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。

8月

薬物依存症って何？

開催

NCNP市民公開講座・8月

「薬物依存症って何？」
薬物依存症治療センター
「脳の病としての依存症」
舩田正彦
（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部 依存性薬物研究室長）

「ダメ、ゼッタイで終わらせない予防啓発」
嶋根卓也
（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部 心理社会研究室長）

「薬物依存症からの回復に必要なこと」
松本俊彦
（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部 部長）

日時: 平成30年8月18日（土）13:30～16:30
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 教育研修棟1階
対象: 本講座に関心のある方
定員: 100名 参加無償、事前申し込み不要
【個別相談会】講演に並行して、薬物問題を抱えるご本人・ご家族・お知り合いのための個別
相談を実施します（個別相談は定員15名、無料、要事前申し込み）
申込〆切：8/10（金）
氏名・連絡先・相談概要を明記の上、電話・FAX・E-mailのいずれかでお申し込みください。

薬 物 依 存 症 とは、
自分の意志では

薬物の使用をコン
トロールできなく
なってしまう医学

的疾患です。
「もう
二 度と使 わない 」
と何回も誓い、
「こ

れが 最 後の一回」
と何十回も決意し
ながらも、また手を出してしまうのです。
今回の市民公開講座では、薬物依存症から
の回復には、専門的な治療と、安心して「薬
物がやめられない」といえる安全な場が必
要であることを、わかりやすく解説します。
【申込み先】薬物依存研究部

TEL： 042-346-1954（平日9：30～17：00）

9月

パーキンソン病

開催

NCNP
T

「チームで良くするパーキンソン病」
パート２：ベテラン患者編

パーキンソン病と診断されて５年以降の方を対象に、お
薬の使い方、リハビリテーション、生活上の注意、新し
い治療法など、パーキンソン病とうまく付き合う方法を
ＮＣＮＰのそれぞれの専門家が伝授いたします。
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■平成30年9月15日（土）13時30分〜16時30分
■会場：ユニバーサルホール ■参加無料、要申し込み

FAX： 042-346-1954

E-mail： kensyu-drug@ncnp.go.jp

■ 平成30年8月18日（土）
13時30分～16時30分
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：100 名程度
■ 対象：本講座に関心のある方
参加無料，申し込み不要
（個別相談のみ事前申し込みが必要）

9月

ブレインバンク

開催

診療科紹介

第18回市民講演会
「脳からこころを解き明かす」
気分障害は身近な病気で，誰でもかかる可能性がある。
気分障害などの精神疾患は，脳に痕跡を残さないと考え
られていたが，近年その考え方が改められてきている。
気分障害について最新の知見を知り，その原因を考える。
■平成 30 年 9 月 29 日（土）13 時〜 16 時
■会場：ユニバーサルホ―ル ■講師（敬称略）：中込
和幸（NCNP)，加藤忠史（理研），國井泰人（福島医大），
他 2 名 ■定員：100 名程度 ■参加無料，要申込み

脳神経外科

各部門紹介

精神リハビリ
テーション部
身体リハビリ
テーション部

●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

今後の講演会のお知らせ
※ 2018 年 7 月時点での予定です。
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専門看護室
●精神神経疾患の上手な診察の
受け方
脳神経外科
●学ぼう、
てんかんの最新治療
統合失調症早期診断・治療センター
●統合失調症の診断と治療の
正しい理解
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パーキンソン病・
運動障害疾患センター

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

地域精神科
リカバリーセンター

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

会場：国立精神・神経医療研究センター病院
教育研修棟 1 階 ユニバーサルホール

専門疾病センター紹介

会場のご 案 内

萩山公園前

もくきん か

むくげの花を乾燥させた木槿花は、生薬として皮膚炎や胃腸炎に用いられるそうです。

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

注意欠如・多動症（ADHD）に対する
NCNP の取り組み

NCNP
病院
診療科紹介

小児神経科
精神保健研究所

知的・発達障害研究部

中川栄二

稲垣真澄、加賀佳美

患者さんの生活の質を重視した
外科治療

注意欠如・多動症（ADHD）は小児のおよそ5％にみられ、近年最も
注目されている発達障害の一つです。5年前の診断基準の改訂によ
り診断例が急増し、我が国では三種類の抗 ADHD 薬が現在使用され
ています。ADHD は自閉スペクトラム症（ASD）、限局性学習症（学
小児神経科

