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お申込先

参加費
無料

会場
※下記に地図あり

プログラム

はがき
〒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

※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。

※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。

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
「発達障害の治療法の確立をめざすトランスレーショナルリサーチ」班

対象 : 本講座に関心のある方

主催

「学習障害」
NCNP精神保健研究所　知的・発達障害研究部 稲垣真澄

「注意欠如多動症」
NCNP精神保健研究所　知的・発達障害研究部 加賀佳美

「自閉スペクトラム症」
NCNP病院　特命副院長　小児神経科 中川栄二

「自閉スペクトラム症者へのロボットを用いた取り組み」
熊崎博一NCNP精神保健研究所　予防精神医学研究部

NCNP市民公開講座

発達障害の最新の知見
定員 150名 ※お申込受付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。

時間 13:00～ 16:30 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

市民公開講座

日時：2020年3月14日 (土)
13:30～15:30(開場13:00)

会場：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)

プログラム

【お申し込み・問い合わせ先】

参加無料
事前申し込み制

先着順
定員150名

E-mail : ninchi-c@ncnp.go.jp
電話 : 042-341-2711(代）
住所 : 〒187-8551

東京都小平市小川東町 4-1-1
国立精神・神経医療研究センター 認知症センター

13:35～14:15 認知症治療の現状
精神科 医師 坂田増弘

14:30～14:50 認知症の非薬物療法
精神科 医師 稲川拓磨

14:15～14:30 休憩

14:50～15:10 認知症と治験
臨床研究推進部 CRC 山本理代

15:10～15:25 質疑応答

新年のご挨拶
-オリンピックイヤーを迎えて

脳病態統合
イメージング

センター
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NCNP

専門疾病センター紹介

各部門紹介

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。

臨床検査部

遺伝カウンセ 
リング室

薬物依存症 
センター
パーキンソン病・
運動障害疾患センター

施設紹介
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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

北

会場のご案内

●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

●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

■  2020年2月15日（土）13時～16時30分
■ 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

■  2020年3月14日（土）13時30分～15時30分
■ 会場：ユニバーサルホール
■ 定員：150 名　〈参加費無料（事前申込制）〉
■ 対象：本講座に関心のある方

2月
開催

3月
開催発達障害市民講座 認知症センター

学習障害、注意欠如多動症、自閉スペク
トラム症に関する最新の知見と自閉スペク
トラム症者へのロボットを用いた取り組み
についてお話し、発達障害の医療と研究に
関する理解を深め、日常生活支援につなげ
ることを目的として講演会を行います。

認知症センター・認知
症疾患医療センターは、
このたび「認知症治療の
現状と進歩」と題した市
民公開講座を開催いたし
ます。

非薬剤治療も含めた、
認知症に対する治療の現
状と進歩を総括し、さら
に、当センターで行われ
ている臨床研究 tDCS( 経
頭蓋直流電気刺激法 ) の
説明、認知症の治験に関
する情報を説明していた
だく予定です。ご期待く
ださい。

「発達障害の最新の知見」 「認知症治療の現状と進歩」

脳神経外科

診療科紹介
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皆様、明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって素

