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このたび以下の研究を実施いたします。本研究への協力を望まれない場合は、問い合わせ窓口へご連絡ください。研究に協力されない場合でも不
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きない場合がありますので、予めご了承ください。
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2016年 4月 1日～2025年 3月31日

研究に用いる
試料・情報
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研究概要 （研究目的、意義）
医療が目覚しく進歩した現代社会においても、こころの病は患者さまの苦しみはもちろんのこと、社会に及ぼす影響も大き
いことが知られています。病気等の寿命短縮年数と生活障害をおよぼす健康寿命の合計した健康被害の指標（障害調整生命



年disability adjusted life years DALY）によると、日本のDALYでは精神疾患は19%と第一位であり、がん（18%）、心血
管障害（16%）と続き、自殺も4%を占めています。精神疾患の診断や治療に関する研究が進められ、そのエビデンスに基
づく診療ガイドラインも作成されていますが、それが実地臨床に反映され、役立っているかどうかについてはまだ十分にわ
かっていません。そこで本研究においては、精神科における診療ガイドラインの講習を行い、その医療機関における治療に
影響を与えるかどうかについての検討を行い、精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果を検証し、より適切な
治療が広く行われることを目的としております。
共同研究機関にデータを提供する場合には、匿名化した情報を、パスワードをかけた電子ファイルを用いて電子的配信等の
方法で提供します。対応表は、研究責任者が保管・管理します。

（研究組織）
＜共同研究機関等＞
国立精神・神経医療研究センター病院 橋本 亮太（研究代表者）
九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 鬼塚 俊明
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 宇佐美 政英
東京大学医学部附属病院 精神神経科 市橋 香代
社会医療法人如月会 若草病院 水野 謙太郎
かつもとメンタルクリニック 勝元 榮一
横浜市立大学附属病院 浅見 剛
横浜市立大学市民総合医療センター 六本木 知秀
兵庫医科大学病院 精神科神経科 山田 恒
JA三重厚生連 鈴鹿厚生病院 山村 哲史
鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座精神行動医学分野 岩田正明
山梨県立北病院 野田 北斗
医療法人フォスター 生きる育む輝くメンタルクリニック 梅田本院 安田 由華
医療法人松崎病院豊橋こころのケアセンター 竹澤 健司
岩手医科大学 医学部 神経精神科学講座 福本 健太郎
国立病院機構琉球病院 久保 彩子
独立行政法人国立病院機構榊原病院 村田 昌彦
新潟大学 大学院医歯学総合研究科 精神医学分野 福井 直樹
秋田大学大学院医学系研究科 精神科学講座 竹島 正浩
獨協医科大学病院 古郡 規雄
神奈川県立精神医療センター 田口 寿子
岐阜大学医学部附属病院 精神科 大井 一高
医療法人明和会 琵琶湖病院 石田 展弥
東京女子医科大学 医学部 精神医学講座 稲田 健



大阪大学医学部附属病院 神経科 精神科 藤本 美智子
愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学講座 伊賀 淳一
京都大学医学部附属病院 精神科神経科 諏訪 太朗
学校法人東邦大学 医学部 精神神経医学講座 根本 隆洋
名古屋大学 大学院医学系研究科 精神医学分野 尾崎 紀夫
北里研究所 北里大学医学部精神科学 大石 智
東北大学病院 精神科 小松 浩
金沢医科大学 精神神経科学 長澤 達也
奈良県立医科大学 精神医学講座 牧之段 学
山口大学医学部附属病院 精神科神経科 山形 弘隆
弘前大学医学部附属病院 神経科精神科 橋本 浩二郎
神戸大学大学院 医学研究科 精神医学分野 蓬莱 政
慶應義塾大学 医学部 精神・神経科学教室 岸本 泰士郎
信州大学 医学部附属病院 精神科 中村 敏範
杏林大学 医学部 精神神経科学 渡邊 衡一郎
産業医科大学 医学部精神医学 吉村 玲児
昭和大学 医学部 精神医学講座 山田 浩樹
筑波大学附属病院 医学医療系 臨床医学域 精神神経 新井 哲明
日本大学 医学部精神医学系 金子 宣之
北海道大学大学院医学研究科 神経病態学講座精神医学分野 橋本 直樹
滋賀医科大学 精神医学講座 藤井 久彌子
東京医科大学 精神医学分野 井上 猛
徳島大学医学部医歯薬学研究部 精神医学分野 沼田 周助
富山大学附属病院 神経精神科 古市 厚志
福岡大学 医学部精神医学教室 川嵜 弘詔
福井大学医学部附属病院 神経科精神科 上野 幹二
東京都立多摩総合医療センター 精神神経科 玉井 眞一郎
日本医科大学 精神医学教室 増岡 孝浩
社会医療法人北斗会さわ病院 渡邊 治夫
宮城県立精神医療センター 上田 一気
近畿大学病院 精神神経科 柳 雅也
自治医科大学 精神医学講座 岡田 剛史
埼玉医科大学病院 神経精神科 心療内科 松尾 幸治
東海大学 医学部 総合診療学系 精神科学 山本 賢司
浜松大学医学部附属病院 精神科神経科 和久田 智靖



東京慈恵会医科大学 精神医学講座 小高 文聰
琉球大学大学院医学研究科精神病態医学講座 高江洲 義和
医療法人杏和会阪南病院 松島 章晃

＜代表機関の問い合わせ窓口＞
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
精神疾患病態研究部 橋本 亮太
電話番号：042-341-2711（代表）
e-mail：ryotahashimoto55＠ncnp.go.jp

＜代表機関の苦情窓口＞
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 倫理委員会事務局
e-mail：ml_rinrijimu＠ncnp.go.jp

本研究に関する
連絡先

兵庫医科大学病院 精神科神経科（8号館1階 外来）
講師 山田 恒（研究責任者）

TEL ｜ （平日 9：00～17：00） 0798-45-6041 （外来）
（上記時間以外） 0798-45-6111（代表）
E-mail ｜ hisa0820@hyo-med.ac.jp


