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。

7月

開催

てんかんセンター

『てんかんと発達障害：最新の知見』
program
てんかんセンター長 中川 栄二

小児神経科医長 齋藤 貴志

「稀少難治性てんかん」
神経研究所免疫研究部室長 佐藤 和貴郎

「自閉スペクトラム症と腸内細菌」
「こどものてんかん外科治療の進歩」

国立精神・神経医療研究センター
てんかんセンター市民講座

と

2019 年

7 月 6 日（土）

13:00 〜 16:00 ( 開場 12：30 )

国立精神・神経医療研究センター
教育研修棟ユニバーサルホール

対象

本講座に関心のある方

定員

150 名 参加費無料

最新の知見
参加費無料
※要申込

NCNP
T

「パーキンソン病と睡眠障害」

眠に対する心理アプローチやリハビリなど、対応策を多
職種で考えていきたいと思います。

脳神経外科部長 岩崎 真樹

会場

パーキンソン病

開催

パーキンソン病に伴う睡眠障害として、レム睡眠行動異
常症、不眠・過眠、夜間の排泄の問題を取り上げて、不

開会あいさつ
「てんかんと発達障害」

日時

9月
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診療ニュース

S

最先端のリハビリテーション医療を
現場で実践

2019.

7

Vol.11

■ 2019年9月7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：パーキンソン病の患者さんとそのご家族

※お申し込み受け付けは先着順とし、
定員になり次第、締め切らせていただきます。

お申込先

〒187-8551 小平市小川東町 4-1-1
国立精神・神経医療研究センター病院
中川班事務局
メール：tama-shin@ncnp.go.jp

※上記の宛先に氏名・参加人数・連絡先を明記のうえ、上記宛先へはがきを
ご郵送いただくかまたはメールをお送り下さい。電話でのお問い合わせは
受け付けておりません。ご質問等は、はがき・メールにてお願いいたします。
※センター内の詳細は http://www.ncnp.go.jp/map/ をご覧ください。
ユニバーサルホールは教育研修棟１階にございます。正門または研究所入
口よりお入りください。
可能な限り公共交通機関をご利用下さい。駐車場（有料）は数に限りがご
ざいます。
主催：国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費「てんかんの病態解明と併存症を含めた先駆的・包括的診断と治療方法の開発」班

１. てんかんと発達障害
（中川 栄二）
２. 稀少難治性てんかん
（斎藤 貴志）
３.	自閉スペクトラム症と腸内細菌

（佐藤 和貴郎）
４.	こどものてんかん外科治療の進歩

（岩崎 真樹）
■ 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

7月

開催

各部門紹介

医療機器
中央管理室
2018 年 9 月市民公開講座の様子
●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
薬物依存症治療センター

「薬物依存症からの回復とは何か」
当院での薬物依存症治療と、連携している
ダルクの活動を紹介するとともに、薬物依
存症からの回復者の体験談を聞いてもらい、
多くのみなさまに、薬物依存症が回復でき
■ 2019年7月28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

統合失調症早期
診断・治療センター

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

こころのリカバリー
地域支援センター

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

る病気であることを伝えたいと思います。

8

看護部

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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TOPICS

新任紹介・ごあいさつ

最先端のリハビリテーション医療を
現場で実践

特命副院長

脳神経内科診療部長

平成31年4月より身体リハビリテーション部長として赴任いたし
ました水野勝広と申します。どうぞよろしくお願いします。
当院の身体リハビリテーション部では神経疾患、筋疾患を中心に幅

身体リハビリテーション部 部長

水野 勝広

高橋 祐二

本年度より特命副院長を拝命致しました高橋祐二と申します。脳神経内科
診療部長との併任となります。研究・教育・研修を主として担当いたします。

広い疾患に対してリハビリテーション治療を提供しております。神経・

病気を克服し社会に貢献することを使命として、患者さんのお役に立てるよ

筋疾患では、運動機能障害の他に、呼吸機能障害、摂食嚥下機能障害、

うな研究をどのように展開していくのか、また臨床・研究両面において次代を

構音・発声障害など障害が多岐に渡り、またその障害像は一人一人違

担う人材をどのように育成していくのか、私なりに知恵を絞り実行していき

い、千差万別です。このような患者さんに対して医師による詳細なア

たいと考えております。どうかよろしくお願い申し上げます。

セスメントのもと、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の3つの部門が
それぞれの特徴を生かして総合的にアプローチし、生活機能や QOL