中川 栄二

脳神経外科

習障害）、不器用、睡眠障害、二次的な精神障害など併存症が多い特

脳神経外科部長

徴を持っています。

NCNP診療チームの一員として

NCNP では病院と研究所が一丸となり ADHD の客観的な診断方法の確立や上記併存症の評価、治療効果

岩崎 真樹

ことが目的です。
「本当に診断が正しいのか」
「 手術

判定、新薬の治験など積極的な取り組みを行っています。脳機能評価法として脳波、近赤外線スペクトロスコ

NCNP 脳神経外科の得意分野は「機能的脳神経

をすることが患者さんのメリットになるのか」と

ピー（NIRS）を活用し、睡眠時脳波の紡錘波振幅増加（図1）と、前頭葉賦活時に右大脳皮質脳血流の低下を見

外科」です。当科が担当する主な手術には、てんか

いった視点で、神経内科や小児神経科、精神科、放

出しました（図2）。

んの外科治療、パーキンソン病やジストニアなど

射線科など他の診療科とのディスカッション・連

に対する脳深部刺激療法（DBS）、
「治る認知症」と

携を大事にします。また、最新の画像処理技術や手

画し、ADHD を含む発達障害に対する包括的な診療を目指しています。地域の皆様からのご相談やご紹介を

して話題の正常圧水頭症に対するシャント手術、

術ナビゲーションシステムを用いて、安全で確実

お待ちしています。

三叉神経痛や片側顔面けいれんに対する微小血管

な手術を提供しています。

睡眠障害評価入院プログラムや発達障害診断評価プログラム、小児の認知行動療法（CBT）プログラムを計

神経減圧術などがあります。脳卒中や脳腫瘍など
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１．ADHDの睡眠時脳波
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脳波振幅マップ(12Hz)
定型発達児(TDC)

の一般脳神経外科も診療します。機能的脳神経外
科は、手術によって患者さんの生活の質を高める

ADHD

NCNP脳神経外科の診療体制
5名のスタッフからなり、脳神経外科一般外来、て
んかんセンター外来（てんかん専門医担当）、DBS 外
来（機能的定位脳手術技術認定医が担当）を開設して
います。外科医の目と技を持った神経系総合医とし

㻞㻚㻜㻌㼡㼂㼊㻞

㻞㻚㻜㻌㼡㼂㼊㻞

画像処理による
手術計画

て、患者さんを診療します。

前頭部の睡眠時紡錘状波がADHDは高い
㻝㻝㻚㻣㻝㻤㻣㻌㻌㻴㼦
㻝㻝㻚㻣㻝㻤㻣㻌㻌㻴㼦

２．前頭部賦活課題施行時の脳血流変化

酸素化ヘモグロビン変化マップ(NIRS)
TDC

ADHD
ADHDでは、前頭葉機能賦活課題施
行中の成績が悪く、血流変化も乏し
い
2

顕微鏡手術
http://www.ncnp.go.jp/
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方の協力を得ながら、実際の生活に役立つ、作業療法らしさを盛り込んだプロ
病院紹介①