晴らしい年になりますよう、祈念しております。

昨年は、未曽有の台風など、多くの災害に見舞われ、全国各地で

大きな被害がもたらされました。災害時の医療機関間の連携体制

の重要性を改めて思い知り、近隣の医療機関とのつながりを大事に

していきたいと考えております。

一方、本年はオリンピックイヤーということで、昨年ラグビーで

盛り上がった勢いをそのまま持ち越して、文字通り熱い日々を過ご

すことになりそうです。この機会に障碍者スポーツに対して、多く

の国民の関心が集まることが期待されます。

当院では、精神、神経、筋、発達障害に関連する障害をお持ちの

方々の主観的な満足感、幸福度の向上を目指して、接遇改善を含む

医療サービスの充実を図っていく所存ですので、本年もどうかよろ

しくお願い申し上げます。

当科は、機能的脳神経外科を専門に行なっていま

す。その中でも、てんかんの外科治療は当科の得意

領域であり、NCNP てんかんセンターが持つ中核機

能の一つでもあります。乳幼児から成人まで全ての

年齢層の患者さんが対象ですが、特に乳幼児の手術

においては国際的にも有数の実績があります。高磁

場 MRI や長時間ビデオ脳波モニタリングに加えて、

脳磁図や発作時 SPECT など高度に専門的な検査を

実施して、手術適応を慎重に判断します。なお、外

科治療だけではなく、薬物治療や鑑別診断も行って

いますので、抗てんかん薬を処方しても発作を繰り

返す、てんかんなのかどうか分からない、治療すべ

きかどうか迷う、脳波検査の希望がある患者さんな

どがいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談く

ださい。

月 火 水 木 金

てんかん
新患 〇 〇 〇 〇

その他 一般
新患

DBS
新患

正常圧
水頭症
新患

病院長　中込 和幸 脳神経外科診療部長　岩崎 真樹

NCNP
病院

診療科紹介

ご あいさつ

新年のご挨拶
-オリンピックイヤーを迎えて

診療情報②

診療情報①

てんかん診療における下記のようなお悩みにお

答えします。

●�抗てんかん薬を処方しても発作が収まらない

（2種類以上の抗てんかん薬を試したが、1年

以内に発作が再発する）

●てんかん発作なのかどうか分からない

●�はじめてのけいれん発作のようだが、治療を

始めるべきかはっきりしない。

●�このまま抗てんかん薬を続ける必要があるの

か分からない。

●自動車運転や妊娠出産に関する疑問

●脳波の所見がはっきりしない

●抗てんかん薬を整理したい
当科が主に行っている治療

●てんかん外科

●パーキンソン病などの脳深部刺激療法（DBS）

●正常圧水頭症に対するシャント術

●�三叉神経痛、片側顔面けいれんの外科治療�

（微小血管減圧術）

●髄膜種など一般的脳外科

脳神経外科

連携を大事に、
患者さんの10年後を見据えた
治療を提供します。

てんかん診療のご紹介

脳神経外科新患外来
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病院紹介①

当臨床検査部では、脳・神経系検査に特化した

検査業務が行われており、脳波関連検査をはじめ

脳磁図・光トポグラフィーなど生理学的検査が特

に充実し、それらの検査業務に臨床検査技師が携

わっています。

また、国際規格である ISO 15189認定を取得

しており、臨床検査室の質と技術が国際規格に

適合すると第三者機関から保証されています。

その認定は、臨床検査室の質と能力向上に必要

な事項が品質管理・技術管理として規定され、ス

タッフ全員の技量や能力、情報共有や問題解決

プロセスの明確化などが求められており、患者さ

んの検査を行うにあたり常に精度を確保すべく、

日夜努力しております。

患者さんの診断をきっか

けに、ご家族が “ 病気の遺伝

について知りたい ”、“ 遺伝の

可能性を知りたい ” と当室を

受診されることがあります。

当室では自由診療として遺伝カウンセリングを

提供しており、一部の疾患では未発症の血縁者に

対する保因者診断・発症前診断に関する相談もお

受けしています。遺伝に関する疑問や相談はど

この部門を受診される患者さんにも生じる一方

で、どこに相談して良いか分からないということ

もあるかもしれません。経験豊富なスタッフが

対応させていただきますので、どうぞお気軽にお

問い合わせ下さい。

遺伝カウンセリング風景

検体検査 脳波検査

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。

NCNP病院
