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iPS 細胞技術を活用した
筋疾患のモデル化と創薬研究

疾病研究第五部

National Institute of Neuroscience

2012年に京都大学の山中伸弥教授のノー

に多大な協力を頂くことによって、
「検体関連

ベル賞受賞で注目を浴びた iPS 細胞技術は、

情報の前向き収集」という先進的な体制を作

皮膚や血液の細胞を「初期化」させることによっ

ることができました。私たちは、この研究開発

て幹細胞（何にでもなれ、いくらでも増えるこ

を通じて一日も早く治療薬を患者さんに届け

とができる細胞）を作り出す手法です。私たち

ることを目指しています。

は、この方法により、筋疾患患者さんから頂い

筋強直性ジストロフィー疾患
特異的 iPS 細胞 に お いて 観
察される、継代に伴うCTGリ
ピート数の延長と分散の拡大

た細胞検体から iPS 細胞を作り、更に神経細
胞・筋細胞に分化させることによって、病気の

標準 iPS 細胞から分化
させ た 運動神経細胞・
筋細胞の共培養におい
て観察される神経筋接
合部（蛍光顕微鏡像）
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細胞モデルを作出し、これを用いて製薬企業と
ともに創薬開発を行っています。この研究では、
研究協力者募集と患者さんの臨床情報収集に、
診療科紹介

NCNP を中心に設立・運用が行われている神
経・筋疾患患者登録システム（Remudy）を利

( 緑色：神経突起；赤色：
アセチルコリン受容体；
青色：骨格筋細胞）

用させていただくなど、NCNP 病院・患者さん

精神疾患の世界を変える！

精神疾患病態研究部 部長
橋本 亮太

精神保健 研究所
（NIMH）

機器プログラムの開発を行っています。精神

とその障害の支援のための先駆的研究活動

科治療の内容は医師・医療機関によってばら

を展開しています。精神疾患は症状と経過の

つきが多いため、標準治療の普及が望まれて

診察によって診断するため、客観的な補助診

います。そこで、精神科治療ガイドラインを用

断法の開発が望まれています。よって、タブレッ

いた講習を開発し、全国の医療機関で展開し、

トを使って目の動きと認知機能を簡単に測定

その講習の有効性を証明しています。我々は

することにより、統合失調症を診断する医療

精神科医療の世界を変えることを目指して、

び 病棟、そしてトラン
スレーショナル・メディ
カルセンターのスタッ
フと協働して活動して
います。

National Institute of Mental Health

精神疾患病態研究部では、精神疾患の克服

NCNP 病 院 の 外 来 及
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脳神経内科診療部

当センター病院は脳神経内科や脳神経外科、精神科、小児神経科、総
合内科、一般外科、整形外科などの診療科目を中心に、パーキンソン病
や 筋萎縮性側索硬化症（ALS）、脊髄小脳変性症（SCD）、多系統萎縮症
(MSA)、認知症、脳卒中、頭痛、末梢神経筋疾患、躁うつ病、統合失調症、
適応障害、小児てんかん、成人てんかんなど脳神経全般を守備範囲とし