の向上を目指して診療を行っております。
近年、いくつかの神経・筋疾患に対してリハビリテーション治療が有効であることがわかってきており、こ
れらの治療プログラムを積極的に取り入れて実践しております。また、薬物療法とリハビリテーション治療

栄養管理室長

の組み合わせなど新たな神経・筋疾患の治療法の開発・研究にも取り組んでおります。

宮本 佳世子

平成最後の年、平成３１年４月１日、国立病院機構千葉医療センターより赴
任致しました栄養管理室長の宮本と申します。当院は２０年近く、歴代の室長
は男性のベテラン室長が続いておりましたが、今回は私が当院室長を拝命す
ることとなり、若輩の室長ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
私は管理栄養士ですが、関東甲信越管内の国立研究開発法人及び独立行政法人国立病院機構各施設の転勤を
伴いますので、これまで多くの施設を異動してまいりましたが、当院に着任し、まず感じたことは、広大な敷地
や多くの立派な研究センターもさることながら、患者のみなさまと向きあう際の各医療スタッフの穏やかな
笑顔です。当部門は、入院患者様の病院給食の提供と（入院・外来共に）栄養食事指導が主な業務で、食を通して
医療貢献を行う部門です。
「食べて・感じて・考え」そして患者様にも笑顔になって頂けるよう「食」のプロフェッ
ショナルとしてスタッフ一同と共にがんばってゆきたいと思います。

平成 31 年 4 月現在の当院のスタッフ一同
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栄養食事指導時の代謝測定風景
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病院紹介①