各部門
紹介

スタッフより

検査部一同チームワークを大切にし、日々各種
検査機器の精度管理を行い、常に迅速かつ正確
な検査データを提供できるよう心掛けています。

患者さんとともに歩む 
PMDセンター

パーキンソン病・運動障害疾患センター
（PMDセンター）

臨床検査部 遺伝カウンセ
リング室

PMD センターでは、患者さ

んの困っておられる病状に対

して、どうすれば少しでも良く

出来るのか、という観点で様々

な臨床研究を行っています。現

在、発症バイオマーカー、姿勢障害の評価と治療法、

薬物動態による L-dopa 処方設計、認知行動療法に

よる不安軽減などに取り組んでいます。

2019年9月7日に開催した市民公開講座では、

脳・神経関連検査の充実＆検査精度の
質向上に努める

遺伝性疾患と診断された患者さんと
ご家族に対する支援

遺伝カウンセリング室　認定遺伝カウンセラー®　杉本 立夏臨床検査技師長　上條 敏夫

薬物依存研究部長

松本 俊彦

パーキンソン病・運動障害疾患センター長

西川 典子

私たち薬物依存症センターで

は、治療にあたって２つのことを

大切にしています。１つは、治療

の場を安心・安全な場所にするこ

とです。そのために、守秘義務を

優先し、患者さんが安心して正直になれる治療環境を

心がけています。もう１つは、個々の患者様の病状や

特徴に応じて、「SMARPP」や「リアル生活プログラム」

といったグループ療法、さらには、適宜、個人心理療法

や入院治療を組み合わせ、テーラーメイドの医療を提

供しています。

薬物依存症センター
安心・安全な薬物依存症治療の場を !

パーキンソン病の睡眠障害や夜間症状について医

師、薬剤師、看護師、心理士、理学・作業療法士から、

各々の立場からのアドバイスを織り交ぜながらお

話いただきました。

これからも患者さんとともに歩む PMD センター

でありたいと思っています。
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施設紹介

精神・神経疾患の病態は不明な部分が

多く、生きている人の脳で起こっている

ことを明らかにするための手段が限られ

ていることが、その理由の１つに挙げら

れます。私どもIBICは、PETやMRIな

どの画像モダリティを使って、患者さん

をはじめ人の被験者の脳形態や機能を明

らかにすることで、未来の治療や診断の

開発に貢献できるよう努めています。急

速に進む高齢化を背景に、認知症の病態

解明と治療開発は

世界的にも喫緊の

課題であり、病態

解明に主眼とした

ものや脳機能画像

が治療方針の決定

に与える影響を調

査するものなど、

複数の大規模研究を行っているところで

す。さらに、今の精神医学では治療が困

難な症例も多い、統合失調症、てんかん、

薬物依存症といった疾患も近い将来の研

究対象として考えており、今後IBICが貢

献できる範囲は拡がっていくことが期待

されます。当センターを受診される患者

さんやご家族からのご支援・ご指導を賜

りながら成長できたらと考えております。

何卒宜しくお願い申し上げます。

脳
画
像
研
究
で

　
治
療
や
診
断
の
発
展
に
寄
与

台風15号による被害 台風19号通過後の後片付け

土砂降りの中での排水対応
（台風19号）

IBIC 臨床脳画像研究部
臨床脳画像診断研究室

室長
沖田 恭治

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。

「オオイヌノフグリ」または「星の瞳」

Nature

冬の日差しに誘われてセンターの敷地を散策していると、ほ
かの草がやっと芽を出し始めるころなのに、ところどころに小
さなコバルトブルーのお花畑が。

名前はオオイヌノフグリ。
この名前、ちょっと気の毒な意味なのですが、この花には「星

の瞳」という別の名も。集まって咲いていると星空のようで、ピッ
タリのネーミングですね。

見つけたらぜひこちらの名前を思い出してみてください。

NCNP四季便り
情報システム顧問　永井 秀明

脳病態統合
イメージングセンター

病院 NEWS

台風 19 号襲来に備え、折れそうな枝をチェーンソーで伐採
し看板やポールを屋内に片づけました。センター全体による
臨時の災害医療対策委員会も開催し、懸案事項と事前対策を
情報共有し、特に大きな被害も無く乗り切ることができまし
た。備えあれば憂い少なし！で、災害時にも診療が継続でき
るよう努めて参ります。

台風19号の対策 ～台風15号の教訓を生かし～

総務部総務課
志田 松之助