地域に愛される
最先端の脳神経内科を目指して

て外来診療と入院診療を行っています。
病院長
（脳神経内科）

阿部 康二

昨年4月から下記のような標語を病院モットーにして、外来アプロー

特命副院長・脳神経内科診療部長

チに花壇を作ったり、昨年末には病院玄関前に夕方からのイルミネー

髙橋 祐二

ション点灯を始めています。また今年1月からは毎週月・水・金の昼時間
帯にキッチンカーが来て外来患者さんや職員から親しまれており、4月

NCNP 脳神経内科は、総勢16名のスタッフで構成さ

神経内科も、精神科、小児神経科、脳神経外科、総合内

以降いよいよ無料シャトルバスが当院と西武線萩山駅、JR 武蔵野線新

れ、認知症・頭痛・てんかんといった頻度の高い病気から、

科、整形外科、
リハビリテーション科など各診療科の専

小平駅を結んで運航が始まる見込みです。

パーキンソン病、多発性硬化症、筋ジストロフィー、筋

門性を結集して一人一人の患者さんに最適な診療を

萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症などの神経筋難

行います。さらに、看護部、薬剤部、栄養管理室、連携

従来からの認知症専門外来に加えて、2021年6月から新しくコロナ後

病まで、幅広い診療を行っています。全員が神経学会

室など各部門と連携して、病気や症状だけを診るので

遺症外来を開設し、続く9月から頭痛専門外来を開設し、さらに2022年

専門医の資格を有し、診療ガイドライン作成委員を務

はなく、患者さんの生活全体の質の向上を目指した医

1月からは脳神経内科としてパーキンソン病専門外来、ALS 専門外来、

めるなど各領域の専門家が揃っています。
「国立高度

療を実践しています。患者さんの御希望に寄り添いつ

SCD/MSA 専門外来、CIDP 専門外来を新たに開始し、同時に総合内科

医療センターにふさわしい最新・最善の医療を提供する」

つ、地域の医療・看護・介護を支える方々と力を合わせ

としてめまい・しびれ外来も開始しました。また4月からは新しく整形

ことを心がけて、スタッフ一丸となって頑張っています。

て、患者さん・ご家族がより良い生活を送るためのサポー

地域に愛され患者さんの立場から分かり易い診療内容の改訂も行い、

外科・外科として腰痛外来・膝痛外来も増設して、通院患者さんや入院

NCNP 脳神経内科は、北多摩医療圏を代表する脳

患者さんがよりアクセスしやすい診療窓口の整備を進めています。新

神経内科として「地域に愛される脳神経内科」をモッ

しい専門外来がこれまで以上に皆様の治療に役立つことを願っています。

トーに、地域連携を積極的に推進しています。特に、

を目指した最先端の疾患研究を行っています。様々な臨

めまい、しびれ、ふらつき、ふるえなどありふれた症状

床治験や臨床研究が現在進行中です。また最新の研究

でお困りの患者さんを、しっかりと診察し、詳しい検

成果を分かりやすく患者さんやご家族にお伝えするの

査をして、正確な診断と最適な治療を提供するのも、

も私共の責務と考えています。皆様と一緒に明日の医療

NCNP 脳神経内科の大事な役割と認識しています。ま

を切り拓いて行くことが出来ればと心より願っております。

１

地域に愛される全国区病院

２

明るく患者さんに安心してもらえる病院

３

日本と世界をリードする医療研究を提供する病院

４

健全経営で職員にとってやりがいがある病院

トを行っていきたいと考えています。
最後に、NCNP 脳神経内科は脳神経・筋疾患の克服

た「未病」の段階からの介入により、脳の健康を保つこ
とにも取り組んでいきたいと考えています。これらは早
期診断・早期治療・早期予防を実現して「国立高度医療
センターにふさわしい最新・最善の医療を提供する」こ
とに他なりません。地域の先生方におかれましては、
ど
うぞお気軽にご紹介いただけますと幸いに存じます。
NCNP の強みは、多診療科・多職種の連携です。脳
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病院紹介①

療育指導室

病院紹介②

NCNP病院
各部門

臨床検査部

紹介
療育指導室長

中村 友亮

日中活動の支援などを通じ
入院生活をサポートします

主任臨床検査技師

蓮見 章太

統合失調症早期診断・治療センター
早期の診断と治療による
回復のために

第一精神診療部
統合失調症早期診断・治療センター長 吉村 直記

～検体検査室とISO 15189～

当センターでは、主に発症後

調症の心理教育も行っています。病気の予兆がある

当院２階南病棟および６病棟は，医療型障害児入

検体検査室 と ISO 15189認

５年以内 の 統合失調症 の 患者

患者さんに対して、発症を予測する因子の研究も行っ

所施設および療養介護事業に関する事業所指定を

定についてのお話をさせていだ

さんを対象に、専門外来で診察

ています。

受けており，重症心身障害や筋ジストロフィーの方

きます。臨床検査といえば患者

後、当センターのデータベース

を対象に運営しています。

さんから採血を行い血液成分の

へ登録された方には、統合失調

療育指導室は，児童指導員および保育士により構

検査や病原体を調べる微生物検

症の症状で最近注目されている認知機能障害に関す

成されており，これらの福祉サービスを利用し入院

査、手術材料・生検材料などの細胞や組織を顕微鏡

る検査を行い、その結果を患者様へご説明していま

されている患者さんを対象として，レクリエーション

で観察し、悪性の有無などの判別をしたりしています。

す。また、1年ごとのフォローアップ検査によって、認

など日中活動の支援や相談援助などを担当していま

ISO 15189の動向といたしまして国際治験の参画

知機能の縦断的な評価も行っています。さらに、精

や臨床研究中核病院の施設要件になっており、特に

神科専門看護師による患者手帳などを用いた統合失

す。
今後も，院内の関係職種，市町村や児童相談所な

臨床研究中核病院では、検体検査室は技術能力が国

どの院外機関などと柔軟に連携し，患者さんの入院

際的に認定されたと客観的に判断できる外部評価を

生活を丁寧にサポートしていきます。よろしくお願い

受けていることが要求されています。

いたします。

当 検 査 部 も ISO 15189 を 取 得 して い ま す が、
2021年12月に第3回定期サーベイランスを受審し、
より良い検査室にするための節目となりました。臨
床検査値を常に正しく報告するため ISO 15189を
通じてスタッフ一同、業務に励んでいます。

