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（NIN）

筋レポジトリーと

筋疾患研究

疾病研究第一部

National Institute of Neuroscience

筋ジストロフィー研究の中で最も重要な歴

長です。このような歴史からも NCNP がいか

史的発見の1つは、
「ジストロフィンが筋線維

にこのフィールドをリードしてきたかよく分か

膜蛋白質である」ことの発見であり、その発見

ります。これらの研究を下支えしているのは筋

はサルコグリカンやジストログリカンの発見

疾患診断と筋レポジトリーです。これまでに2

に繋がりました。この研究を行ったのは、故・

万1千検体を超す凍結筋が集まっており、世界

荒畑喜一・疾病研究第一部前部長と故・杉田

有数のものとなっています。神経研究所では、

秀夫・名誉総長のグループです。またサルコグ

今後も筋レポジトリーおよびその基盤となっ

リカンやジストログリカンという名称を付けた

ている筋疾患診断後方支援、検体を利用した

のは、小澤鍈二郎・神経研究所名誉所長です。

筋疾患研究の状況などについて情報発信を続

つい最近原因遺伝子が明らかとなった眼咽頭

けてゆきます。
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遠位型ミオパチーを世界に先駆けて報告した
診療科紹介

のは、故・里吉栄二郎・名誉総長で、Nonaka
myopathy とも呼ばれる GNE ミオパチーを

心療内科

世界に向けて報告したのは、埜中征哉・名誉院

薬物依存症をめぐるモノ
 －ヒト－セカイの解明を目指す
心理社会研究室では、薬物乱用の広がりと、乱
用者の実態や特徴を明らかにすべく、様々な疫

精神保健研究所
薬物依存研究部長
松本 俊彦

精神保健 研究所
（NIMH）

在も無視できません。私たち
は、
「物質
（モノ）
「個体
」 （ヒト）
」
「環境
（セカイ）
」という3つの

学研究を行っています。依存性薬物研究室では、

観点のいずれもおろそかに

薬物の成分や毒性・依存性を明らかにすべく動

することなく、薬物依存症を

物実験を行っています。そして診断治療開発研

めぐる様々な問題と向き合い、

究室では、センター病院と連携して薬物依存症

日夜研究を続けています。

センターで臨床活動を展開しながら、新たな治
療法の開発と、その普及のための研修会を主
催しています。

神経毒性に
関する研究

薬物依存症は多面的な病気です。その病気が
成立するには、まず依存性薬物という
「物質」の
存在が必要ですが、同時に、薬物を入手しやす
い
「環境」や、何らかの脆弱性を持つ
「個体」の存

デモセッション見学

各部門紹介

医療連携福祉相談室

（患者サポートセンター）

National Institute of Mental Health

薬物依存研究部には3つの研究室があります。
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発達障害とてんかん

病院
診療科紹介

心療内科

発達障害は、さまざまな先天的要因によって乳児期から幼児期にかけて
その特性が現れ始める脳機能発達の遅れや偏りです。2013年にアメリカ
精神医学会の提言で、発達障害は脳の機能発達の障害と位置づけられ神
経発達症と呼ぶことになりました。従来の自閉症やアスペルガー症候群を
含む広汎性発達障害は、自閉スペクトラム症（ASD）にまとめて分類され、

