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

看護部

11月

専門看護室

開催

「病気とうまく付き合うために
～精神疾患・認知症～」
㻌
㻌

病気とうまく付き合うために㻌
～精神疾患・認知症～㻌

市民公開講座
参加費無料
㻌 㻌 㻌 事前申込不要

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

13：35～14:35㻌 認知症編
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
認知症看護認定看護師㻌 野﨑㻌 和美
㻌 14：50～15:50㻌 精神疾患編
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
精神看護専門看護師㻌 佐伯㻌 幸治
16：00～16：30㻌 「質疑・応答」

日程
㻞㻜㻝㻤年㻌

㻝㻜月㻞㻜日（土）㻌 㻝㻟：㻟㻜～㻝㻢：㻟㻜㻌

場所
国立精神・神経医療研究センター㻌 㻌
教育研修棟㻌 ユニバーサルホール㻌

NCNP てんかんセンター市民講座

「てんかんとともに生きる」

精神疾患や認知症をも
つ方およびそのご家族

１．てんかんに伴う高次脳機能障害とその対処法
２．てんかんの生活と就労

の方が、医療とよりよ
い関係を築いていくた
めに役立つ受診や健康

３．てんかんの社会支援・福祉制度
４．てんかんと自動車運転

管理の方法についてお
話し致します。皆様の
ご参加をお待ちしてお
ります。

■ 平成30年11月24日（土）
13時～16時
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：150 名
■ 対象：本講座に関心のある方

※病院ホームページ等で
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病院ホームページが
新しくなりました
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診療科紹介

は 市 民 公 開 講 座 を「 精 神
神経疾患の上手な診察の受け方」としておりましたが、
内容や対象者を明確にするためにタイトルを変更いたし

一般外科

ました。

■ 平成30年10月20日（土）

13時30分～16時30分
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：200 名（事前申し込み不要）
■ 対象：精 神疾患・認知症をもつ方やそのご家
族および一般市民

各部門紹介

臨床検査部
医事室

●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

2018年度第２回医療連携講演会
一昨年に初めて開催させていただきまし

た当院の医療連携講演会につきまして
は、毎回多くの方々にご参加頂きまして

誠にありがとうございます。
本年度第２回医療連携講演会を、年明け
の 2019 年１月 16 日に開催いたします。
今回は、当院の専門のうち「精神」の領
域を取り上げ、一般の医療関係者の皆様
が興味を持たれるようなプログラムにす
る予定でございます。どうぞご参加頂き
ます様お願い申し上げます。
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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

統合失調症早期診断・
治療センター

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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病院ホームページが
新しくなりました

NCNP
病院
診療科紹介

このたび、NCNP 病院のホームページが刷新されました。
昨年5月に病院ホームページ改善ワーキンググループが結成されてか
ら、約1年の作業期間でした。制作会社の選定にはじまり、新ホームペー
ジに求められることを各部署にヒアリングしたのち、ワーキンググルー
脳神経外科

岩崎 真樹

一般外科

当院の外科で
対応している診療

プで数回のワークショップを行ってリニューアル方針を定めました。

副院長

リニューアルコンセプトは「ナショナルセンター（NC）の第一印象を

三山 健司

変える」。高度で先進的な医療を提供することは NCNP の大

現在一般外科の仕事の中では、当院かかりつけ

ガイドラインに沿った標準的な診断・治療を目指

事な使命の一つですが、それが親しみに欠ける印象を与えて

の外科以外の科の疾患の患者さん達が、外科が扱

しています。ただし神経難病・重症心身障害児者・

いた事実は否めません。新ホームページではそのような印象

う疾患にかかった場合の診療が大きな割合を占め

精神症状の程度など患者さんの状況によっては治

を払拭し、NCNP 病院が、病に悩む患者さんの不安を和らげ、

ています。外来は一般の方にも開放されていますが、

療目標・内容を引き下げざるを得ない場合もあり

安心・信頼して通える場所であること伝えるよう心がけました。

マンパワーの関係で手術日にあたる火曜日は外来

ます。

清潔感あふれる白をバックに、ゆったりとしたスペーシング

を設定しておりません。

と写真で雰囲気を伝え、NCNP カラーでアクセントを加えて
います。
ぜひ、ご覧になってください。スマホ対応です！

当院かかりつけでない一般の方も受診可能です。

具体的には消化器（食道、胃、肝、胆膵、脾、結腸、

一方、他の病院では対応して頂きにくい、精神・神

直腸・肛門）、乳腺、甲状腺、下肢静脈瘤、ヘルニア、

経疾患の患者さん・重症心身障害児者の外科治療

体表、気胸等で手術・処置が必要な可能性のある疾

にも積極的に取り組んでいます。

患が対象です。これらの疾患に対しては各種診療

新しい 病 院ホームページの見どころ
新しいトップページにぜひ訪れてください
（https://www.ncnp.go.jp/hospital/index.html）

