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NCNP施設　活動紹介

（図1）ハンチントン病原因RNAのRNautophagyによる分解

（図2）アルツハイマー病老人斑を形成する高分子量アミロイドβオリゴマー
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アミロイドβオリゴマーを注入したマウス脳左海馬にAβ斑蓄積（赤囲み）が観察される
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神経変性疾患の 
発症メカニズムに挑む

トランスレーショナル研究から始まる
未来の精神科診療

疾病研究第四部　
部長　橋本 唯史
室長　株田 智弘

精神薬理研究部
部長　山田 光彦

疾病研究第四部では9月に橋本唯史部長が

着任し、新しい研究体制がスタートしました。

行動や記憶・感情など、高次な活動を司る脳で

は、タンパク質やRNAの正確なクォリティーコ

ントロールが極めて重要です。しかし、アルツハ

イマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患

では、病因となる分子のクォリティーコントロー

ルが出来なくなり、神経細胞死に至ると考えら

れています。わたしたちの研究部では、患者さ

んからの貴重な検体に加え、様々な実験モデル

を駆使して脳内のタンパク質の変化を解析する

ことで、神経変性疾患発症に関わる分子メカニ

ズムを明らかにしています。最近では、ハンチン

トン病の原因となるHttのメッセンジャーRNA

精神薬理研究部では、病院や神経研究所の

皆さんと連携した素晴らしい環境の中で、精

神疾患の病態解明あるいは新規治療法の開

発を目的とした最先端の研究を行なっていま

す。現在、分子精神薬理研究室（三輪秀樹室

長）及び向精神薬研究開発室（古家宏樹室長）

が設置され、精神医学、薬理学、神経科学、心

理学といった多彩なバックグラウンドを有す

る研究スタッフが様々なステージの研究を進

めています。具体的には、遺伝子改変技術や

AAV ベクターを駆使して特定の神経回路を

制御する実験手法を用いて、うつ病や統合失

調症などの未解決の課題に取り組んでいます。

また、国内外の共同研究者らとともに、精神

が、私たちが発見した分解経路RNautophagy

によって分解されることを見出しました（株田、

図１）。また、アルツハイマー病の老人斑を形成

する高分子量ア

ミロイドβオリ

ゴマーの同定に

も成功していま

す（橋本、図２）。

疾患の最適治療戦略の確立を目指した臨床

研究を実施しています。実験動物や培養細胞

から得られた知見が、ベッドサイド、ひいては

日常臨床と相互にトランスレーションされて

行くことを強く期待しています。

身体リハビリ
テーション部

精神リハビリ
テーション部
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X線撮影装置の主流はフィルムからデジタルへと移