病院紹介②

施します。

・入院・デイケア・訪問看護での作業療法も引き続き行っております。どうぞ

精神リハビリ
 テーション部
と研究に取り組み、精神・神経・筋疾患と発達

願いいたします。

NCNP病院

年度、作業療法部門では「外来 OT プロジェク

センター・CBT センター・薬物依存症センター

活に役立つ、作業療法らしさを盛り込んだプロ

の作業療法も引き続き行っております。どうぞ

各部門
紹介

身体リハビリ
 テーション部

地域につなげる
リハビリテーション医療
身体リハビリテーション部は10年前と比べ、セラ

パーキンソン病、パーキンソン症候群、脊髄小脳変性症、ハンチント

の増築も行われ、ソフト面、ハード面共に充実し

ン病、ジストニアなどを対象に、神経内科、脳外科、精神科、リハビ

てきました。これは、神経難病に対してはリハビ

リテーション科、看護師、薬剤師、臨床心理士その他多くのスタッフ

リテーションが重要なことが分かり、需要が増し

や研究者がチームで、治療、ケア、研究に取り組んでいます。腰曲が

ているためです。私たちは、新たな試みに常に挑

りの治療法開発、不眠や不安に対する心理療法 ( 認知行動療法 ) の開

戦しながら、患者さんにとって有効なリハビリテー

発、地域と連携したリハビリテーション、パーキンソン病薬物療法

ションを実践すること共に、それを患者さんやご

認定薬剤師の認定などを進めています。

支えることを使命としています。

お待ち
す
していま

4 月入職の
セラピスト紹介

精神科作業療法部門では、入院病棟、デイケア、

リーの支援、社会参加の支援を行っています。さ
らに今年は、
「外来 OT プロジェクト」として、て

専門疾病センター

地域精神科
リカバリーセンター

PT17年目 加藤さん
PT1年目 滝澤さん

（旧・地域精神科モデル医療センター）

患者さんの地域生活・自己実現を支援

OT1年目 内野さん

精神科デイケアによる就労支援、訪問看護ステーションによる地域

ター・薬物依存症センターなどの先生方のご協

生活支援を主たる臨床活動とし、精研社会復帰研究部（現・地域・司

力を得ながら、実際の生活に役立つ、作業療法ら

法精神医療研究部）がそれぞれの機能強化を目指した臨床研究を実

しさを盛り込んだプログラムを実施します。

施してきました。今年度はセンター名を一新し、患者さんの自己実

当院の理念である「研究所と一体となって診療

現のプロセスを支援する個別ケアマネジメントを軸とし、それに基

害の克服を目指します。」を実践していきたいと

OT1年目 樋口さん

社会参加
地域生活

アウトリーチ支援

地域移行支援

地域精神科リカバリーセンター
研修・研究
訪問看護ステーション
㻼㻻㻾㼀

精神保健研究所
地域・司法精神医療研究部

連続性のあるケアマネジメント

ん か ん セ ン タ ー・睡眠障害 セ ン タ ー・CBT セ ン

と研究に取り組み、精神・神経・筋疾患と発達障

センタースタッフ一同で書いたパーキン
ソン病の患者さんご家族向けの書籍です。
第３版になりました。

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。

外来プロジェクト始めます！
！
訪問看護、医療観察法の患者様を対象に、リカバ

チームで良くするパーキンソン病・
運動障害疾患

ピスト数はほぼ３. ５倍となり、昨年度は療法室

家族、地域の支援者に伝え、連携して患者さんを

私たち
が
スタッフ

パーキンソン病 ・
運動障害疾患センター

ST10年目 小沼さん

づいて上記の臨床部門や地域の社会資源が連携してサービスを提供
するシステムの構築を目指します。

デイケア・精神科作業療法
（病院 精神リハビリテーション部）

病棟・外来

特

病院精神科診療部
医療福祉相談室
支援 臨床心理室
薬剤部
管理栄養部

色

センター病院近隣の地域に暮ら
す、統合失調症および重い気分障
害を有する患者さんを主たる対象
に、院外へのアウトリーチを含む、
「自分らしくいきいきと生活する
ための支援」を提供します。

思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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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
脳神経内科診療部

第二精神科

古澤 嘉彦

村上 真紀

2015年から2017年まで日本医療研

2018年4月より赴任致しました村上

究開発機構に出向し、2018年4月から

真紀と申します。これまでは精神科病

再び脳神経内科に戻って参りました。

院や少年矯正施設に勤務し、主に救急・

夏の楽しみ
センターの四季折々の花たちを楽しんで
いらっしゃいますか？

外来診療では神経内科疾患全般を担当しますが、特にパー

急性期医療や思春期を対象とした診療に取り組んで参りま

キンソン病をはじめとする神経変性疾患やジストニアなど

した。今後センターの一員として、質の高い臨床を提供で

夏の楽しみは、黄色い花びらがつやつや

を中心に診療をしております。また神経難病に合併する姿

きるよう努力するとともに、研究にも取り組んで参りたい

勢異常を対象とした専門外来も担当しております。何かあ

と思います。どうぞよろしくお願い致します。

と輝く金糸梅（キンシバイ）と、赤いフリ

りましたらお気軽にご相談ください。

永井秀明

ルのブーケのような花、百日紅（サルスベ
リ）です。キンシバイは病院の正面玄関の

金糸梅
（キンシバイ）

通路の両側に、サルスベリは向かって左側

上級専門修練医・レジデント紹介

の植え込みに咲いています。病院を訪れる
ときにちょっと立ち止まって眺めてみては

？

臨床検査部

新任医師へ5つのQuestion
①趣味
④出身地

②特技

②外食したものを家で再現すること
③桃

⑤自分を動物に例えると

小松 奏子
脳神経外科診療部

三田村 康衣

放射線診療部
①読書
②特にありません
③ピザ

渡辺 誌絵奈
6

④千葉県

平成 29 年度に当センターの

⑤コアラ

ボランティアとして、下記の
第一精神診療部

方々に活動いただきました。

①弓道、カメラ

・園芸ボランティアとして２名

②特になし

・病院案内のボランティアとし

③ご飯とパン

④大阪

レジデント

ボランティアの
ご紹介

③コロッケ

④福岡県

⑤アリ

日吉 史一

て 17 名

④東京

・洗濯物たたみ・話し相手ボラ

⑤カバ

小児神経診療部

第一精神診療部

①クラシック音楽

①読書、料理

②ヴィオラ演奏

②速読

③乳製品

③からいもの

④東京都

④埼玉県

⑤カピバラ

ボランティアnews

②指の柔らかさ

③焼き鳥、ラーメン

鈴木 文夫

⑤クラゲ

①滝巡り、ヨガ

②特になし

⑤牛

Volunteer News

④高知県

第一精神診療部

①テニスや水泳などのスポーツ

村岡 範裕

百日紅（サルスベリ）

①読書

③好きな食べ物

上級専門修練医

いかがでしょう？

榎田 嵩子

ンティアとして 17 名
誠にありがとうございます。
引き続きどうぞよろしくお願
園芸ボランティアの方とデイケアのみなさんによる就労園芸作業風景です

いいたします。

⑤狼
http://www.ncnp.go.jp/
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