● 通称名を「NCNP 病院」で統一しました。
● NCNP 病院を象徴する 5 つのシーンをテーマに撮影した写真を用いています。温かさ、笑顔、支援
とケア、医療へのひたむきさ、先端治療がキーワードです。
● スマートフォンに対応しました。ぜひ、ご覧になってみてください。
● 当院でよく診る症状や病名の情報をまとめた「症状・病名から探す」コーナーを設けました。
● ト ップページに「治験・臨床研究」の情報を掲載しました。患者さん向けの案内もありますので、
ぜひご覧ください。
● メニューバーから、いつでも外来担当医表と予約方法にアクセスできます。
● 連携医療機関マップをグーグルマップで表示しました。患者さんにも参照頂けるよう、ぜひご案内

ワーキンググループメンバーに

ください。

よるワークショップの様子
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病院紹介①

臨床検査部

病院紹介②

NCNP病院
各部門
紹介

医事室

睡眠の質が悪いと感じるなど、
眠りでお困りではありませんか？

ISO 認定を維持し、臨床
検査精度の質向上に努める

その内容は、脳波や筋電図など直接身体の機能

医事室の受付窓口のご紹介

検体検査部門に大別されます。精神疾患と筋疾

医事室は患者さんに関わる業務が多く、窓口業務

患、神経難病に対する専門的な医療を行うセン

は主に７つで、
「小遣い銭窓口」は、入院患者さん

ターとしての役割を果たすために、特色ある業

の現金を保護者等の依頼によりお預かりしてい

務を行っています。

ます。
「入退院受付」は、入院と退院の受付、
「書類
受付」は、役所への提出書類等の受付を行ってお
ります。
「再来受付」、
「新患受付」は、外来での再
診、初診の受付、
「会計窓口」、
「お支払いの窓口」
は、診療費を計算してお支払いをする窓口です。
窓口業務は、丁寧な説明がモットーですが、受給
資格、費用負担、文書の種類等ご確認することが
多く、負担を感じる患者さんもいらっしゃるかも
しれませんが、ご理解ご協力をお願いします。

各種検査機器の精度管理を日々行い、迅速で常に正確な検
査データを提供しています。

スタッフより
当 臨 床 検 査 部 は、 臨 床 検 査 室 の 国 際 規

最後に医事室では、毎朝8時30分に医事職員全員
で待合室の患者さんに受付開始のご挨拶を行っ
ています。お声がけと共に患者さんに寄り添い、
迅速で丁寧な応対を心掛けて参りますので、どう
ぞよろしくお願いします。

より良い眠りへ

査技師、臨床心理士などが多数在籍しており、睡眠障害外来

診療情報

での診療および研究を行っています。最近、
「睡眠負債」や

現在、不眠症の患者様だけでなく、睡眠・

睡眠の質に関する様々な情報が溢れかえっていますが、皆

覚醒リズム障害の患者様向けにも認知行

様はご自分の睡眠についてどれくらいご存知でしょうか。

動療法の開発を行っています。通常の診

お困りの際は、当センターの睡眠障害外来へご相談ください。

療に加えて、適応と考えられる患者様に

秋には市民向けセミナーを行う予定ですので、ぜひ知識の
アップデートにお役立ていただければと思います。

実施していますので、ご興味のある方は
診療の際にご相談ください。

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。

統合失調症早期診断・治療センター
早期の診断と治療による回復を目指す
主に発症後2年以内の患者さんを対象に、専門外来で詳細な問診と検査などの診察や初期治療を行います。
統合失調症と診断された患者様で、当センターのレジストリ（データベース）へ登録された患者様には、統合
失調症の主たる症状のひとつ、認知機能障害についての詳細な心理検査を行い、その結果を患者様へご説明
いたします。また、1年ごとのフォローアップ検査によって、
認知機能の縦断的な評価も行っています。

