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。

5月

開催

6月

パーキンソン病

開催

「チームで良くするパーキンソン病」

「夏の健康管理

パート1：若葉マーク患者編

■ 平成 30 年 5 月 12 日（土）

7月

気分障害（うつ病、躁うつ病）

開催

「うつ病克服のための新戦略」
■ 平成 30 年 6 月 2 日（土）
13 時 30 分〜 16 時
■ 会場：ユニバーサルホール
・うつ病とその診断法
・うつ病で大切な食事と運動
・うつ病の認知行動療法
・うつ病の復職支援 ほか

あ

い

さ

つ

医療連携福祉相談室を患者サポート
センターとしてリニューアルしました

■ 会場：ユニバーサルホール
・熱中症とその予防
・嚥下障害による脱水とその予防
■ 定員：100 名
■ 主催：嚥下障害リサーチセンター

5 年位までの若葉マークの
皆様に、病気との上手な
付き合い方を伝授します。

開催

ご

熱中症」

■ 平成 30 年 6 月 30 日（土）
14 時 30 分～ 16 時 30 分

13 時 30 分〜 16 時
■ 会場：ユニバーサルホール
チーム NCNP が、診断後

6月

健康管理
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診療科紹介

筋ジストロフィー

筋ジストロフィー市民公開講座

小児神経科

国立精神・神経医療研究センター（NCNP）

気分障害先端治療センター市民公開講座

平成 30 年

例年多くの方に参加いただいております筋ジスト
ロフィー市民公開講座を、7 月 7 日 ( 土 ) の午後
に開催します。治療研究の現状、摂食嚥下、在宅
支援、リハビリテーション、医療相談など様々な
テーマでの講演などを準備しておりますので、皆
様のご参加を心よりお待ちしています。

6 月 2 日(土）

参加費無料

時間：午後 13：30～16：00（開場 13：00）

定員 150 名

会場：国立精神・神経医療研究センター
教育研修棟 1 階ユニバーサルホール

1.うつ病とその診断法

2.うつ病の栄養学的アプローチ

3.うつ病の認知行動療法

臨床検査部・部長

疾病研究第三部・部長／気分障害先端

認知行動療法センター・センター長

治療センター・センター長 功刀 浩

堀越 勝

吉田 寿美子

4.当院のリワークデイケアについて

5.バイオバンク～新たな治療法・

うつ病のリワークデイケア臨床心理士

疾病研究第三部室長・バイオリソース管理室長

診断法開発を支えるしくみ～
川原 可奈

申込先
申込方法

申込締切

服部 功太郎

はがき：🏣🏣🏣🏣187-8502 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
気分障害先端治療センター 市民講座係
メール：kibunshougai@ncnp.go.jp
上記の宛先に氏名・参加人数・連絡先を明記のうえ
上記宛先へはがきをご郵送いただくかまたはメールを
お送り下さい。（お電話でのお問い合わせの受付けはご
ざいません）。ご質問はメールにてお願いいたします。
平成 30 年 5 月 31 日（木）

東京都小平市小川東町 4-4-1 主催：国立精神・神経医療研究センター 気分障害先端治療センター 功刀 浩

新任紹介

●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

医療連携講演会のお知らせ

「地域連携について考える
パーキンソン病を例に」
■ 平成 30 年 6 月 26 日（火）

19 時 30 分〜
■ 会場：ユニバーサルホール
・パーキンソン病について、神経内科医師、
リハビリ医師、薬剤師、在宅支援看護師の
それぞれの観点からお話しさせていただき
ます。
講演会終了後、情報交換の場を用意してい
ます。

8

各部門紹介

会場のご 案 内
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

看護部

至 新小平駅

研究所入口

研究所
本館

専門疾病センター紹介
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

てんかん
センター
4 ～ 5 月に花をつけるセンター敷地内の桐の大樹は、こだいら名木百選にも選ばれました。

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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診療科紹介

患者サポートセンター

NCNP
病院
診療科紹介

いつも皆様には大変お世話になっております。
私たち医療連携福祉部は、2010年に独立行政法人化した際に部門
として独立していなかった医療連携・在宅支援・医療福祉相談の3分
野の患者サービス向上を目指し発足しました。
医療連携福祉部長

三山 健司

小児神経科

正確に診断し
最先端の治療を行っています

現在であれば当然考えられるべき、入院前・入院中・退院後を通し

小児神経診療部長

ての病院のサービスを検討し提供するのが目的です。発足後も暫く

上記の3分野の職員は別々の部屋で活動していましたが、2014年には3分野の活動場所を1室にまとめました。
2015年には訪問看護部門がステーションとして独立、病院は退院支援を担当することとなり専従担当者を
配置しました。昨年10月には組織上も3分野を統一して、境目のないサービスを目指しています。
正式名称は「医療連携福祉相談室」ですが、わかりやすい愛称として「患者サポートセンター」を名乗るこ
とにいたしました。
より良い患者サービスを目指しますので今後ともご支援をお願い致します。

