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TOPICS

精神保健研究所
睡眠・覚醒障害研究部のご紹介
2019年1月に精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部 部長に着任いたし
ました栗山と申します。我々の部は睡眠－覚醒に係る神経学的機序を明
らかにするとともに、これに関係する障害および合併する精神・神経疾患
の病態解明、治療法開発を任務とし活動しております。
睡眠・覚醒障害研究部の最大の特徴として、世界有数の実験設備である、
睡眠－覚醒研究ユニットを有していることが挙げられます。このユニッ
睡眠・覚醒障害研究部 部長

栗山 健一

トは、70m2（約40畳）の共用スペースと6つの個室、バスルーム、トイレ、
キッチンから成り、長期間の滞在実験を最大6名同時に行うことが可能で
す。各個室は1室ごとに、温度・湿度・照度を高精度に調節することが可能

であり、かつ高度な防音処理が施されていることから、外部環境の影響を受けることなく、終夜睡眠ポリグラ
フ検査や内分泌・自律神経機能検査、認知機能検査等を実施することができます。我々の研究成果の多くは、
このユニットを利用して行われた高精度のデータに基づくもので、国際的に高く評価されております。さらに、
国内における睡眠薬等の臨床治験にも数多く活用し、本邦の睡眠医療の発展に貢献しております。
現在、2名の研究室長（常勤）、2名の流動研究員（非常勤）、そして多くの外来研究員や秘書とともに精力的
に研究を進めております。また、NCNP 病院専門疾病センターの一つである、睡眠障害センターの診療活動・
運営においても重要な役割を担っており、先進的な医療提供に貢献していきたいと考えております。皆様の
ご協力をお願い申し上げます。
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睡眠検査ユニット（個室）

共用ユニット（高照度光治療設備を備える）

睡眠モニター中央管理システム

温度・湿度・照度を自在に管理することが可能（薄暮条件）
http://www.ncnp.go.jp/

診療科紹介

NCNP
病院
診療科紹介

精神科
リハビリテーション部
リハビリテーション部

～生活を通して症状を改善する～
〜⽣活を通して症状を改善する〜

OT外来プログラムのご案内
OT 外来プログラムのご案内
当院精神科リハビリテーション部には、臨床心理

当院精神科リハビリテーション部には、臨床心理室、精神科作業療法部門が
あります。入院患者様のみならず、デイケアなどの外来患者様にも診療を行っ
室、精神科作業療法部門があります。
入院患者様の
ており、病気と上手につきあいながら希望を実現していくことや社会参加をサ
精神作業療法士長 森田 三佳子
みならず、デイケアなどの外来患者様にも診療を行っ
ポートしています。
ており、病気と上手につきあいながら希望を実現し

さて、今回は、2018年より開始しました作業療法士（OT）による外来プログラ
入眠困難や中途覚醒など睡眠のことでお困りの
ムをご紹介いたします。専門疾病センターや研究所にご協力を得ながら、体験
型の5つのプログラムを作成しました。どのプログラムも、患者様の生活を通し
方、薬物に依存せず健康的な生活を獲得したい方、
て症状を改善することをめざしています。

ていくことや社会参加をサポートしています。

さて、今回は、2018年より開始しました作業療法

てんかんとのつき合い方を学びたい方、お悩み事に

入眠困難や中途覚醒など睡眠のことでお困りの方、薬物に依存せず健康的
士（OT）
による外来プログラムをご紹介いたします。
煩わされない生活の仕方を学びたい方、発達障害な

な生活を獲得したい方、てんかんとのつき合い方を学びたい方、お悩み事に煩
どの影響によるご自身の特徴について学びたい方
わされない生活の仕方を学びたい方、発達障害などの影響によるご自身の特
徴について学びたい方を対象としております。ご関心のある方は、主治医もしく
験型の5つのプログラムを作成しました。
どのプロ
を対象としております。ご関心のある方は、主治医
は精神科作業療法士にお尋ねください。近日HPでもご案内予定です。
専門疾病センターや研究所にご協力を得ながら、体

グラムも、患者様の生活を通して症状を改善するこ

もしくは精神科作業療法士にお尋ねください。近日

とをめざしています。

HP でもご案内予定です。

睡眠力アップ
プログラム

睡眠の仕組みや睡眠を阻害する因子を
講義形式で学んだり、睡眠力をアップ
させる体験を行います。

Real生活
プログラム

自身のからだや生活を見つめなおすこ
とを通じて、薬物に影響を受けない健
康的な生活をめざします。

てんかん
学習プログラム

マインドフルネス
プログラム

かんかくスイッチ
プログラム

てんかんについての知識やむきあい方、
自分自身で対処できることについてグ
ループ学ぶプログラムです。

五感やからだを使うワークを行い、
「今」の自分の状態に目をむける練習
を行うプログラムです。

感覚の特徴や注意の切り替えの傾向に
ついて整理し、対処の仕方をグループ
ワークや体験で学ぶプログラムです。
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病院紹介①