病院紹介②

医療機器中央
管理室
医療機器中央管理室

主任臨床工学技士

看護部

NCNP病院
各部門
紹介

安田 聖一

副看護部長

中島 百合

統合失調症早期診断・
治療センター（ＥＤＩＣＳ）

統合失調症早期診断・治療センター
センター長（精神科医長） 吉村 直紀

早期の診断と治療による
回復を目指す

医療機器の専門職として診療をサポート

こころに寄り添い質の高い看護をめざす

医療機器中央管理室は手術部長以下4名（臨床工

看護部では難治性の疾患や障害を抱え、不安や苦

主に発症後5年以内の患者さんを対象に、専門外来で詳

学技士3名、業務技術員1名）が在籍、医療機器の

痛を感じながら生活する患者さんのこころに寄

細な問診と検査などの診察や初期治療を行います。統合

中央管理、修理や点検、機器に関する相談など、

り添い、入院中から退院後まで多職種と連携し

失調症と診断された患者様で、当センターのレジストリ

様々な業務を行っています。

ながら、患者さんがその人らしく生活できるよう、

臨床工学技士の仕事は「医師の指示のもと生命維

診療情報

（データベース）へ登録された患者様には、統合失調症の

精神科専門看護師による、患者手帳などを用

様々な支援を行っています。

主たる症状のひとつ、認知機能障害についての詳細な心

いた統合失調症の心理教育も行っています。

持管理装置の操作及び保守点検を行うこと」とさ

また、患者さんへの質の高い看護の提供を目指し、

理検査を行い、その結果を患者様へご説明いたします。

病気についての詳しい説明だけでなく、症状

れ、当院では主に血液浄化療法や人工呼吸療法等

専門看護師や認定看護師らの専門分野における

また、1年ごとのフォローアップ検査によって、認知機能

に携わり、患者さんに安全に治療を受けていただ

組織横断的な活動のほか、呼吸ケアスキルナース、

の縦断的な評価も行っています。

けるよう日々努めています。

口腔ケアスキルナース、行動制限最小化スキル

安全・安心な医療機器のために

ナースといった院内認定制度を設け、それぞれが
臨床場面でその専門性を発揮し活躍しています。

医療安全管理室と連携して医療機器の適切な使

が悪くなったときの具体的な対応方法などが
学べ、実生活に役立てることができます。

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。

こころのリカバリー地域支援センター
センター長（精神科医長） 坂田 増弘

用、事故のリスク低減のため研修会を開催してい

こころのリカバリー地域支援センター

ます。また院内の800台を超える医療機器の効率
的な保守点検、管理を行うため、医療機器のバー
コード管理の準備を進めているところです。

患者さんの地域生活・
自己実現を支援
精神科デイケア・訪問看護ステーション・所沢アウト
患者さんの食事介助場面

リーチチームによる精神科地域医療ケアと包括的な
生活支援、社会参加支援の提供を臨床活動とし、精神

センターの概要

保健研究所地域・司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施しています。
精神科デイケアは、当院以外の医療機関に通院中の
方も随時受け入れています。集団活動に慣れつつ、
身体的な健康も含めた自己管理ができるようになる
ことを目標としています。
呼吸ケアスキルナースによる指導場面
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病院の広い敷地・渡り廊下を利用したウォーキングプログラムの様子
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Information

新任紹介・ごあいさつ
Nature

NCNP 四季便り

財務経理部長（医事室長兼任）

情報システム顧問

永田 勝則

本年４月に国立療養所沖縄愛楽園から赴任してまいりました。当センター

永井秀明

ヒメジョオンとベニシジミ蝶

の使命である「精神・神経疾患等の克服を目指した研究開発や高度先駆的医療

夏は、春や秋にくらべると意外と野の花が少ない季節です。そん

の提供」を進め、患者さまの健康の増進に寄与するため、療養環境の向上等に

な夏に元気に花を咲かせているのがヒメジョオン（姫女苑）。小さ

努めてまいります。

な白い花を咲かせるキク科の植物です。

私が所属する財務経理部は文字どおり当センターの財産管理や医事、経理事務を行う部門ですが、そのうち
医事室は外来窓口業務等を行っています。ホテルに例えますと最初にお客さまに接するフロント係と同様で
あるため、患者さまに寄り添い、迅速で丁寧な対応を行うよう心掛けてまいりますので、引き続き、ご理解とご
協力をお願い申し上げます。

北アメリカ原産で、幕末のころに観賞用として輸入されたもの
が野原に逃げ出したのだそうです。センターでもあちこちでよく
見かけます。

この写真はベニシジミ
（紅小灰）
蝶がお食事中の一枚です

花の少ない季節、蝶にとってはごちそうです。

余談ではありますが、当センター内には桜の代表格であるソメイヨ

病院コンサート♪

シノからクローン桜である御衣黄（ギョイコウ）まで70種類以上の植
物（花・草・樹木等）があり、一年を通じて四季折々の変化が楽しめま
すので、患者さまはもとより地域の皆様方も是非お立ち寄りください。

Concert

令和初の病院コンサートは２本のライブを開催
2019 年 5 月 22 日、令和最初の
NCNP 病院コンサートは 2 本のラ
イブを開催しました。
１本目はシャンソンライブで哀愁
漂う時空に包まれました。２本目は、
あのカラオケ世界大会でも有名な海
蔵亮太さんの初 NCNP ライブ。認
知症の母の心を歌ったとされる「愛
のカタチ」などで、会場は感動に満
ち溢れました。詳しくはホームぺー

歌とアコーディオンによるロシア民謡も織り交ぜたシャンソンデュオ

ジもご覧ください。

副看護部長

中島 百合

https://www.ncnp.go.jp/hospital/news/2019/539.html

平成31年4月1日付で看護部副看護部長に着任いたしました中島と申します。
改元という記憶に残る年に、新人時代から長きにわたり育てていただいた
当院で、再び勤務できることを大変幸せに感じています。与えられた環境に感
謝し、人とのご縁を大切にしながら、活き活きした看護部作りを目指し、誠心
誠意努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
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うっとりする美声の海蔵亮太さん

NCNP 診療ニュース Vol.11

7