主な対象疾患と正しい診断
小児の神経疾患（中枢神経疾患、脊髄疾患、末梢
神経疾患、筋疾患）と発達障害を主に診ています。

佐々木 征行

最先端の治療
てんかんでは、初発の方から難治性の方まで最良
の薬物療法を行います。

詳しく病歴を聴取し、精密な神経学的診察を行い

先天代謝異常による中枢神経疾患では酵素補充療

ます。そして必要な検査を行い正確な診断を確定

法、免疫性中枢・末梢神経・筋疾患では免疫抑制療法

します。

を行います。これまで治療法のなかった脊髄性筋萎

小児神経科では、けいれん発作あるいは運動発

縮症に世界初の核酸医薬による治療も行っています。

達・知的発達の遅れを来す疾患を主に診療をして
います。種々のてんかん、脳性麻痺、大脳形成異常、
中枢神経変性代謝性疾患などが含まれます。希少

この奥でスタッフが執務しています。

画期的治療
抗てんかん薬で治療が困難であった難治性てんか

な遺伝性神経疾患を多数確定診断してきました。

ん患者さんでは、適応有無を判定し、てんかん手術

中枢神経疾患の他に脊髄性筋萎縮症などの脊髄疾

療法を行います。小児でのてんかん外科症例は国内

患、末梢神経障害、そして進行性筋ジストロフィー

随一です。脳外科治療を受けていただくことによっ

や神経筋接合部疾患あるいは筋炎などの筋疾患も

て、てんかんが治癒する方も増えています。

対象です。

4 月には新しいメンバーも加わりました。

カウンターで相談をお受けしています。

各分野のメンバーが一致協力しシームレスな患者サポートを目指します。
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新任紹介・ごあいさつ

NEW FACE

新任紹介・
ごあいさつ

医長

石山 昭彦

小児神経診療部

当院は小児の脳、脊髄、末梢神経、筋などに関する疾患の診療をしています。てん
かん、筋ジストロフィーの他、
「難病」に分類される希少疾患も多く、どういう時、ど
んなことで受診したらよいか悩まれ、
「こんなことで受診していいのかな？」と戸惑

どうぞよろしくお願いします！

われることもあるようです。我々はそんな「分からない」を「分かる」ように一緒に
解決していく科です。まず、ご相談ください。当科医師は20名ほどと国内随一で、
明るく活気あり、そして真剣に日々の診療・治療・研究に取り組んでいます。

看護部長

樋口 善恵

平成30年4月1日付で長野県のまつもと医療センターより転勤してまいり
ました。広大な敷地にきれいな花々が咲き乱れ、田舎から出てきた私の心を
慰めていただいております。

新任医師紹介
第一精神診療部

宇佐美 貴士

第一精神診療部

久保田 智香

4月より、縁あって当院に勤務させ

平成30年4月 よ り 当院 に 赴任致 し

ていただく宇佐美と申します。3月ま

ました久保田と申します。出身は神戸

私は、自律した看護師を育成し、質の高い看護を患者さんに提供できるよ

では福岡市精神保健福祉センターに勤

で、大学卒業後は名古屋で働いており、

務しておりました。前職では依存症やひきこもり等の支援

東京生活自体が初めてで、新鮮なことばかりで楽しいです。

うに環境を整えることが使命と考えております。当院は、研究所と病院が連

に携わっていました。関東での生活は初めてですので不安

NCNP で臨床・研究・教育に携われることを楽しみに致して

と楽しみが混在しています。どうぞよろしくお願いします。

おります。何卒よろしくお願い致します。

携し、研究できる恵まれた環境が整っております。この機会を生かし、精一杯
職務を遂行していきたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。

特命副院長

外来部長

中川 栄二

この度、特命副院長として、診療・経営・感染対策を担当することになりま
した。
当センター病院では、精神疾患、神経疾患、筋疾患ならびに発達障害につい
て、小児期から老年期まで全ての疾患の克服を目指しています。脳や神経・筋
の疾患の中には、病気の原因や治療方法が分からない難病も数多く存在して
います。特に、希少疾患や重症・難治性疾患の病気に罹ったために就学や就労、

脳神経外科

髙山 裕太郎

臨床検査部

睡眠障害検査室

都留 あゆみ

平成30年４月より、脳神経外科診療

平成30年4月より臨床検査部の常勤

部に勤務しております。横浜市立大学

医師として着任いたしました。これま

の関連病院で脳外科診療に従事した後、

で精神科と睡眠医学コースのレジデン

東北大学てんかん科でてんかん診療を学びました。当院で

トとして勤務しました。睡眠医学を通して患者様の QOL

はてんかん外科をはじめ、脳外科手術を通じて、患者さんや

改善のお手伝いができるよう、診療・研究に携わっていきた

地域に貢献できるよう努めます。

いと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

手術・中央材料部

麻酔科

土岐 圭伊子

放射線診療部

森本 笑子

初めまして。この度、麻酔科医とし

神経画像診断を専門としており、京

て赴任しました、土岐圭伊子です。外

都大学病院、UCLA（カリフォルニア大

科的治療が必要な患者さんや精神疾患

学ロサンゼルス校）でてんかんの臨床

で電気けいれん療法が必要な患者さんが、安心して処置を

と研究に携わってまいりました。その経験を生かし、てん

受けられるように、麻酔を担当させていただきたいと思い

かんセンターをはじめ各診療科の診療に貢献していければ

ます。よろしくお願いいたします。

と考えております。よろしくお願いいたします。

日常生活が妨げられて生活の質が低下して困っている方も大勢おられます。
これらの心や精神の病気、神経の病気、運動が妨げられる筋肉の病気、発達障
害をもつ患者様やご家族、介護者の生活の質の向上を目指した医療を提供し、
身体的、精神的、経済的負担等にも配慮した支援を行っていきます。
病院の各診療科と多職種間の連携役として、また研究所との橋渡し役とし
て、先端の医療サービスを一日でも早く届けられるよう全力で取り組みます。

