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脳とこころの設計図に迫る

眠りの問題から生じる 
心身の健康被害を防ぐ

疾病研究第六部　室長　
井上 高良

睡眠・覚醒障害研究部　部長　
栗山 健一

私たちの研究課題は、ヒトの複雑・精緻な

脳・神経回路網がたった一つの受精卵から創

り上げられる動態（＝神経発生）、そしてそこ

に「こころ」が宿り個性が創発されるしくみが

どのように「脳とこころの設計図」へ書き込ま

れているのかを解明することです。これにより

ヒトの脳に固有の形態と機能が進化の過程で

獲得された経緯や精神・神経疾患の発症機序

が明確になることが見込まれます。そうした

課題に取り組むべく、私たちは2020年ノーベ

ル化学賞で脚光を浴びた最先端のゲノム編集

技術をいち早く導入し、独自の発生工学的手

法と融合させて『国内屈指のモデルマウス作

出基盤』を確立しました（図）。この基盤を駆

睡眠は健康維持のために重要な休養行動

ですが、不適切な睡眠衛生習慣、慢性的な睡

眠不足、不眠・睡眠障害により、多くの国民の

健康が損なわれていることが示されています。

我々は、臨床、公衆衛生、研究活動を通して、

こうした状況の解決に取り組んでいます。

問題の一つとして、睡眠充足の目安として

睡眠時間長が広く用いられていますが、必要

な睡眠時間長には個人差や年代差があるとと

もに、自覚的な睡眠時間長と実際の睡眠時間

長にはしばしばズレが生じることも混乱を生

じる原因となっています。

加齢に伴い必要な睡眠時間長が短縮する

にも関わらず、臥床時間を必要以上に長くす

使してマウスの設計図を大幅に「ヒト化」した

り、ヒト疾患型変異へ置き換えたりした場合、

脳組織の成り立ちや機能にどんな影響が及ぶ

のかを探ることから体系的に「脳とこころの

設計図」に迫るとともに、1日も早い脳病態の

究明を目指しています。

ると、かえって健康被害を生じ、不眠に悩む方

の多くが自身の睡眠時間を実際より短く見積

もる傾向があります。これらの問題を解決す

るために、客観的な睡眠長計測法・システムの

開発とともに、睡眠量とは異なる側面から休

養効果を評価する方法も開発中です。

遺伝カウンセ 
リング室

薬剤部
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脳神経小児科では、常勤医師９名、非常勤医師3名、

