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。

4月

開催

嚥下障害リサーチセンター

パーキンソン病の飲みこみの問題
今回の市民公開
講 座 は、 パ ー キ

ンソン病 患 者さ
んに現れる飲み
こみの問題をテー

マとしました。い
つまでも安全に食
べ続けられるよう

に、摂食嚥下リハ
ビリテーションや
正しい口腔ケアのやり方について、わかり
やすく解説します。参加希望の方は、嚥下
障害リサーチセンター事務局 enge@ncnp.
go.jp にメールしてください。
■
■
■
■

2019年4月20日（土）10時～12時
会場：ユニバーサルホール
定員：150 名 〈参加費無料〉
対象：本講座に関心のある方

2019年 第1回 医療連携講演会のお知らせ

当院における「未診断疾患イニシアチブ
(IRUD) 」に関わる取り組みについて

5月

気分障害先端治療センター

開催

うつ病治療のポイント ～社会復帰するために～
● 病院 臨床検査部・部長

吉田 寿美子 「うつ病・双極性障害の診断と治療」
● 病院 精神科医長
藤井 猛「気分障害の入院治療」

とりまとめ機関として、全国各地の IRUD
拠点病院を中心とした地域連携・専門分野
連携により、
病気の診断につとめています。
今回は当センター病院として積極的に取り
組んでいる IRUD に関連する診療・研究に
ついて御紹介する予定です。
■ 2019年6月18日（火）19時30分～
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 対象：
	連携医療機関および
地域の医療・福祉・介
護を担当する皆様
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ご

あ

住吉 太幹 「気分障害と日常生活機能」
● メディカルゲノムセンターバイオリソース管理部・部長
服部 功太郎
「バイオバンク～新たな治療法・診断法開発を支えるしくみ～」
気分障害先端治療センターは、うつ病や躁うつ病（双極性障
害）の患者さんを対象に、脳画像検査や心理検査で詳しく状
態を把握し、お薬だけでなく栄養学的指導や認知行動療法な
どを併用し、社会復帰をめざします。市民公開講座では、専
門外来を担当している 4 人の医師がわかりやすく解説します。
■
■
■
■

2019年5月25日（土）13時30分～16時
会場：ユニバーサルホール
定員：150 名 〈参加費無料〉
対象：本講座に関心のある方

い
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つ

新任院長ごあいさつ
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● 神経研究所 疾病研究第三部・部長
功刀 浩 「気分障害治療に役立つ食事と生活習慣」
● 精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部・部長

診療科紹介

放射線
診療部

各部門紹介

栄養管理室
臨床検査部遺伝子
検査診断室／
遺伝カウンセリング室

●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
専門疾病センター紹介

会場のご 案 内

IRUD は最先端の機器を駆使してゲノムを
調べ、原因や診断の手がかりを探す全国規
模の研究プロジェクトです。当センターが

NCNP

診療ニュース

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

筋疾患センター

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

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

トランス
レーショナル・
メディカル
センター

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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ご あいさつ

診療科紹介

NCNP

新任院長ごあいさつ

病院
診療科紹介

皆様、はじめまして。本年の1月より当院の病院長を拝命しておりま
す中込和幸と申します。どうかよろしくお願いいたします。

当院では、精神、神経、筋、発達障害に関する診療とともに、よりよい
治療法の開発を目指して、臨床研究や治験にも力を入れております。も

放射線診療部

高度な撮像技術と
専門性の高い画像診断で
診療をサポート

しよろしければ、当センターの HP
病院長

中込 和幸

放射線診療部長

佐藤 典子

https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/jisshi_institute.html
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/jissi.html
を一度ご覧いただいて、参加してみたいと興味を感じる研究がござい
ましたら、気軽にご連絡ください。

放射線科診断専門医5名と放射線技師11名で構成

特色

されており、主として精神・神経・筋疾患に対し各診

病院の特性から、てんかん、ミトコンドリア病な

療科と連携しながら高度な先進的画像診断を提供

どの代謝疾患、パーキンソン症候群や脊髄小脳変性

また、当院では時々市民公開講座を開いております。3月16日には「今

しています。検査で当科技師により撮影された画像

症、多発性硬化症、認知症、筋ジストロフィー、うつ、

からできる認知症予防」と題して、認知症と生活習慣との関連や当院が

は神経画像診断のスペシャリストである当科医師

統合失調症などの様々な特殊な中枢神経疾患の豊富

行っている取り組みについて紹介させていただきますので、ご関心の

が読影し、部内で積極的に討論を行うことで報告書

な経験を生かし、専門性の高い診断を行っています。

ある方はぜひお声掛けください（https://www.ncnp.go.jp/hospital/

を作成しており、患者さんの診断・治療に貢献して

news/2019/504.html）。

います。また、精力的に院内の各種カンファレンス
に参加することで当院の診療レベルの向上に力を

今後とも職員一同、患者さんの満足感につながる医療を目指してま
いりますので、何卒よろしくお願いいたします。

尽くしています。

最先端の診断医療機器
3T の MRI 機 器、64 列 マ ル チ ス ラ イ ス CT、
SPECT-CT 装置、PET-CT 装置、サイクロトロン、血
管撮影装置、X 線透視装置、骨密度測定装置等を保
持しており、あらゆる精密検査に対応可能です。
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病院紹介①

栄養管理室

病院紹介②

NCNP病院

安心・安全・おいしい食事を！
病院で提供される食事の種類は55種類。必要に
応じて刻みやミキサーなどの形態調整も行って
います。さらに食物アレルギーのある患者さん
にはひとりひとりに合わせた献立を作成し、専用