行しており、当院も放射線被ばくの低減について追求

したデジタルへと移行してきました。放射線被ばくに

ついて関心が高まる昨今ですが、2021年11月よりさ

らに放射線被ばくの低減について追求した性能と最

新技術が搭載されたFPD 回診用 X 線撮影装置（以下

FPDポータブル撮影装置）が導入されましたので、ご

紹介させて頂きたいと思います。

生体を透過したX 線をFPDで受け取り、X 線を電

気信号に変換することによってＸ線写真(デジタル画

像)を得る装置で、画素ひとつひとつで読み込むため、

鮮鋭性や感度の高い画像を得ることが出来ます。

・被ばくの低減が可能！　FPDは従来のX-P撮影装

置と比べ、X 線照射量を最大約40～50％低減可能と

なり、またX 線の感度が高いため、照射線量を減らし

ても十分な画像が得られます。

・撮影時間の短縮！　従来のポータブル撮影装置

では、撮影方向・撮影部位を変える度にカセッテと呼

ばれる板を入れ変えなければならなかったのですが、

FPDでは板を入れ変える必要性がなくなりました。１

人あたりにかかる撮影時間が全体で約25～30％も短

縮されました。

・撮影したその場で画像確認　

大画面15インチモニタに画像

表示！　大きく見やすい15イン

チモニタを搭載し、緊急を要す

る場合やカテ先確認など、撮影したその場で画像確認

ができます。そのため、追加撮影が必要な場合でも迅

速に対応することができ、作業効率が大幅に向上して

います。また、無線LANを用いて撮影した画像を院内

画像サーバーに送信できるため、各診療部門において

も今までより早く撮影した画像が閲覧可能になりました。

今回FPDポータブル撮影装置が導入されたことで、

更なる放射線被ばくの低減・撮影短縮が実現されまし

た。また、緊急を要する場合やカテ先確認など、撮影し

たその場で迅速に画像を確認できるので各診療科の

先生方にも好評

です。これから

も我々放射線診

療部スタッフは、

患者さんの皆様

に安心して検査

を受けて頂ける

よう努めていき

たいと思います。

2020年初頭から始まった全世界的な COVID-19の嵐は、2021年秋の

巨大な第5波を何とか乗り切ったと思ったら、12月に入って今度は感染力

が強いというオミクロン変異株が現れて、endlessな戦いが続いている状

況で2022年新春を迎えることになりました。当院では5階北病棟（野田病

棟医長、有賀病棟医長、髙野師長）を中心に職員皆様が一丸となって、この

未曽有の医療災害に対応して来ていただきました。改めて皆様方のご尽

力に感謝申し上げます。当院には呼吸器疾患や感染症の専門家はいませ

んが、逆に精神疾患や神経難病、重症心身障害等をもつ患者さんが新型コ

ロナウィルスに感染した場合の受け入れ先として東京都からの要請にも

お応えしてきました。

一方、2021年6月には病院玄関前のロータリにー花壇が出来、職員皆様

に手植えしていただき、8月には花盛りとなり通院患者さんやご家族から

も好評をいただきました。12月からは病院アプローチの木々に初めてイ

ルミネーションが設置され、夕方以降を明るくしてくれています。また

2022年1月からはキッチンカーが構内で営業を始めるなど明るい話題も

沢山出てきました。病院の新しい専門外来としてパーキンソン病専門外

来やALS専門外来、SCD/MSA専門外来、めまい・しびれ外来、腰痛・膝痛

外来などが始まり、萩山駅と新小平駅と当院を結ぶ無料シャトルバスも

運行が始まる予定で少しずつ変わってきています。

新しい変化を新しい力に変えて、当院が皆様と共にますます発展しま

すよう一緒に頑張っていきましょう。

放射線診療部　副診療放射線技師長　
田中 章友

病院長
阿部 康二

NCNP
病院

診療科紹介

ご あいさつ

放射線診療部

FPDポータブル装置
導入のお知らせ

新年、
明けましておめでとうございます。

FPD※とは？� ※FPD：フラット パネル ディテクタ
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病院紹介①

身体リハビリテーション部で

は神経・筋疾患を中心に幅広い

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。運

動機能障害の他に、呼吸機能障

害、摂食嚥下機能障害、構音・発声障害など多岐に渡

る障害に対して、リハビリテーションを施行するだけ

でなく、痙縮に対する神経ブロック療法や装具療法、

脳卒中などによる脳損傷後に起こる高次脳機能障害

の一つである半側空間無視に対するプリズム療法な

ど独自の診療も行っています。

他科を介さず、リハビリテーション科外来を直接受

診していただくことも可能ですので、痙縮や半側空間

無視などでお困りの患者さんがいらっしゃればいらっ

しゃいましたら、気軽に当科外来にご相談下さい。

リハビリテーションは、精神科領域においても薬物

療法と並ぶ重要な治療法の一つです。骨折や脳卒中に

おける身体リハビリテーションと同様に精神疾患の一

連の治療として、早い段階から「ある程度精神症状が良

くなったら精神リハビリを開始し、まずは基礎体力と生

活リズムを獲得しましょう。」と伝えます。患者さんと

その家族からは「どんな病気でもリハビリは重要ですよ

ね。治療過程が明確になりました。」と概ね好意的な反

応を得ています。精神疾患は「特別な疾患」ではなく「普

通の病気と同じ」という安心感も得られるようです。精

神リハビリテーション部では医師や作業療法士に加え、

看護部・臨床心理部・薬剤部・栄養管理室など多部門と

連携し多角的な視点から患者さんのレジリエンスを引

き出し、向上させ、自己実現やリカバリーを支援してい

ます。また、入院・外来・地域をつなぐ「橋渡し」ができ

るよう病棟や地域とも連携しています。現在は、感染対

策を講じてリハビリ治療を継続しています。外来患者

さんを対象としたデイケアや専門ショートケアは他の

医療機関に通院中の患者さんも利用可能で、見学も随

時受け付けています。ぜひご連絡・ご相談ください。

（左）痙縮抑制インソール
（右）ボツリヌス治療用電極、筋電計 /電気刺激装置

＊レジリエンスとは、困難な状況から立ち直る力。精神的
回復力・弾性力・復元力とも訳されます。回復のみならず
それ以前以上に成長できる可能性を秘めた力で、精神医療
にとどまらず、ビジネス・教育・災害・環境など幅広い分
野で注目されている概念です。半側空間無視に対するプリズム適応療法