格 で あ る ISO 15189 認 定（ 認 定 番 号：
RML01290）を取得しております。

診療情報

この ISO 15189 には、臨床検査室の質と能

精神科専門看護師による、患者手帳などを用いた統合失

力向上に必要な事項が品質管理と技術管理に

調症の心理教育も行っています。病気についての詳しい

大別し規定されており、臨床検査室の質と技

説明だけでなく、症状が悪くなったときの具体的な対応

術が国際規格に適合すると第三者機関から保

方法などが学べ、実生活に役立てることができます。

証されています。
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認知行動療法

スタートしました。日本睡眠学会に所属する医師、臨床検

決定するのに必要な様々な検査を行っています。

査や手術・病理解剖で得られた組織を診断する

診察、薬物療法

当センターは４月からセンター長が変わり、気持ち新たに

臨床検査部では、病気の診断ならびに治療法を

を調べる生理検査部門と、血液・尿などの各種検

睡眠障害センター

夜に眠れない
朝に起きれない

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

新任紹介

NEW FACE

新任紹介

レジデント紹介

春口 洸希

Nature

？

4つのQuestion

神経内科診療部

①オペラ観劇

①読書、テニス、ピアノ、スキューバダイビングなど

②オーボエ演奏

②特にありません

③バター

③イクラ、ウニ

④福岡県

④広島

佐島 和晃

情報システム顧問

①趣味 ②特技 ③好きな食べ物
④出身地 ⑤自分を動物に例えると

第一精神診療部

⑤コアラ

NCNP四季便り
永井秀明

秋の七草
万葉集に秋の七草を詠んだ山上憶良の歌
があります。
萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花
また藤袴 朝貌の花

⑤ネズミ

センターでも秋の七草のいくつかを見る
神経内科診療部

首藤 篤史

①音楽鑑賞

こと）が病院玄関横の築山に咲いています。

②ギター演奏

くずのはな

葛 花と撫子もセンターのどこかに咲いて

④福岡

いますよ。秋の七草を求めてセンターを散

⑤猫

策してみてはいかがですか？

小児神経診療部

①映画鑑賞

①読書、音楽鑑賞

②テニス

②早起き

③ラーメン

③梨

⑤犬

病
院●
施
設●
紹
介
●
●
●
●
●
●
●

Drinks

⑤全力疾走するチータ

病院受付奥にあるホワイエに位

石原 資

北川 友通

小牧 遼平
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神経内科診療部

小児神経診療部

置し、開かれた空間の中で選り

①散歩

①旅行、楽器(ビオラ)、ストレッチ

すぐりのコーヒーや温かい軽食

②ものまね

②耳を動かすこと

をお召し上がりになることができ

③そば

③イチゴ、トマト

ます。意外に思われるかもしれま

④長野県

④熊本県

⑤イヌ

大吉 由希美

⑤犬

小児神経診療部

①スノーボード

①剣道・子供と外で体を動かし遊ぶこと。

②空手

②剣道（三段）・ドラム

③冷やし中華

③コロッケ

④神奈川県

土岐 平

店休日です。

飲み物や食べ物はもちろんのこと、コーヒー

コーヒーがＮＣＮＰ病院内にある

豆、抽出器具やマグカップ、タンブラーなど

本店舗です。季節の変化に応じた商品も提供してお

のグッズ類、その他多数の商品を取り揃えて

り、暑さが残る９月は、ひんやり冷たく口あたり滑ら

おります。
中でもコーヒー豆、抽出器具などに関して

④群馬

の「キャラメリスタ」と柑橘ベースのフルーティな果

は『コーヒーアドバイザー』という知識の豊

⑤犬

汁となめらかなフォームミルクを

富なスタッフが在籍しておりますので、コー

合わせた口当たり楽しいカプチー

ヒーに関する質問・疑問などございましたら

ノ仕立てのフルーツミルク「アイ

どうぞお気軽にスタッフまでお伺いください。

スフルーツカプチーノ」がお薦め

コーヒーがお好きな方、苦手な方でもごゆっ

とのことです。（田口店長談）

くりとお寛ぎいただけますようスタッフ一同

小児神経診療部

①読書、美術館、フットサル

①ランニング・ドライブ

②特になし

②耳を動かせる、胸筋を動かせる

③メロン、生ハム、チーズ

③お寿司

④金沢市(高校まで)・神戸市(大学)

④茨城県水戸市

野村 敏大

※日曜・祝日・年末年始は

かで、アーモンドプラリネチップの食感がアクセント

神経内科診療部

⑤サル

●営業案内
平日7:30〜19:00
土曜9:00〜16:00

せんが、小平市で唯一のタリーズ
キャラメリスタ

神経内科診療部

⑤アライグマ

萩の花

タリーズコーヒー

④東京都

尾崎 文美

尾花（ススキ）

なでしこ

③カレー、寿司

第一精神診療部

④山梨県

久保田 凉太郎

ことができます。萩の花と尾花（ススキの

アイスフルーツカプチーノ

心よりお待ちしております。

⑤多動なナマケモノ
http://www.ncnp.go.jp/
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