医療連携福祉相談室

手術部

NCNP病院

（患者サポートセンター）

各部門
紹介

脳神経外科部長・手術部部長併任
手術室・中央材料室看護師長
医療連携福祉相談室医長

塚本 忠

2017年10月から、それまでの医療連携・在宅支
援・医療福祉相談の3部門を統一して、医療連携
福祉相談室（患者サポートセンター）として患者

医療機器中央管理室

臨床工学技士

岩崎 真樹
藤生 江理子
安田 聖一

チームワークで手術、治療
を支えています

さんの入院前から入院中、さらに退院後までの一

手術部は手術室・中央材料室、SPD 室、

貫したサービスの提供を行う部門となっており

医療機器中央管理室を備えています。

ます。

スタッフは手術室が麻酔科医師1名、看護師長1

当院に通院されているかたのご相談、入院されて

名、看護師8名、看護助手1名、医療機器中央管理

いる患者さんの退院支援、他医療機関からの患者

室が臨床工学技士3名、業務技術員1名で構成さ

さんのご紹介にかかわる連携業務、また、当院か

れています。

ら他医療機関に治療の場を移される方の転院調

手術、治療の診療科は脳神経外科、総合外科、整

整まで、幅広い仕事を受け持っております。

形外科、歯科、精神科等が行っています。

国際化するわが国の医療現場を反映して、外国の
患者様の受け入れに関するご相談にも対応して

特色

おります。

2018年度は手術400件余り、

今後も、多職種による医療チームの一員として、

精 神 科 電 気 痙 攣 治 療 800 件

患者さん・ご家族に真摯にかかわっていきたいと

余りを行いました。脳神経外科のてんかん手術

思っております。よろしくお願いいたします。

は全国、海外からの患者さんを受け入れています。
医療機器中央管理室は、診療技術支援である血液
浄化療法業務を1060件行いました。

チーム医療と高度な機器
脳神経外科手術では多職種でカンファレンスを行
い、最善の手術へスタッフ一丸となり取り組んで
います。2018年10月に最新の顕微鏡が入り、画像
が鮮明になり手術の進行に良い環境となりました。
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病院紹介②

多発性硬化症センター

多発性硬化症センター長（神経研究所 特任研究部長）
山村 隆

多発性硬化症（MS）や視神経脊髄炎
（NMO）の診療経験の豊

治 療の特 色

富な医師が、患者さん個々の病態にあった医療
（テイラーメイ

標準的治療を実施する体制を整備するとと

ド医療）
を実現するために、さまざまな取り組みを行っています。

もに、薬剤でコントロールできない症状や

研究所と連携してバイオマーカーや新薬開発研究も進めてお

病状進行に対して血液浄化療法を導入して

り、NMOに対する抗体医薬の応用などにも取り組んでいます。
また「腸内細菌叢と MS」
「新しい病気 NINJA」など新たな知見
を次々に報告し、海外でも注目を集めています。

MRI 画像検査

います。障害を残さない医療、日常生活の
維持を目指す医療、再発しない治療を目指
しているところに特色があります。

カンファレンス

国際学会

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。

てんかんセンター長（外来部長）
中川 栄二

てんかんセンター
てんかん患者に寄り添い、
ともに歩みます

特に乳幼児のてんかん手術が多いのが特徴です。
また、病院内の各部門、センター内外の研究機関と協
力し、外科標本の神経病理、遺伝子解析などによるて
んかんの原因の究明、発達への影響の解明、新たな
放射線診断法の開発など研究活動を行っています。
当センターは厚労省のてんかん地域連携体制整備

てんかんセンターは、NCNP 内の病院、神経研究所、

事業の全国拠点機関に指定されており、全国各地

精神保健研究所の多様なスタッフで構成されてお

の拠点機関とともにてんかん診療の地域連携体制

り、てんかんの患者さんの診療、心理社会面の支

の構築をすすめています。

援を中心に、てんかんの臨床・基礎研究、教育活動、
社会貢献活動を行っています。
診療は、多科のてんかん専門医（9名）を中心に、乳児
期から成人・高齢者のすべての年齢層を対象に、様々
な難治例を含むてんかんの治療を行っております。
手術件数（年間100件以上）はわが国随一で、小児、

NCNP てんかん市民公開講座
NCNP 診療ニュース Vol.10
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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。

精神保健研究所

こころと暮らしを支えるために
先端研究に取り組みます

本年1月 に 精神保健研究所長 を 拝命
致しました。私が平成2年に当時国府台
地区にあった精神保健研究所の研究員
に着任した当時は、研究所と言いなが
らデイケアや家族療法、子どもの相談
なども行われており、牧歌的な雰囲気
が強く残っていました。その後、変化す
る社会のニーズに対応した組織に生ま
れ変わり、世界スタンダードの研究機