心身症を治療する診療科です

注意欠如多動症（ADHD）や限局性学習症（SLD）とともに神経発達症群
特命副院長、外来部長、
てんかんセンター長

中川 栄二

の下位分類となりました。発達障害の有病率は ASD が1％、ADHD は2－

富田 吉敏

発達の異常に気づかれるのは乳幼児期です。これらの症状は、しばしば併
存（合併）
して認められることがあります。発達障害はてんかんの併存を認

我々は日常生活の中で進学・就職・転職・転居・対人

めることが多く、てんかんにも発達障害の併存が認められることがしばしばあります。発達障害ではてんかんの併

交流など様々なイベントを経験し、時にストレスに晒

治療に関しては薬物療法、心理療法などを合わせ
心療内科
て症状の緩和を目指しますが、重要なことは患者さ

存率が高く、ASD では5－38％にてんかんが併存しますが、知的障害をともなう場合は、知的障害がない例の約3

されます。そうした中で動悸や息切れなどの身体的

心・
身
症を治療する一緒にスト
診療科です
ん御自身にも病態を理解
把握いただき、

倍にてんかんの併存が報告されています。ASD でのてんかん発作の発症時期は、1－5歳の幼児期と11－18歳の

な変調を感じられる方もおられるのではないでしょ

思春期に2峰性に認められるのが特徴です。ADHD では12－17％にてんかんの併存が報告されています。また、

うか？ 特にイベントが苦手なものであればより心身

小児のてんかんでは、ASD、ADHD、SLD の発達障害の併存率が非てんかん群よりも高く、てんかん児の20％で

が疲弊して、なおさらに変化を感じませんか？ そうし

ASD、30％で ADHD の併存が報告されています。そのうち3分の2がてんかん発症後に新たに発達障害と診断さ

た身体的な変調により生活に差し障りを生じた場合、

れています。また抑うつや不安、強迫性障害、気分障害などの精神障害の合併も若年発症であるほど高いといわ

何かしらの対応が必要になります。心療内科は、ライ

れています。特に、前頭葉てんかんと側頭葉てんかんでは、発達や情緒に関連する部位を巻き込むため認知機能

フイベントに伴う心理社会的なストレスの影響により、

異常や行動異常が高頻度で認められます。

身体的な変調を呈する病態～心身症～の治療に関わ

発達障害の診断は、心理発達検査、発達歴の聞き取り、生活上の困難さについての質問や、脳波、頭部画像検
査などの神経生理学的検査や画像
検査などから総合的に診断します。

だ充分に進んでいないため、現在
の医療ではまだ根治的な治療はで
きません。てんかんに発達障害が
併存していると薬物治療や対応に

発達障害とてんかんの併存

心身症の発症には図のような相互関係にある因子

かんセンターか小児神経科にご相
談ください。

我々は日常生活の中で進学・就職・転職・転居・対人交流など様々なイベントを経
レスの対応策を考えることが必要となります。
レスに晒されます。
そうした中で動悸や息切れなどの身体的な変調を感じられる方も
ないでしょうか？ 特にイベントが苦手なものであればより心身が疲弊して、なおさ
通常の身体治療で中々改善しない場合、
気がつか
ませんか？
そうした身体的な変調により生活に差し障りを生じた場合、何かしらの
ります。心療内科は、ライフイベントに伴う心理社会的なストレスの影響により、身
ないまま蓄積したストレスが影響している可能性が
する病態～心身症～の治療に関わる診療科です。通常の身体治療で症状が残存する際
が混在している可能性があります。
あります。ストレスの存在を考えてみませんか？ なお
心身症の発症には図のような相互関係にある因子が影響していると考えます。具体
気質・体質などの準備因子、生活習慣や行動パターンなどの増悪因子、家族・学校・
気分の落ち込みや不安が強い方、自殺願望のある方、
境ストレスの発症因子で、診察の際に確認する必要があります。
繰り返しになりますが、心身症は、その発症や経過に心理社会的ストレスが関わっ
など気分・情動の問題や精神症状に関しては精神科
各診療科で治療される身体疾患にも混在してみられます。具体的には機能性消化管障
候群、機能性ディスペプシア)、本態性高血圧、慢性疼痛などです。
の受診を推奨します。また診察や治療の過程でも精
治療に関しては薬物療法、心理療法などを合わせて症状の緩和を目指しますが、重
神科を紹介させていただくこともあります、
あらかじ
さん御自身にも病態を理解
・把握いただき、一緒にストレスの対応策を考えることが必
通常の身体治療で中々改善しない場合、気がつかないまま蓄積したストレスが影響
め御了承ください。
があります。ストレスの存在を考えてみませんか？
なお気分の落ち込みや不安が強
のある方、など気分・情動の問題や精神症状に関しては精神科の受診を推奨します。
の過程でも精神科を紹介させていただくこともあります、あらかじめ御了承ください

が影響していると考えます。具体的には、性格・気質・
⾃閉スペクトラム症（ASD）

＊社会性発達障害
⼈とのかかわりを持つことが苦⼿なこと
＊コミュニケーション障害
⾔葉の発達に遅れやかたよりがあること
＊活動と興味の偏り
活動や興味の範囲が狭い、特定の物
へのこだわり

注意⽋如多動症（ADHD)

てんかん
睡眠障害

不注意性、多動性、衝動性を特徴とする
＊多動性・衝動性優勢型
＊混合型
＊不注意優勢型

体質などの準備因子、生活習慣や行動パターンなど
の増悪因子、家族・学校・職場といった環境ストレス
の発症因子で、診察の際に確認する必要があります。
繰り返しになりますが、心身症は、その発症や経過

