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。

12月

1月

2019.

NCNP 統合失調症早期診断・

開催

開催

治療センター市民公開講座

「学ぼう、
てんかんの最新治療」

知ろう！気づこう！統合失調症

～早期診断と治療～
知ろう！
気付こう！
12 15

月
日㊏
平成30年
13：00～16：00（開場 12：30）
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）
１ 13：00～13：40 「統合失調症診断・初期治療の実際」
吉村 直記
国立精神・神経医療研究センター病院 統合失調症早期診断・治療センター長

２ 13：50～14：30 「看護師による早期介入
～当事者の”つらい”を支える心理教育～」
佐伯 幸治
国立精神・神経医療研究センター病院 精神看護専門看護師

３ 14：40～15：20「統合失調症ハイリスク状態への取り組み」
住吉 太幹
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部部長

４ 15 :35～15：55

質疑応答

司会 竹田 和良
国立精神・神経医療研究センター病院 第二精神診療部

お申込み・お問合せ先
〒187－8551

東京都小平市小川東町４－１－１

TEL：042‐341‐2711

URL: https://www.ncnp.go.jp/hospital/edics/about.html

E‐mail: edics@ncnp.go.jp
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の特徴や発症前段階に
対する研究などに焦点
を当てた内容を予定し
ております。

■ 2019年1月19日（土） 13時～16時
■ 会場：ユニバーサルホール

お申込み・ご質問はメールで上記までお願い致します。
（記入内容：①氏名 ②同伴者 ③連絡先電話番号）

講師：住吉太幹（精神保健研究所児童・予防医学
研究部長）
、吉村直記（当センター長）、佐伯幸治
（精神看護専門看護師）
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入退院支援室について

●てんかんの迷走神経刺激療法

病院脳神経外科 岩崎真樹
●てんかん学習プログラム・包括的リハビリテーション

病院精神リハビリテーション部 浪久 悠
●てんかんの治験について～新しいお薬ができるまで～

病院臨床研究推進部 車田文子

中心とした初期治療を
行うのかについての具
体的なお話や、発症前

参加無料
〔要申し込み〕
定員100名程度

日時

講演内容
●新しい抗てんかん薬治療

病院小児神経科 中川栄二

どのように統合失調症
を診断し、薬物治療を

NCNP市民公開講座

NCNP てんかんセンター市民講座
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診療科紹介

総合内科

■ 2018年12月15日（土） 13時～15時30分
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：100 名
■ 対象：統合失調症の患者さん、ご家族、福祉
や教育の現場で統合失調症患者さんと関わりのあ
る方、本講座に関心のある方

各部門紹介

遺伝カウンセ
リング室
薬剤部

●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

2018年

第2回

医療連携講演会のお知らせ

～認知行動療法で、心のケアを～
■ 2019年1月16日（水）
■ 会場：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

気分障害
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

施設紹介
六
小
通
り

病棟

中央館

3台

神経研究所

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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三山 健司

TOPICS

診療科紹介

NCNP

入退院支援室について

病院
診療科紹介

入院が決定された患者さんが、安心して入院生活に入り、検査・治療
後速やかに元の生活に戻れるよう支援するため、平成30年6月より入退

総合内科の紹介

精神・神経疾患領域における内科の役割

院支援室が開設されました。

診療体制
入院前

医療連携福祉相談室
副看護師長
緩和ケア認定看護師

花井 亜紀子

影響を最も受けやすい臓器のひとつです。近年、スト

総合内科は循環器科、消化器内科、心療内科の医

レスにより分泌されるホルモンが、消化管の神経や炎

予約をされた患者さんに対し、専任の看護師による入院オリエンテー

師各1名、計3名の診療体制です。精神科、脳神経内

症細胞に働き、消化管の動きや炎症を亢進・増悪させ

ションを実施し、患者さんの基本的な情報の把握、検査の説明や入院に

科、小児神経科の患者さんに合併する内科疾患に

ることが明らかになってきました。このような状況を

関する相談を受けています。また必要に応じて薬剤師や栄養士と連携

加えて、各医師の専門領域の診療も行っています。

踏まえ、消化器内科では特に、機能性消化管障害
（機能

し支援しています。入院に対する不安を解消していただくとともに、病

性ディスペプシア、過敏性腸症候群、慢性便秘など）
と

棟と連携を図り患者様一人一人にあった入院診療や看護が提供できる

炎症性腸疾患
（潰瘍性大腸炎、クローン病）
に力を入れ、

よう努めています。

多くの症例を診療しています。機能性腸疾患について
は患者の全体像を把握し、症状の原因となる病態生理

入院後
病気や障害により生活のしづらさを感じている方、ご家族が介護負

心療内科
富田 吉敏

循環器科
瀬川 和彦

消化器内科
有賀 元

心療内科との併診による総合的な診療を行っています。
一方、炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎対しては免疫