各部門
紹介

臨床検査部遺伝子
検査診断室／
遺伝カウンセリング室
保険収載遺伝学的

検査の外注化

のスペースで調理しています。

平成30年12月1日の改正医療法の施行で精度管

最近では、ラーメンの提供をはじめ好評をいただ

理が法律で徹底されました。それに伴い保険適

いております。

用遺伝学的検査を外注化し、検査前後の遺伝カ
ウンセリングを着実に行うことといたしました。
また、保険外自費検査や研究検査については、メ
ディカル・ゲノムセンター（MGC）が取り扱いを
継続するため、
「衛生検査所」登録を含めた体制
整備を予定しています。

パーキンソン病・運動障害疾患センター
一人ひとりに適切な医療を
提供するために
当センターでは患者さん一人ひとりに適切な、最高
の医療を提供することを目標に、脳神経内科、リハビ
リテーション科、脳外科、精神科、看護部、薬剤部、臨

診療情報
パーキンソン病関連疾患では評価入院システム
( ブラッシュアップ入院）や姿勢障害の治療、認
知行動療法の開発、脊髄小脳変性症ではリハビリ
テーションプログラムの確立、など多数の臨床研
究を行っています。

床心理士と多部署多職種で連携し、パーキンソン病、
脊髄小脳変性症、ハンチントン病、ジストニアなどの
運動障害疾患の患者さんの診療をしています。
この診療実績を生かして、新たな治療法・ケアの開発、
病態解明のための研究を進めています。研究成果を皆
様に還元するため市民公開講座も開催しております。

市民公開講座風景

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。

問い合わせ先：
遺伝カウンセリング室（7262）
（井原：PHS 5824）

保険適用遺伝学的検査の流れ（2018年12月〜）
担当医

また、糖尿病、脂質異常症、高血圧、嚥下食などの
栄養指導や NST（栄養サポートチーム）、褥瘡対
策などのチーム医療を行っています。

遺伝カウンセリング室へ検査依頼

遺伝カウン
セリング室

検査前遺伝カウンセリング実施
IC取得（外注先毎伝票違うが、医師サイン必要）
採血手配（3,880点、5000点、8000点算定）

遺伝子検査
診断室

外注検査実施

1〜2ヶ月後に結果が届く

遺カ室

結果が遺伝カウンセリング室へ届く
次回受診予約確認・調整

遺カ室

検査後遺伝カウンセリング実施（1000点算定）

担当医

結果をふまえた医療

筋疾患センター
多部門が連携し先駆的な
診療、研究を展開
筋疾患センターは筋疾患の診療を包括的に行う、
多部門が連携した診療・研究チームです。NCNP は、
長年にわたる筋疾患の診療、研究の実績を有して
おり、それらの経験をもとに、筋疾患の医療の向上

診療情報

に貢献していくことを目標としています。専門外

診療は筋疾患全体をカバーしており、小児から成

来（小児神経科、神経内科、整形外科、リハビリテー

人まで対応が可能です。デュシェンヌ型筋ジスト

ション科）を開設しており、日本で最も多く筋疾患

ロフィーを中心に治験や臨床研究を積極的に進め

の診療を担当している病院の一つであり全国各地
から患者さんが受診されています。

ており、Remudy という患者登録制度も運用し
ています。

栄養管理室メンバー（調理師、管理栄養士）
4
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Information

施設紹介

NCNP施設紹介
病院と連携している
NCNPの施設をご紹介します。

トランスレーショナル・
メディカルセンター TMC

Nature

NCNP 四季便り
情報システム顧問

臨床研究・治験を推進し、医療の向上に貢献

トランスレーショナル・メディカルセンター長

小牧 宏文

小さな春を見つけませんか？
東の風が吹き始める三月、小さな春が顔を出し

TMC は NCNP の 一組織 と し て、病院

所 が 一体 と な り、精神疾患、神経疾患、

ます。まだ葉のない落葉樹、その下の日差しが届

と 神経研究所・精神保健研究所 な ど の

筋疾患、及 び 発達障害 の 克服 を 目指 し

く地面にうす紫色の小さな花が集まって咲きま

研究部門 との橋渡し の役割を担い、基

た研究開発を行い、その成果をもとに

す。
「タチツボスミレ」です。武蔵野の雑木林の

礎研究で得られた成果を速やかに臨床

高度先駆的医療 を 提供 す る と と も に、

応用すること、ならびに臨床研究を支

全国への普及を図る」ことを実践する

援 す る こ と な ど を 業務 と し て い ま す。

ための活動を展開しています。

NCNP の基本理念である、
「病院と研究

永井秀明

面影が残るこのセンターでは、まだまだよく見か
けます。

タチツボスミレ

三月も下旬になると「つくしんぼ」が顔を出し
ます。探すなら、研究所本館の西側通路、サザン
カの植え込みの下あたりがおすすめです。
さあ、小さな春が待っていますよ。

つくしんぼ

ボランティアnews

Volunteer News

慈善活動をされている「チクチク会」にご協力いただき、12月4日、
17日の2日間、2階南病棟および6病棟にて一足早いクリスマスの行事
を行いました。当日は、サ
ンタクロースさんが、ご夫
婦で訪問され、お一人おひ
とりに言葉をかけながら、
やさしくタッチングや握手
をされ、プレゼントを手渡
してくださり、ほっこり温
かい空気が流れました。

スタッフ体制
TMC には医師、研究者、規制当局経験者、製薬企業経験者、IT 専門家、プロジェ
クトマネージャー、データマネージャーなど様々な経験や知識を有するスタッフ
が在籍し、連携して治験や臨床研究の支援を行っています。
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