任

療育指導室

NCNP病院
各部門
紹介

曽根原 純子

療育指導室長

中村 友亮

X線骨密度測定装置が新しくなりました！

丁寧に寄り添い、入院生活をサポートします

放射線診療部からは昨年11月に更新された、最

療育指導室は小児神経診療部長のもと、療育指導

新 の X 線骨密度測定装置 に つ い て 紹介 し ま す。

室長、主任保育士、児童指導員、保育士で構成さ

本装置は二重エネルギーエックス線吸収測定法

れています。

(DXA）により骨量測定を行うもので、従来の骨

療養介護などの障害福祉サービスを利用し、２階

密度 (BMD)、脂肪量や除脂肪量といった体組成

南病棟または６病棟に入院されている重症心身

の測定に加え、新たに海綿骨スコア (TBS) の算

障害などの患者さんにレクリエーション行事の

出も行えるようになりました。この値は腰椎測

提供やご家族も含めた相談援助を行っています。

定データーより導かれ、骨強度の決定因子である

今後とも、患者さんやご家族に丁寧に寄り添い、

骨微細構造の簡便な評価法として期待されます。

関係職種とともに入院生活をサポートしていき

筋肉量や骨折リスク評価等、活用の場は広がって

ます。よろしくお願いいたします。

います。ぜひ、大いにご活用いただければと思い

睡眠障害センター
さまざまな睡眠の悩みに
対応します
我々の取り扱う睡眠障害には夜の眠りが悪くなる
不眠症だけでなく、夜に十分寝ても日中眠くて起
きていられない状態や、夜間睡眠中に生じる異常

臨床検査部

松井 健太郎

診療情報
日本睡眠学会専門医、歯科医、日本睡眠学会認定検
査技師、臨床心理士など、専門性の高い多職域の医
療スタッフが連携し、睡眠専門外来での診療および
研究を行っています。10 月には市民公開講座も予
定しておりますので、ぜひお役立てください。

行動、望ましい時刻に眠りがとれない状態等、様々
な問題が含まれます。当センターはこれらのあら
ゆる睡眠問題に対応可能な国内有数の睡眠医療施
設であり、適切な診断と最良の医療を提供して参
ります。さらに、精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研
究部と連携し、これらの睡眠問題の解明と新たな
治療法の開発を進めております。

カンファレンスの様子

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。

ます。

睡眠障害検査室医長

医療連携福祉部
医療連携福祉相談室医長
塚本 忠

認知症センター
認知症に関する研究・臨床・
看護・介護の中軸として

療育活動の様子
HOLOGIC 社製
Horizon X 線骨密度測定装置

平成29年度に設置された認知症センターは3年目を迎
えております。認知症センターを構成する精神科医師・
脳神経内科医師・脳神経外科医師により、東京都地域連

最新情報

携型認知症疾患医療センターを運営し、専門疾病外来

平成30年から、小平市高齢者支援課、地域包

としてもの忘れ外来を開いております。NCNP 内の治

括支援センターと協力して始めた小平市「も

験・臨床研究の参加者のリクルートメントに協力し、バ
イオバンクと協力して検体の採取・登録を行い、定期
的に院内でオレンジカフェを開催しております。また
NCNP 内で市民公開講座を毎年開催しております。
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の忘れチェック会」は年に5，6回開催するに
至っており、認知症を心配される市民の方々
への啓発や認知症予防の知識の普及をしてお
ります。

NCNP 診療ニュース Vol.12
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Information

新任紹介・ごあいさつ
Nature

新任紹介・ごあいさつ

NEW FACE

NCNP 四季便り
情報システム顧問

新任医師紹介
第二司法精神科

岩田 遼

第一精神診療部

永田 貴子

精神診療部の永田貴子と申します。
私は過去に当院で初期臨床研修、
司法精神レジデント、リサーチレジデントとして勤務し、
その後、厚生労働省等を経て今春に再度、入職させてい
ただきました。数年ぶりの臨床現場でご迷惑をおかけ

ます。

岡野 宏紀

第一精神診療部

えるハナミズキ。

①公園巡り、②ジェンガ、③じゃがりこ、

当時の東京市に、ソメイヨシノの返礼で

④茨城県、⑤ひつじ

贈られてきたのだそうです。

白石 朋敬

④千葉、⑤とかげ

上月 直樹

脳神経内科診療部

②特技

④出身地

つくば市、⑤犬

岩波 那音

小児神経診療部
⑤ネズミ

⑤自分を動物に例えると

河野 修

①散歩、②早食い、③とんかつ、

平 賢一郎

①映画鑑賞、②ギター、③カレー、④熊本県、
⑤ラプトルに憧れます

④東京都世田谷区、⑤ミーアキャット

小児神経診療部

末永 祐太

①散歩、運動、ボーリング、映画、②水泳、

小児神経診療部

伊藤 正範

① e-Sports、②スケート、③アイス、④愛媛県、
⑤ハリネズミ

③唐揚げ、餃子、スープ、④神奈川県、⑤にわとり

小児神経診療部

田畑 健士郎

①筋トレ、②どこでも寝れる、③焼き肉、

脳神経外科診療部

横佐古 卓

①漫画を読むこと、②どこでもいつでも寝られること、
③体に悪そうなもの、④徳島県、⑤思いつきません

病 院 施 設 紹 介
●●●●●●

Cafe

オレンジカフェへようこそ
第一精神診療部

横井 優磨

大町 佳永

オレンジカフェは、認知症のある方、介護をさ
れている方、認知症に関心のある方など誰でも参

小児神経診療部

上級専門修練医

脳神経内科診療部

①映画鑑賞、②特になし、③カレー、④茨城県

①バイク、②特になし、③天ぷら料理、④埼玉県、

③好きな食べ物

大正時代、米国ワシントン D.C. から

染谷 知恵

第一精神診療部

①散歩、②アルペンスキー、③適度に辛いもの、

①趣味

やつやと輝く赤い実に。秋の空にも映

④カンザス州 ( 米 )、⑤たぬき

張りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げ

新任医師へ5つのQuestion

秋風が立つころになると、緑色からつ

①音楽・映画、②英語、③天ざる蕎麦、

脳神経内科診療部

上級専門修練医・レジデント紹介

ナミズキ。花びらのように見えたのは、
花は目立ちませんが、ちゃんと実を結び

⑤猫

するかもしれませんが、皆様のお役に立てるように頑
ます。

病院前のロータリーに、春に咲いたハ
つぼみを包んでいた苞（ほう）。本当の

①芸術鑑賞、②すぐ寝る、③抹茶、④愛知県、

４ 月 １ 日付 で 着任 し ま し た 第二

？

永井 秀明

秋にも映えるハナミズキ

④千葉県 / 福島県、⑤馬

加できる認知症カフェです。毎月第四水曜日に開
催し、開放的な空間でくつろぎながらも、参加者
からの話題提供、介
護などの相談、最新
の研究など色々な話
が飛び交います。み
んなでおはなし、オ
レンジカフェにご参
加お待ちしています。

林 泰壽

小児神経診療部

①ジョギング、②急須で緑茶を美味しく入れる
こと、③和食全般、④静岡県、⑤カメ

レジデント

第一精神診療部

東宙

①海外ドラマ鑑賞、②標準語、③ヨーグルト、
④奈良、⑤ヘビ
6

小児神経診療部

山本 晃代

①料理、最近始めたギター、②冷蔵庫の残り物
で１品、③辛いもの、④北海道、⑤ねずみ
http://www.ncnp.go.jp/
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