担を感じている方、制度や利用できるサービスを知りたい方など、生活
に不安等抱えている方は、入院中に退院支援看護師やソーシャルワー

を考慮した治療を行っています。また必要に応じて、

筋ジストロフィーに合併する心疾患

カーが担当させていただき、ご相談をお受けします。主治医や病棟、そ

筋ジストロフィーにはいくつかの型があり、その

の他のコメディカルスタッフとともに入院直後より退院後の生活を見

臨床像が異なります。デュシェンヌ型、ベッカー型、

据えた支援を実践いたします。また、退院後の療養相談も受けており、

福山型では心機能障害がみられ、定期的な心エコー

病気や障害とともに生活する患者様を継続的にサポートしています。

検査が、筋強直性ジストロフィーでは、伝導障害に伴

抑制剤を、クローン病に対しても栄養療法や生物学的
製剤などを患者の状況に合わせて選択し、総合的な治
療を行っています。

過敏性腸症候群
（IBS）

う不整脈がみられることがあり、定期的な心電図検

心療内科での主な治療対象は心身症です。それは

査がそれぞれ推奨されています。根本的な治療法が

“葛藤に伴う身体症状”を指し、他の内科疾患にも合併

確立されていない難病ですが、心機能障害に対して

します。その心身症の一つに過敏性腸症候群( 以下、

内服薬による心保護治療を行っています。不整脈に

IBS)があります。葛藤により生じた腹痛が排便によっ

対してペースメーカー治療、カテーテルアブレーショ

て改善する病態で、便秘型・下痢型・混合型などに分類

ン治療などの適応がある患者は治療可能な施設へ紹

されます。腹部膨満や放屁を伴ったガス型や自己臭な

介しています。脳神経内科、小児神経内科と連携し

どはIBSに含まれません。総合内科ではIBS専門外来

て、標準的な治療が受けられるよう努めています。

を開設しております。器質的異常がない事を確認し、
心理面と身体面を並行して治療します。その一環で精

機能性消化管障害と炎症性腸疾患
ストレス社会といわれる今日、消化管はストレスの
2

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

神保健研究所行動医学研究部と共同で認知行動療法
(CBT-IE)を導入することもあります。
NCNP 診療ニュース Vol.7
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病院紹介①

遺伝カウンセ

リング室

病院紹介②

薬剤部

NCNP病院
各部門
紹介

気分障害センター

最新情報

設立後 1 年を迎えた専門外来

専門外来 は う つ 病、

ゲノム医療、遺伝医療の実践
に必要な遺伝カウンセリング

を実践し、次世代の気分障害の治療を確立することを目指しています。脳画像検査や

遺伝に関連するあらゆる相談に対応

他施設ではあまり行われていない栄養学的治療、認知行動療法、リワークなどを活用し、

NCNP が対象としている神経

完全寛解・社会復帰を目指します。研究所やバイオバンクと連携し、患者さんの賛同

系の病気（精神・神経・筋疾患及

を得て、病気の本態の解明と新たな診断・治療法の開発も行っています。

気分障害センターはさまざまな専門家が協力して治療と研究を行い、先端的な治療

精神症状評価による詳細なアセスメントの後、標準的な薬物療法をベースとしつつ

双極性障害といった
気分障害 の 方 が 対
象となります。29年
10月から始動し徐々
に体制を整備し、今
年10月から医師4人
体制（功刀、吉田、住

薬についての専門性を
生かして

し て お り、1年 を 経

り、子に遺伝したりするわけではありませんが、

薬剤部では、病院の薬に関する様々な業務を行っ

過した患者さんも出

ある確率で遺伝することが知られています。遺

ています。具体的には、入院・外来の患者さんに

伝カウンセリング室では、さまざまな遺伝に関

処方箋をもとに薬を調合する ( 調剤 )、入院患者

する心配や不安をお持ちの相談者（クライエン

さんの薬のチェックや副作用等のチェック、患者

トといいます）に、時間をかけて丁寧にお話し、

さんに薬についての説明をする ( 服薬指導 )、薬

一緒に解決法を見いだすことを目指しています。

についての情報を患者さんや院内に周知伝達す

び発達障害）は、遺伝子の変化
で 起 き る 病気 が 多 い で す。そ
れらすべてが親から遺伝した

吉、藤井）
となりまし
た。長期経過を追跡

MRI 検査

光トポグラフィー検査

始めています。

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。

る ( 医薬品情報 )、院内における薬剤の管理業務

精神・神経・筋疾患の遺伝子検査

( 薬品管理 ) な ど

近年の遺伝学の進歩はめざましく、遺伝子検査

で す。ま た、入 院

で診断が確定できる病気が格段に増えています。

病棟 に お い て、医

遺伝子検査で原因が確定すると、適切な薬剤が

師の処方設計への

使用できたり、逆に使用してはいけない薬剤が

参画や、医師・看護

分かったりして、医療に有用な情報が得られる

師からの薬の使い

場合があります。このようなゲノム医療、遺伝医

方の相談にも対応

療では、ひとりひとりの患者様にあった医療を

しています。

認知症センター
認知症に関する研究・臨床・看護・
介護のハブ（中軸）として
認知症センターは平成29年度に設置されてか
らはや1年を迎えることができました。認知症