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

身体リハビリ
 テーション部

精神リハビリ
 テーション部

精神リハビリテーション部　部長　吉田 寿美子身体リハビリテーション部　部長　水野 勝広

精神リハビリテーションは一連の精神科
治療としてルーチンに行うべき治療です

半側空間無視、痙縮など独自診療にも
力を入れています

多発性硬化症センター

多発性硬化症（ ＭＳ）と視神

経脊髄炎（ＮＭＯ）は、近年もっ

とも研究が進んだ神経疾患で

す。あわせて１１種類の薬剤が

使用 で きるよう に なり、治療

筋疾患センター長　小牧 宏文

免疫研究部　特任研究部長
病院　多発性硬化症センター長

山村 隆

多部門が連携し最新の研究成果に基づき診療・研

究を行っています。専門外来を開設しており、日本

で最も多く筋疾患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。

小児から成人まで全ての年齢での診療が可能です。

2020年に薬事承認を受けたビルトラルセンの開発

に深く関与するなど、NCNP は筋疾患の医薬品開発

でも中心的な存在を担っています。

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

治療レベルの向上を目指して 成績が向上していることは喜ばしい限りです。当セ

ンターでも、新薬の開発で大きな貢献をしています

（Yamamura et al. NEJM 2019）。また 分子標的

医薬に精通するとともに、血液浄化療法も積極的に

実施し、研究所と連携して精密医療の研究も進めて

います（Kimura et al. Ann Neurol 2021）。本年

の国際神経免疫学会（ISNI 2021）では、米国多発性

硬化症センターの開祖

で あ る Dale McFarlin

博士の名前を冠した特

別講演も担当し、臨床研

究のレベルは国際的に

も評価されています。
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てんかん診療部設立のお知らせ

うつ病治療の選択肢を広げる「rTMS療法」
ご存じですか？　NCNP 及び NCNP病院　公式アカウント

ＮＣＮＰプレスリリース （https://www.ncnp.go.jp/topics/）
● 「AIによる筋病理判読アルゴリズム」の開発　深層学習を用いてAUC0.996の判別精度を達成
●神経筋疾患対象の呼吸理学療法機器「LIC TRAINER 2」 を開発、提供開始
● 新型コロナウイルス感染症感染拡大下における発達障害児の生活の質低下に関連する精神状態を特定
● 精神疾患の新たなリスク要因（砂糖の過剰摂取）と表現型（脳毛細血管障害）を発見
●明治薬科大学と国立精神・神経医療研究センターが連携協力に関する協定を締結しました
● 治療抵抗性統合失調症の診断により治療抵抗性統合失調症薬クロザピンの処方率が向上 

～ 精神科医への教育がよりよい医療の実践に大きく前進 ～

Nature 病院NEWS

この葉なんの葉

水仙に似たこの葉、
皆さんよくご存じの花
の葉です。

初秋、花が 一斉に
地面から出て咲き誇り
ます。

花が終わり、晩秋に
なるとこんどはこの葉
が出てきます。

ほかの植物が冬枯れしている間に陽光を独り
占めしてエネルギーを蓄え、春になると枯れます。

この葉は自分の花と会うことがないので、
「葉見ず花見ず」という別名も。

わかりましたか？ （答えは欄外に）

〈NCNP四季便りの解答〉　答えは・・・彼岸花です。秋に花を見た場所を思い出して探してみては？

NCNP四季便り
情報システム顧問　永井 秀明

うつ病は患者数の多い身近な疾患で、気分が落ち込む、気力がな

いといった症状がみられます。その治療には抗うつ薬が用いられま

すが、一部の患者さんには効果がみられないことがあります。rTMS（反

復経頭蓋磁気刺激）療法は、脳に繰り返し磁気刺激を与えることで、

脳の働きを改善し、うつ病の症状を和らげる新しい治療法です。

NCNP 病院てんかんセン

ターでは、てんかんに関わ

る4診療科（脳神経小児科・

脳神経外科・脳神経内科・精

神科）の全てに、てんかんを

得意とするてんかん専門医14名が常勤し、乳幼

児から高齢者まであらゆる年齢層を対象に診療

を行っています。この度、NCNPでは、高齢化社

会に対応して、特に成人てんかんの包括的診断

と治療体制を充実させるために、新たに、『てん

かん診療部』の設置を行うことになりました。こ

れからのてんかん診療を担う若手の医師（特に

精神科、脳神経内科）やメディカルスタッフの研

修、育成の機関として、また思春期から成人、高

特命副院長　てんかん診療部長　外来部長
てんかんセンター長　中川 栄二

精神診療部長 
　鬼頭 伸輔

詳しい情報は、専門外来「rTMS 外来」をご確認ください。

トップページ ＞ 患者の皆様へ ＞ 専門外来のご案内

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

ご予約は地域連携室まで　電話：042-341-2711(代表)

齢者のてんかん患者さまが安心して医療が受け

られる施設として引き続き役割を果たしてまい

ります。てんかんの診断や治療にお困りの方に

対しては、オンライン・セカンドオピニオンも行っ

ています。また、ホームページでは「てんかんを

知るコラム」による情報発信も始まっています。

https://twitter.com/NCNP_PR

https://www.youtube.com/user/NCNPchannel

https://www.instagram.com/ncnp_hospital/

ぜひ、フォロー・チャンネル登録を
お願いします！！

次の方が保険診療の対象となります。
　●中等症以上のうつ病
　●18歳以上
　●抗うつ薬による治療に効果が見られなかった方

当センター年報『NCNP ANNUAL REPORT 
2020-2021』ができました。

病院・研究所で取り組んでいる医療・研究の最
前線や、センターで行っている幅広い活動につ
いて掲載しています。ぜひご一読ください。

センターのホームページから電子ブックまた
はPDF版をダウン
ロードしてご覧頂
け ま す。「NCNP
広報誌 」で 検索、
ま た は 下 の QR
コードをご利用く
ださい。

Annual Report 
2020-2021を
発刊しました。 企画戦略室

川嶋 哲子