レジデント医師１２名で診療を行っています。主に小

児の神経疾患（中枢神経疾患（脳と脊髄の病気）＋末

梢神経疾患＋筋疾患）に加えて、発達障害（自閉スペク

トラム症（ASD）＋注意欠如・多動症（AD/HD）など）

も診療しています。

けいれん発作が疑われる、運動発達の遅れ（首座り・

座位・歩き始めが遅いなど）、身体が柔らかい/ 固い、

手足がふらつく、手足が勝手に動くなど身体面での心

配事のあるお子さんが当科の主な診療対象です。また、

言葉の遅れ、視線が合いにくい、会話が続かない、落

ち着きがないなど知的発達や行動面での心配事のあ

るお子さんも診ています。当科では専門外来も行って

います。「てんかん」「筋疾患」「発達障害」「小脳性運動

失調症」「不随意運動症」の専門家がおります。このよ

うなお子さんがおられましたらぜひご紹介ください。

細かい病歴を伺い、診察や検査を通して正確な診

断を行います。必要な患者さんには入院の上 MRIな

どの画像検査、脳波・誘発電位・神経伝導検査・筋電

図などの電気生理学的検査、遺伝学的検査などを実

施しています。一般脳波で診断できないてんかんや発

作時脳波を確認したい場合には、長時間ビデオ脳波

検査を実施しています。

てんかん発作には適切な薬剤調整を行います。発

達障害のお子さんには環境調整と適切な薬物治療を

行います。また最先端の治療（てんかん外科治療とそ

の適応評価（脳磁図、PET、発作時脳波、発作時脳血

流検査など）、神経筋疾患の新規薬剤（遺伝子作動薬）

治療など）も積極的に行っています。日本医療研究開

発機構（AMED）の難病克服プロジェクトの中で行わ

れている未診断疾患イニシアティブ（IRUD）を活用し

て稀少な小児神経疾患の遺伝子診断も行っています。

一般小児神経病棟の他に重症心身障害児（者）や筋

疾患児（者）の長期入所病棟も運営しており、在宅重

症心身障害児（者）への短期入所（レスパイト）や急性

脳炎・脳症の回復期治療も行っています。さらに小児

科から成人診療科への移行医療も行っております。皆

様からのご紹介をお待ちしております。

新型 コ ロ ナ ウ イル ス 感染症（COVID-19）は、

2022年3月現在、世界中でおおよそ4億5000万人

が罹患し、約600万人が死亡しており、本邦でも感

染者数、死亡者数が連日報道されています。感染の

急性期のみならず、最近は感染後数か月が経過して

もなんらかの症状が遷延することが知られており、

この病態に対する決まった定義、名称はまだありま

せん。しかし、多くの患者さんが苦しまれているこ

とは事実であり、様々な症状のうち、集中力の低下、

しびれなどの神経症状も多く、当センター病院では

2021年6月に総合内科外来の一つとして、コロナ後

遺症外来を設置し、患者さんの対応にあたってまい

りました。

本外来の特徴としては、総合内科および脳神経内

科の専門性を有する医師が症状に応じて神経学的

所見を含めて詳細に診察し、治療方針を決定するこ

と、コロナ後遺症という先入観にとらわれないよう、

全身的な診察を心がけ、隠れているほかの疾患の徴

候を見逃さないとともに、必要な検査は積極的に行

うこと、症状が多様であるため、個々の患者さんに

応じた対応、治療を心がけ、画一的な検査、治療な

どの対応は行わないことが挙げられます。そのため、

開設後短期間で多くの問合せをいただき、同外来の

開設以降、2022年2月末現在240名の初診患者さん

に受診していただいています。

この外来は、病院近隣の地域の方々へのお役に立

つことはもちろん、同外来は遠方から来られること

も多いことも特徴です。地域によってはコロナウイ

ルス感染症後の遷延症状の診察を担う医療機関の

体制が十分ではないことも多いため、外来にて医師

がお話を傾聴し、一般的な説明をするだけでも安心

され、ご満足いただけることも多く経験します。

まだまだコロナ感染症後の症状については分かっ

ていないことも多く、また治療法も確立していると

はいいがたい状況ではありますが、今後も微力なが

ら苦しまれている患者さんのお役に立てるよう、外

来担当医一同一丸となって診療に取り組む所存です。

脳神経小児科　小児神経診療部長　
佐々木 征行

総合内科
大平 雅之

NCNP
病院

診療科紹介

T O P I C S

小児神経診療部

小児の中枢神経・末梢神経・
筋疾患の正確な診断と
最先端の治療

当院のコロナ後遺症外来の
現状について
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病院紹介①

近年、診療の場面において遺伝学的な検査が行わ

れる機会はますます増えており、ご病気の遺伝に関

する相談事が様々に生じる可能性があります。そう