困ることがあります。てんかんと発
達障害でお困りの方は、当院てん

る診療科です。通常の身体治療で症状が残存する際
に心身症の病態が混在している可能性があります。

発達障害の原因や治療の解明がま

に心理社会的ストレスが関わっているもので、各診
発達性学習症（LD）

知的な能⼒そのものに⼤きなつまづきがないのに
＊聞いたことの理解が難しい
＊話したいことが⾔葉でうまく表現できない
＊⽂字を書くことが苦⼿
＊繰り上がり、繰り下がりの計算ができない
＊図形や⽂章問題の理解が困難

中川栄⼆．Epilepsy; 2020．
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心療内科医師

3％前後で SLD は2－3％と推定されます。男女比は2-3：1で、男性に多く

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

療科で治療される身体疾患にも混在してみられます。
具体的には機能性消化管障害 ( 過敏性腸症候群、機
能性ディスペプシア )、本態性高血圧、慢性疼痛など
です。
NCNP 診療ニュース Vol.24
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病院紹介①

医療連携福祉相談室

病院紹介②

NCNP病院

（患者サポートセンター）
医療連携福祉相談部 医療福祉相談室
第一医療社会事業専門職 澤 恭弘

地域・関係機関との連携を大切に
医療福祉相談室は地域連携医療福祉相談室の1
セクションとして、ソーシャルワーカーが在籍して

各部門
紹介

医療機器中央
管理室
医療機器中央管理室

臨床工学技士

安田 聖一

医療機器のスペシャリストとして
診療をサポート
みなさんは臨床工学技士
（ＭＥ：エムイー【Medical
Engineer】
）
という仕事を知っていますか？

気分障害センター
最適な治療で社会復帰を
目指します

て気分障害に関する知識の普及と最新知見の紹介を

当センターの気分障害外来では詳細に病歴を精査

学的側面を含む）、脳画像検査などを施行して診断を

なっています。地域連携室、入退院支援室と共に患

ど生命維持管理装置の操作や保守点検を行う事が

再評価します。そのうえで、薬物療法だけでなく、認

者さん・ご家族、地域の関係機関の皆さんと手を携

出来る専門医療職です。

知行動療法、電気けいれん療法、反復経頭蓋磁気刺

当院では常に50台以上の人工呼吸器が稼働して

激療法（rTMS）、リワークデイケアなどから最適な治

ピーディーに笑顔で対応できるよう心掛けています。

いて、現在はＭＥ3名体制で医師や看護師、メディ

療法を組み合わせて社会復帰を目指します。専門病

当院の患者さんの居住地は、多摩地域が約5割、都

カルスタッフとともに患者さんの治療をサポートし

内、埼玉県、神奈川県、千葉県が約4割となってい

ています。また院内で使用されている30種類以上、

ます。ナショナルセンターのミッションを果たしつつ、

約1100台の医療機器の点検やメンテナンスも大

地域に根差した医療の提供と福祉相談の充実を目

切な仕事です。

と考えています。今後ともどうぞよろしくお願い申

血液浄化療法とは血液中に溜まった不要、もしく

し上げます。

は有害な物質を除去する治療法で、使用する機器
の操作には専門性が求められます。当院では年間約
1200件実施され、ＭＥが重要な役割を担っています。

ただいた血液等のバイオリソースを用いて新たな診

で回復しない方が少なからずおられます。

学の知識を併せ持った国家資格で、人工呼吸器な

筋免疫疾患の患者さんに対する血液浄化療法です。

また、患者さんの経過を縦断的に追跡し、提供い

開講座（2022年1月にオンラインで開催予定）を通じ

関係機関の皆さんからの様々な連絡・相談窓口に

う、より一層「顔の見える関係」を作っていきたい

棟に入院して検査や治療を行うことも可能です。

は治療を受けているものの症状が社会復帰できるま

するとともに心理検査、血液検査（栄養学的、内分泌

当院のＭＥの業務でもう一つ重要なのが、神経

藤井 猛

断、治療法の研究開発を行っています。さらに市民公

臨床工学技士は1987年に制定された医学と工

指し、関係者の皆さんとさらに密な連携がとれるよ

病院第一精神診療部医長

うつ病や躁うつ病（双極性障害）の患者さんの中に

います。医療・福祉相談を中心に患者さんや地域の

えてよりよい治療、よりよい生活が送れるよう、ス

気分障害センター長

行っています。

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。

嚥下障害リサーチセンター

病院脳神経内科医長
嚥下障害リサーチセンター長
山本 敏之

学びを止めない！ eラーニング運用開始のお知らせ
コロナウイルス禍でヒトやモ

務局（enge@ncnp.go.jp）にメールでお申し込みく