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。

総合てんかんセンター
総合てんかんセンターとてんかん診療部
総 合 て ん か ん セ ン タ ー は、

特命副院長 てんかん診療部長
外来部長 総合てんかんセンター長
中川 栄二

かん診療部」を新たに設置いたしました。特にこれ
から増加が予想される高齢発症てんかんの診断と治
療、てんかんのある人の心理社会的問題・精神症状
などの併存症状に対する包括的診断と治療に力を入
れ、小児期から思春期、成人期に至る移行期医療に

NCNP 内の病院、神経・精神保

積極的に取り組んでまいります。また厚労省のてん

健研究所の多様なスタッフで構

かん地域連携体制整備事業の全国てんかん支援セン

成されており、てんかんの診断

ターとして、てんかん診療の地域連携体制の構築を

と治療・基礎研究、教育活動、社

すすめてまいります。

会啓発活動を行っています。診療は複数科のてんか
ん常勤専門医（14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

『患者のギモンに答える！てんかん診療
のための相談サポートＱ＆Ａ』診断と治
療社国立精神・神経医療研究センターて
んかんセンター編集発刊いたしました。

むてんかんの内科ならびに外科治療を行っております。
昨年11月にてんかんセンターを「総合てんかんセン
ター」に名称変更し、てんかん診療に特化した「てん
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Information

クラウドファンディング

Information
ご存じですか？ NCNP 及び NCNP 病院

第１弾プロジェクト

公式アカウント

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！！

ＮＣＮＰプレスリリース（https://www.ncnp.go.jp/topics/）
精神診療部長 鬼頭伸輔先生がうつ病に対する

皆さまからのご支援をもとに磁気刺激装置を

『 反復経頭蓋磁気刺激療法（rTMS）』に関する

購入し、その装置を活用して臨床研究を実施し

クラウドファンディングに挑戦しています。
うつ病に対して磁気による治療を行う“rTMS

ます。
本プロジェクトは All or Nothing 方式です。

療法（反復経頭蓋磁気刺激療法）” は、抗うつ薬

終了日までに目標金額が集まった場合のみ実行

による十分な薬物療法によっても、期待される

者は寄付金を受け取れます。

効果が得られない18歳以上の患者さんへの保
険適用がなされています
（2021年12月現在）。
一方で、現在の治療プロトコールでは「治療に

タイトル：うつ病の新しい治療法を届けたい

目標金額：1,200万円

る医療機関は限られていること」が大きな課題

資金使途：磁気刺激装置の

これら2つの課題解決を目指し、新たな治療法
（シータバースト刺激を応用したプロトコール）

●世界的に注目されている新しい認知行動療法の有効性を確認
● COVID-19感染拡大中のラグビー選手におけるメンタルヘルスの実態
～ジャパンラグビートップリーグ選手におけるメンタルフィットネス＊１の調査からの報告～

Nature

NCNP 四季便り
情報システム顧問

永井 秀明

購入費用等

フデリンドウ
（筆竜胆）

寄付募集期間：2022年
3月31日
（木）23時まで

の研究を進めるため、本プロジェクトへのご寄

https://readyfor.jp/projects/ncnp_aitbs

付をもとにシータバースト刺激が行える医療機

本プロジェクトに関するお問い合わせは

器を購入します。＊研究内容等の詳細につきま

総務課 広報係まで

（042）341-2711（代表）

しては、プロジェクトページをご覧ください。
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締結しました

rTMS の研究で治療の選択肢拡大へ

時間がかかること」また「保険診療が行われてい

となっています。

●早 稲田大学人間科学学術院と国立精神・神経医療研究センター
（NCNP）が連携協力に関する協定を

この研究成果をもとに、シータバースト刺激を

■クラウドファンディングとは、インターネット

応用したプロトコールを先進医療として申請す

上でご寄付を募る仕組みです。本プロジェクト

ることで、治療にかかる時間を減らすこと、また、

へのご寄付は、税制優遇の対象となります。詳

診療所を含む全国の医療機関へ普及させ、近く

細は上記 QR コード、または URL からプロジェ

でも rTMS 療法が受けられることを目指します。

クトページをご覧ください。

四月の初めごろ、小さな薄青紫色の花が落ち葉をかきわけ
て顔を出します。
凛とした姿がとても美しい、フデリンドウの花です。
直径1センチほどの花は、空が晴れると開き曇ると閉じます。
閉じた姿が筆の先に似ているのでこう名付け
られたとか。
東京では残念ながら稀にしか見られなくなり
ました。
このセンターにはそんな貴重な自然が残って
います。

フデリンドウの花
（上）
つぼみ
（左）

恵まれていますね。
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NCNP 診療ニュース Vol.27

7