したときの相談場所となるのが遺伝カウンセリング

室です。

当室では、特に神経変性疾患や筋疾患、精神疾患

における遺伝に関するご相談に対応しております。

具体的には、「自身が遺伝性の病気と診断されたが

家族にどのように伝えようか」、「家族が遺伝性の病

気であり、自身に遺伝しているのか知りたい」などの

ご相談に対して、遺伝の専門のスタッフがお話をう

かがい様々なサポートをいたします。事前予約制で

自由診療の外来となりますので、お困りの際はまず

はお気軽に当室までお問い合わせください。

薬剤部では、処方箋をもとに薬を調剤するだけで

なく、副作用等のチェックを行い、患者さんや院内ス

タッフへ薬の情報提供等を行っております。

他の職種と連携を行い、感染対策チームや抗菌薬

適正使用推進チーム、栄養サポートチーム、認知症

サポートチームなどのチーム医療に参加し、医師の

処方設計への参画や、薬の使い方の相談を受けてお

ります。

患者さんが服用しやすい薬剤への処方提案、一

包化、簡易懸濁、ジェネリック薬への採用変更、「精

神科薬物治療認定薬剤師」、「パーキンソン薬物療

法認定薬剤師（当院認定）」の認定にむけ自己研鑽

や、てんかんの市民公開講座などで地域の皆さんに

向けた薬に関する情報発信などを積極的に行って

います。

近年、精神・神経分野でも新たな作用をもった薬

剤が多々承認されており、より安全に患者さんに使

用されるよう努めております。

「眠りと目覚めのコラム」 
病院ホームページにて連載中です！

• ⾏政機関の役割として活動しており、訪問指⽰書などの必要がない。
• 精神保健福祉法第47条を軸とした相談業務として、契約型アウト
リーチでは対応が難しい未治療者や治療中断者、ひきこもりの⽅へ
の訪問ができる。

• 所沢市アウトリーチの場合、市による独⾃予算化された事業である
ため、頻回・濃厚な⽀援が実施できる。（他の⾏政アウトリーチは
1/2が国の予算。1/2が⾃治体予算）

自自治治体体にによよるるアアウウトトリリーーチチ支支援援

ケケーースス受受けけ入入れれフフロローー

一一次次相相談談
市市民民（（家家族族））

二二次次相相談談
市市他他課課
他他機機関関

所沢市
こころの健康⽀援室

ゲートキーパーとして対象基準を
満たしているかを検討し
ケース受け⼊れ会議で登録

所沢市
アウトリーチ⽀援チーム

新新規規受受けけ入入れれ
11～～22件件／／月月

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

遺伝カウンセリング室 薬剤部
副薬剤部長　磯山 賢

遺伝カウンセリング室　認定遺伝カウンセラー ®
源 明理

より安全な薬物治療を目指して遺伝カウンセリング室をご活用ください

睡眠障害センター

睡眠障害センターは、豊富な

知識を有する専門医師、心理士、

検査技師、看護師、事務スタッフ

等で構成され、あらゆる睡眠障

害に対応すべく、外来診療から最

先端の検査・入院治療を実施可能な体制を整えてい

ます。睡眠に悩みを持つ方は極めて多く、毎年全国か

ら500名以上の新規患者さんを受け入れています。ナ

ルコレプシーを含む中枢性過眠症や夜間の異常行動

を生じる睡眠時随伴症の診断・治療、睡眠・覚醒リズ

ムの是正を目的とした入院治療、初期治療で改善しな

い不眠症状への対応といった、専門性の高い睡眠医

精神リハビリテーション部
医長　坂田 増弘

睡眠障害センター　センター長
臨床検査部　睡眠障害検査室

　医長　松井 健太郎

精神障害のために生活のしづらさを抱え

る患者さんの支援として、患者さんの生活の

場に医療スタッフが赴くアウトリーチ支援が

有効です。当センターの臨床部門の一つとし

て平成27年に設置された訪問看護師ステー

ションは、当院に入院した患者さんの中でも、特に濃厚な支援の

必要な患者さんを対象にアウトリーチを提供してきました。しか

しながら、そのような支援が必要な人たちが、必ずしも医療と繋

がっているとは限りません。もう一つの臨床部門である所沢アウ

トリーチチームは、平成30年より市からの委託を受け、100名ほ

どの未治療あるいは治療中断中の患者さんにアウトリーチ支援

を届け、医療や福祉サービスへの橋渡しの役割を担っています。

こころのリカバリー地域支援センター
ニーズのあるところに支援を届けるアウトリーチ

専門性の高い睡眠医療を提供いたします
療に取り組むとともに、抑うつ症状への効果が期待さ

れる断眠療法プログラムなど、最新のエビデンスに基

づいた介入も実施しています。ぜひご活用ください。
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総合てんかんセンタードクターとパープルマン