ノの流れが制限される中、医療

ださい。医療従事者は無料で利用できます。このシ

現場での学びを止めないために、

ステムで得た知識が、多くの患者さんに役立てば幸

嚥下障害リサーチセンターでは、

いです。

神経筋疾患・精神疾患の摂食嚥
下を学ぶ e ラーニングシステムの運用を開始しまし
た。このシステムでは、神経筋疾患・精神疾患の嚥下
障害の特徴やその対処法について、動画で学ぶこと
が出来ます。利用希望者は、お名前、職種、メールア
ドレス（ログイン ID になります）、勤務している医療
機関（任意）を明記し、嚥下障害リサーチセンター事
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Information

新型コロナウイルスの後遺症と
ME/CFS

精神・神経疾患の根本的な病態を解明し，治

③生前登録システムの構築

新型コロナウイルスに罹患したあと、長期間にわたって日常生活に支障

療法の確立に寄与することが当センターの使

御自身が亡くなった後でも脳研究に寄与し

を来す患者さんがいらっしゃいます。一番多い症状は倦怠感や集中力の低

命であり，そのために，ブレインバンクでは主

たいという意志をお持ちの方がいらっしゃいま

下で、仕事や学業を続けられないなどの深刻な問題が起こっています。以

に以下の活動を行っています。

す。そのような方を登録し，疾患に関する情報

前から筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群
（ME/CFS）
という病気が知られ

①脳を集める

も含め，ブレインバンクや解剖に関する情報

音に対する過敏などの多彩な症状がみられます。ME/CFS はウイルス感

山村 隆

佐野 輝典

NCNPブレインバンクのご紹介

ていますが、ME/CFSでは疲労症状、睡眠障害、痛み、自律神経症状、光や

神経研究所 特任研究部長
多発性硬化症センター センター長

臨床検査部／ブレインバンク

病院 NEWS

染後に発症することが多く、新型コロナ感染でも、一部の患者さんが ME/
CFSを発症しているようです。ME/CFS は診断・治療の難しい病気ですが、
脳画像検査や免疫検査
（自律神経受容抗体検査、抗体遺伝子検査など）
の

・・・そのためには解剖が必要です

を提供・共有するシステムが生前登録システ

脳研究のためには，脳を集めねばなりません。

ムです。

院内のみならず院外からの解剖依頼も24時
間体制で受け付けています
（解剖実施は日中
が多いです）
。
②脳を保存し，提供する

結果から、神経と免疫に異常のある病であることが明らかになってきました。

・・・研究に用いて疾患克服を目指します

私たちは病態の解明や治療法の開発に向けて診療と研究を進めています。

解剖で得た脳は，凍結脳を含め半永久的に
保存しています．脳研究を行う様々な研究者
に提供することができます。

コロナ後遺症外来のご 案 内
新型コロナウイルス感染症で急性症状を乗り切った後
に多くみられる持続性の咳や呼吸苦、味覚嗅覚障害、局

Nature

所疼痛、シビレ、脱毛、不安感等の症状、またコロナワク

NCNP 四季便り

チン接種に伴う様々な症状は精神・神経に関するものが
多いため、このたび新しく
「コロナ後遺症外来」を開設しま

情報システム顧問

した。
当院の総合内科
（脳神経内科専門医）
の医師を中心にコ

クヌギの木

ロナ後遺症に悩む多くの患者さんやワクチン接種に関連

雑木林を代表する木のひとつです。

する様々な身体的・精神的症状に対応していきます。

センターのあちこちに生えていて、かつてこ

詳しくは医療連携室まで。電話：042-341-2711
（代表）

のあたり一帯が雑木林だったことを教えてく
れます。

WEB での初診外来のお申 込みを開 始しました！
！
当院では、患者の皆様の利便性の向上を図るため、令和３年４月1日からWEB
（ホームページ）
を通じた初
診予約のお申込み手続きが可能となりました。

夏、甘い樹液に集まるカブトムシにも、それ
を採りにくる子供たちにも大人気の木です。
そして秋になると、パーマをかけたような帽

次の URL より、直接初診外来のお申込み画面にアクセスできます。

子をかぶったま～るいドングリが実ります。

URL:https://www.ncnp.go.jp/hospital/reservation/
なお、緊急メンテナンス時は、予告なく使用できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承いただきま
すようお願いいたします。

直径が３センチほどもある、ドングリの王様
です。
見つけるとつい拾いたくなりますね。

詳しくは医療連携室まで。 電話：042-341-2711（代表）
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