精神保健研究所 所長

金 吉晴

関に向かって着実な変化を遂げている

神・神経医療研究センターの様々な部門

と思います。当研究所の大きな特徴は、

との協力、連携に支えられております。

疾患研究 だけではなく、患者や家族の

今後は国際化も含めた広い視点に立っ

生活に根ざした支援のあり方を研究し、

て、一層の努力を重ねて参りたいと思

社会全体の精神健康の増進をはかるこ

います。皆様の日頃のご厚情に感謝を

とを目的としていることです。このよ

申し上げるとともに、変わらぬご指導

うな取り組みは、病院を初めとする、精

を宜しくお願い申し上げます。

IMH（シンガポール）
、NCMH
（韓国）
と合同開催の ACONAMI 国際シンポジウムは、
今年3回目を迎えた
（2019年3月18-20日 於 NCNP）

6

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

Information

Nature

NCNP 四季便り
情報システム顧問

永井秀明

梅の実
早春に花と香りで私たちを楽しませてくれた梅は、花が終わると、
つんと尖った小さな実をつけていました。
葉が茂って隠れてしまいましたが、その葉が四月、五月の日差しを
浴びて、小さかった実にせっせと栄養を蓄えていたのです。
五月も下旬になると、その実がまぁるくふくらんできます。
病院のまわりの梅の木をちょっと見上げてみませんか？
梅の実、きっと見つかりますよ。

病 院 N EW S

第二精神科医長・臨床光画像研究室長
野田 隆政

双極性障害への反復性経頭蓋磁気刺激療法（rTMS）が
先進医療Bとして承認されました
双極性障害（躁うつ病）は、躁状態（気分が高

科大学附属病院や、慶応義塾大学病院、京都府

揚し、活動性が高まり、饒舌でときに興奮、攻

立医科大学附属病院の 4 施設と多施設共同で、

撃性が高まるなどの症状）やうつ状態（気分が

薬物療法に反応しない双極性障害のうつ病エピ

落ち込み、気力がなく、何事にも興味がわかな

ソードの患者さんを対象に、rTMS による臨床

いなどの症状）を繰り返す疾患です。双極性障

研究を先進医療 B で実施いたします。

害の経過の中で、うつ状態の占める期間が長い

当施設のホームページにアクセス方法など詳細を

ことは知られていますが、中には処方を調整し

掲載しています。関心のある方はご覧ください。

ても改善しにくいことがあります。こうした治
療抵抗性双極性障害のうつ状態の治療として
rTMS が期待されています。rTMS は、磁気を
利用した治療法です。ファラデーの電磁誘導の
法則を応用して、神経細胞を刺激する技術です。
安全性が高い治療法として、海外ではうつ病の
治療に臨床応用され、本邦でも 6 月より臨床
導入されます。
国立精神・神経医療研究センター病院（院長：
中込和幸）では、本年 5 月より東京慈恵会医

鬼頭伸輔
（金原出版 , 2016）

NCNP 診療ニュース Vol.10
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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。

6月

開催

筋疾患センター

第16回
筋ジストロフィー
市民公開講座開催！
6 月 8 日 ( 土 )13 時より
第16 回筋ジストロフィー

市民公開講座を開催いた
します。筋ジストロフィー
に関する治療研究の現

状、食に関わるケア、心
臓のはなし、ストレッチ
や自助具、生活の工夫な
どのセルフケアについて
講演と実技を行います。
皆様のご参加をお待ちし
ております。
■ 2019 年 6 月 8日（ 土 ）
13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

6月

開催

6月

開催

多発性硬化症センター

第14回

多発性硬化症・視神経脊髄炎講演、個別相談会

1&13てんかんと発達障害市民公開講座

多発性硬化症（MS）や視神経脊髄炎 (NMO) の診断や治療について、当院の取
り組み、最近の進歩、今後実施予定の臨床治験などに関する講演会を開催します。
日時：平成年月日（土）午後時～時
講師は臨床経験豊富な当センターの専門医で、個別相談も予定しています。
会場：当センター・ユニバーサルホール

定員：名
■ 2019年6月15日（土）13時〜16時30分

対象：本講座に関心のある方、無料
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：150 名 〈参加費無料〉
テーマ『てんかんと発達障害：最新の知見』
■ 対象：本講座に関心のある方

7月

開催

１．稀少難治性てんかん
２．自閉スペクトラム症と腸内細菌
３．こどものてんかん外科治療の進歩
NCNP てんかんと発達障害市民公開講座

てんかんと発達障害：最新の知見
１．稀少難治性てんかん
２．自閉スペクトラム症と腸内細菌
３．こどものてんかん外科治療の進歩
■
■
■
■

2019年7月6日
（土）13時～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
●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

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
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研究プ

ロジェクトです。当センターはとりまとめ
機関として、全国の拠点病院を中心とした

地域・専門分野連携により、病気の診断に
努めています。
今回は当センター病院が取り組んでいる
IRUD に関連する診療・研究について御紹
介し、情報交換の会も予定しております。
■ 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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会場のご 案 内

第 1 回 医療連携講演会

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
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

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

小平市グラウンド

萩山公園前

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/