Purple Dayイベント風景Purple Dayイベントスタッフ

摂食障害全国支援センター：「相談ほっとライン」が開設されました

3月２６日は「てんかん」啓発の日

ご存じですか？　NCNP 及び NCNP病院　公式アカウント

国立精神・神経医療研究センターに設置され

ている摂食障害全国支援センターは、国立国際

医療研究センター国府台病院心療内科に「相談

ほっとライン」の運営を委託、開設しました。摂

食障害の患者さんの多くは低体重への病識が薄

く、ご家族が心配して受診を促しても、治療によ

る体重増加への拒否感も強く受診に結びつかな

いことが問題となっています。そのため、受診よ

３月26日は「てんかん」の啓発キャンペーンPurple Day

として世界各地で啓発のイベントが行われており、NCNPで

はてんかんを持つ人を「ひとりぼっちにしない」応援をひと

つの目的として、前日の25日金曜日に紫色をテーマカラー

にPurple Dayイベントを開催いたしました。イベント参加

の方々には、てんかんに関するリーフレットの配布やパープ

ルデーグッズをプレゼントし、パープルマンと共にマスクを

つけて、コロナ感染に注意しながらイベントを行いました。

りも垣根の低い電話相談やTwitterなどのSNS

による情報発信が、本疾患の初期対応には有用

です。

「相談ほっとライン」は、摂食障害の早期発見

と受診につなぐことを目的とし、患者さんだけで

なく、ご家族、学校関係者、医療福祉専門職の方

のご相談にも対応している電話相談です。

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！！

ＮＣＮＰプレスリリース （https://www.ncnp.go.jp/topics/）

● 摂食障害全国支援センター：「相談ほっとライン」が 開設されました
●睡眠休養感がカギを握る：健康維持・増進に役立つ新規睡眠指標の開発
●小児期の虐待体験が免疫システムに関連することを発見　～概日リズム平坦化がその鍵を握る可能性～
● 新型コロナウイルス感染症拡大下で、発達障害を持つ子どもと親の生活の質はどのように変化したか
● デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬（NS-089/NCNP-02）の医師主導治験（First In Human 試験）

の成果を発表
● 未診断疾患の解決に向けて「全国どこにいても・誰でも」診断できる体制が確立
● 富士フイルムと国立精神・神経医療研究センター AI技術を用いて 軽度認知障害患者のアルツハイマー病

への進行を最大88%の精度で予測　－国際学術誌「Nature」の関連誌「npj Digital Medicine」に掲載－

Nature

アカバナユウゲショウ（赤花夕化粧）
夕方咲き始めるからこの名がついたとか。
でも昼間も咲いています。謎ですね。
直径1センチほどの小さな花。
近づくと、花びらに濃い紅色の脈が目立ちます。
花弁が4枚、ピンク色の花びらに紅色の脈、どこかで見たよ

うな・・・
そう、ヒルザキツキミソウ（診療ニュースVol.22をご参照

ください）に似ています。
それもそのはず、同じアカバナ科マツヨイグサ属の仲間です。
そういえばこちらも矛盾した名前でしたね。

NCNP四季便り
情報システム顧問　永井 秀明

摂食障害全国支援センター「相談ほっとライン」
ご相談・お問い合わせ先：
047-710-8869　火曜日・木曜日・金曜日の 9時～15時
ホームページ https://sessyoku-hotline.jp　
Twitter https://twitter.com/ed_hotline　
Facebook http://facebook.com/edhotline/　
Instagram http://instagram.com/ed_hotline/