第一精神診療部

山下 真吾

第一精神診療部の所属となりました
山下真吾と申します。レジデントとし
ての4年間の勤務を経て、この4月より
常勤として勤務させていただくこととなりました。引き続
き患者様のために努力していきたいと考えております。何
卒よろしくお願い申し上げます。
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病院紹介

NCNP病院
各部門
紹介

Information

Nature

看護部

NCNP四季便り
総務課長

患者のこころに寄り添う看護

電子カルテを見ながら情報を共有し、ケアについて話し合
います。

看護部では、患者さんの一番身近な存在として、

スタッフより

難治性の疾患や難病・精神疾患等、困難な疾患・障
がいに向き合う患者さんのこころに寄り添い、そ

院内教育を充実させるとともに、精神・神経

の人らしく生活できるための支援をしています。

に関連する専門看護師・認定看護師も研修を

入院から退院後の生活までスムーズに繋がるよう

企画して、看護部全体で学習の機会を大事に

に、カンファレンスで情報を共有し、多職種や地域
の医療・介護の担当者の方とも連携しながら、より
よい看護が提供できるように努めています。

しています。また、専門看護師・認定看護師
による市民公開講座も行っており、地域の皆
さんに向けた情報発信を行っています。

ンター内の桜の木にエナガが巣を作りました。エナガの体
重は 8g ほどで、日本で２番目に小さい鳥だそうです。因
みにスズメの体重は約 24g。3 月頃から樹木の枝や幹の
またに、袋状の精巧な巣を作り繁殖しますが、つがい以外
の鳥が子育てに参加してヒナに餌を与えることもありま
す。順調にいけば 4 月には雛が見られるかもしれません。
下の写真は、黒い顔と大きな黄色い嘴が特徴のイカルで
す。普段は群れを作って樹上で生活しています。

西武ライオンズ選手慰問

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。

【イカル】アトリ科、全長約23cm
宿舎周辺で数十羽が見られました

Volunteer News

病院コンサート

当院には医療ニーズが高く、外出するこ

NCNP では、音大やプロの有志の方々による病院コ

とが困難な利用者の方が多く入所されてお

ンサートを開催し、当院をご利用される皆様に楽しんで

り、多くのボランティアの方にご協力をい

頂いております。

診療情報

ただいています。先日、埼玉西武ライオン

3 月 8 日に東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重

ズの武隈祥太投手、野田昇吾投手が当院を

奏の特別コンサートを開催致しました。クラシック曲に

多職種連携による最新の治療・てんかん診療
全国拠点機関

NCNP は、てんかん

訪問してくださいました。普段会うことが

始まり、童謡や映画音楽、ジャズなどのバラエティ豊富

診療全国拠点機関に

ないプロ野球選手を間近にし、皆様緊張し

なプログラムが続き、アンコールの「あゝ人生に涙あり」

指定されました。わ

ながらも、質問をするなどして楽しく交流

では最高潮の盛り上がりの中で幕を閉じました。

を行い、最後に選手からユニフォームをい

てんかんは小児から高齢者にまであらゆる年齢層におこる病気ですが、原因を

が国のてんかん診療
連携の要としての役

ただきました。院内に近々展示の予定です。

早期に発見し、外科手術を含めて適切な治療を行うことで、てんかんによる脳

割を果たします。ま

障害を防ぎ、発達の促進や生活の質を高めることができます。

た、研究所や他部門

当センターは、小児神経科、精神科、
脳神経外科、脳神経内科のてんかん専
門医が連携し、診断から薬物治療、外
科治療までの高度なてんかん専門医療
を 提供 し、併存 す る 精神・身体 の 症状
も含めた包括的な治療を行っています。 NCNP てんかん市民公開講座
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春には多くの野鳥も営巣して繁殖します。今年３月にセ

【エナガ】エナガ科、全長約14cm
巣材を銜えたエナガとその巣

ボランティアnews

専門疾病センター

てんかんセンター

野鳥の巣作り

2018 年度も 5 月から開催します。（詳細は病院ホワ
イエに掲示いたします）

と連携し、先進的な
基礎的・臨床的研究
や新規抗てんかん薬
による治験を推進
し、てんかん医療の
進歩に貢献します。

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

「ぼくの飛行機」を歌い、盛り上がる一同

小雨降るお天気でしたが、会場内では手拍子足拍子の熱気に包ま
れました。
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