進めるために遺伝子検査が大きな力を発揮しま
す。遺伝カウンセリング室は、そのような医療の
下支えをしています。

スタッフより
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」、脳神経内科領
域では当院認定の「パーキンソン薬物療法認

4

以前からもの忘れ外来にかかわってお
られ、暫く当院を離れていた有馬先生の
専門外来が復活しました。また、認知症

センターを構成する精神科医師や脳神経内科

サポート医の資格を獲得した精神科稲

医師 に よ っ て、東京都地域連携型認知症疾患

川先生の診療も始まっております。

医療センター（東京都との契約で設置）を運営し、専門疾病外来

平成30年度から小平市高齢者支援課・

としてもの忘れ外来を開いております。また、NCNP 内で行わ

地域包括中央センターとタイアップして、

れている認知症の臨床研究・治験へのリクルートメントに協力し、

定薬剤師」も在籍しており、患者さんの薬物

バイオバンクとの協力で認知症やその前段階である軽度認知症、

治療をお手伝いしています。

健常者の方の血液・髄液試料の採取・登録を行っております。

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

最新情報

自分が認知症ではないかと心配になっ
ている方々に対して講演と簡単なテス
トを行う催しを開始しました。
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Information

施設紹介

NCNP施設紹介

Nature

神経研究所

病院と連携している
NCNPの施設をご紹介します。

NCNP四季便り
情報システム顧問

神経研究所は1978年に国立武蔵療養所神経センターとして産声を上げました。以

オリーブの実

来40年の時を刻み、今では14の研究部と3の管理室から構成されています。総勢で

病院診療棟の一階に、コミュニケーショ

200名を超える所員が精神・神経疾患、筋疾患、発達障害に関わる基礎研究、橋渡し

ンコートという板張りの中庭があります。

研究に従事するほか、NCNP 病院などとの連携で臨床研究を実施しています。

永井秀明

そこにある大きな植木鉢の木はオリーブ
です。
春に小さな花を咲かせ、数は少ないので

世界的な成果を生み出す
神経研究所

所長

和田 圭司

すがいくつか緑色の実をつけます。

多彩な研究者集団が
精神・神経疾患の克服に取り組む

神経研究所

未来を創り出す

病気 の 原因 や 発症機序 を 遺伝子、蛋白

神経研究所から生み出されたシーズをも

質のレベルで突き止めていく分子神経

とに医師主導治験も行われています。元

科学研究、脳 の 機能 を 神経回路学的 に

の発見から10，20年の年月をかけて成

理解しようとするシステム神経科学研

果につなげたものです。神経研究所では

究を柱に多くの先駆的研究が行われて

NCNP のミッションを達成すべく、常に

います。疾患モデル動物の作製、病態メ

未来を見つめて息の長い研究を行ってい

カニズムの解明、核酸医薬の開発など

るのが特色です。私どもへのご意見ご要

疾患克服や健康増進につながる研究を

望などございましたらお気軽に神経研究

進めています。世界で初めて原因遺伝

所長室までご連絡ください。

子を明らかにした疾患も多々あります。

て、秋も深まるころ濃い紫色に熟します。
オリーブの実、木になっているところを
ぜひ観察してみてください。

リボソーム遺伝子RPL17とRPL34がうつ病に関わる可能性を発見
Hori et al., Journal of Psychiatric Research 2018
小脳や膵臓の形成に関わる遺伝子Ptf1aが脳の性分化を決定することを発見
Fujiyama et al., Cell Reports 2018
miR‐132の補充がハンチントン病に効果があることをモデルマウスで発見
Fukuoka et al., Molecular Therapy Nucleic Acids 2018
亜硫酸に神経保護作用があることを発見：硫化水素に匹敵する効果
Kimura et al., British Journal of Pharmacology 2018
豊かな音環境がマウスの寿命を延長することを発見
Yamashita et al., Scientific Reports 2018

オリーブの実、夏

ボランティアnews

Volunteer News

２０１８．
８．
２９
（木）
に２本の病院コンサートを開催しました
NCNP 病院では、ボランティア演奏者によるコンサートを毎月開催しており、音楽を通じて患者さ
んに癒しのひとときをお過ごし頂いております。8 月は同日に２本のコンサートを開催致しました。

真夏のコンサート
＜神経研究所が中心となった最近の主な研究業績＞

オリーブの実

夏のあいだにだんだんとふくらんでき



ソプラノ＆ピアノ

晩夏の病院ホワイエで、美しいソプラノとピ

ヴァイオリン×ピアノ


デュオコンサート

精神科クリニック医

アノが奏でるハーモニーが響き渡りました。

師・木山信明様よるピ

https://www.ncnp.go.jp/hospital/

アノと、ご友人として

news/2018/478.html

サプライズゲストで登
壇頂いた NHK 交響楽
団の篠崎史紀様のヴァ
イオリンの調べに、病
院ホワイエ内が沸き立
ちました。
https://www.ncnp.go.jp/hospital/
news/2018/479.html

詳しくはNCNPホームページ、報道関係者の方→プレスリリースをご覧ください。
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