
氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

酒井　明夫 神経精神科学講座 教授 博士（医学） 精神神経科学

①酒井明夫，双極性（感情）障害の精神医学史：西欧古代の文献に関する一考察 / 精神

神経学雑誌．112(12):1253-1260(2011)

②酒井明夫，統合失調症の仮想史 / 精神神経学雑誌．12(1):65-70(2010)

③酒井明夫，二つの自殺 / 臨床精神病理．30(3):211-221(2009)

④酒井明夫，うつ病の歴史「Melancholy in history」『歴史の中のメランコリー』 /

うつ病診療の要点-10，78-83(2008)

⑤酒井明夫，黒い病 / 思想．1006:41-56(2008)

伊藤　欣司 神経精神科学講座 講師 博士（医学） 精神神経科学

武内　克也 神経精神科学講座 講師 博士（医学） 精神神経科学

①Takeuchi, K., Sakai, A., Otsuka, K., Chida, F., Endo, T., Maruta, M., Yambe,

T., Isono, H.: Comparison of effectiveness between risperisone oral solution

and haloperidol injection for agitation in acute phase of schizophrenia / J.

Jpn Association for the Emergency Psychiatry. 10:95-101(2007)

②武内克也，酒井明夫，岩渕　修，山家健仁，磯野寿育，福本健太郎，三條克巳，遠藤

仁，岩戸清香，工藤薫，田鎖愛理，中村　光，Risperidone内用液とolanzapine口腔内崩

壊錠の使い分け― 精神科救急データに基づいた一考察 ― / 臨床精神薬理．10：1697-

1706(2007)

③武内克也，酒井明夫，大塚耕太郎，岩渕　修，山家健仁，磯野寿育，福本健太郎，三

條克巳，遠藤　仁，岩戸清香，工藤薫，田鎖愛理，中村　光，高橋千鶴子：うつ病自傷

自殺未遂例に対する薬物療法―身体重症度による治療内容の比較― / 臨床精神薬理．

10：1877-1887(2007)

④武内克也，酒井明夫，統合失調症急性期治療におけるスイッチング / 臨床精神薬理．

9：835-840(2006)

⑤武内克也，岩渕　修，佐々木昇，酒井明夫，Risperidone－抗精神病薬多剤併用投与か

ら単剤投与化への切り替え－ / 臨床精神薬理．9：2189-2194(2006)

大塚　耕太郎 神経精神科学講座 講師 博士（医学） 精神神経科学

山家　健仁 神経精神科学講座 助教 博士（医学） 精神神経科学

吉田　智之 神経精神科学講座 助教 博士（医学） 精神神経科学
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福本　健太郎 神経精神科学講座 助教 博士（医学）

精神神経科学 、医化

学一般

①Sobue, K., Fukumoto, K.: Caldesmon, an actin-linked regulatory protein, comes

across glucocorticoids. / Cell adhesion & migration. 4:185-189(2010)

②Fukumoto, K., Morita, T., Mayanagi, T., Tanokashira, D., Yoshida, T., Sakai,

A., Sobue, K.: Detrimental effects of glucocorticoids on neuronal migration

during brain development / Molecular psychiatry. 14:1119-1131(2009)

③Mayanagi, T., Morita, T., Hayashi, K., Fukumoto, K., Sobue, K.:

Glucocorticoid receptor-mediated expression of caldesmon regulates cell

migration via the reorganization of the actin cytoskeleton. / The Journal of

biological chemistry. 283:31183-31196(2008)

④祖父江憲治，福本健太郎，シナプス後肥厚部構築に関わる蛋白質群を概観する / 生体

の科学．58(2):81-87（2007）

⑤文部科学省: 科学研究費補助金(若手研究(B))「胎生期グルココルチコイド暴露が大脳

皮質形成/神経ネットワーク形成へ与える影響」2010年

三條　克巳 神経精神科学講座 助教 博士（医学） 精神神経科学

①三條克巳，酒井明夫，武内克也，大塚耕太郎，智田文徳，丸田真樹，山家健仁，吉田

智之，磯野寿育，遠藤　仁，緊急対応を要するうつ病症状とその対処法に関する検討 精

神科救急データに基づく1考察 / 精神神経学雑誌．110:145(2008)

②三條克巳，武内克也，中村　光，大塚耕太郎，遠藤重厚，向精神薬大量服薬が身体に

与える影響について 薬剤血中濃度測定を用いた検討 / 岩手医学雑誌．61(2):69-

81(2009)

③三條克巳，智田文徳，【救急精神科 救急医に求められる最低限の知識】救急病棟編

自殺企図患者に合併している4つの代表的な精神障害 統合失調症 / 救急医学．

33(4):1559-1564(2009)

④三條克巳,酒井明夫,佐賀雄大,吉岡靖史,冨沢秀光,佐藤瑠美子,菅原教史,小泉範高,工

藤　薫,菊地志保,大塚耕太郎,武内克也， Aripiprazoleからblonamserinへの切り替え：

統合失調症5症例に関する臨床的検討 / 臨床精神薬理．13:2171-2179(2010)

遠藤　仁 神経精神科学講座 助教 博士（医学） 精神神経科学

①遠藤　仁，大塚耕太郎，吉田智之，中村　光，山家健仁，磯野寿育，智田文徳，八木

淳子，肥田篤彦，遠藤重厚，自殺企図者の身体的重篤度と関連する諸要因について：救

命救急センターにおける身体的重症自殺企図群と軽症群の比較検討 / 精神科救急．

12:60－73(2009)

②遠藤　仁，酒井明夫，大塚耕太郎，伊藤欣司，山家健仁，肥田篤彦，八木淳子，小泉

範高，冨沢秀光，佐藤瑠美子，機能性精神病を疑われ精神科受診となった髄膜腫2症例の

検討 / 精神科15(5):493-498(2009)

③遠藤　仁，大塚耕太郎，酒井明夫，高齢者の自殺予防－心理・社会的視点からの検討

/ 臨床精神医学39(11):1407-1413(2010)

④遠藤　仁，大塚耕太郎，智田文徳，酒井明夫，精神科夜間休日外来の適正利用のため

に岩手医科大学附属病院における夜間精神科1次2次救急外来の受診実態から /　第18回

日本精神科救急学会(2010)

⑤遠藤　仁，大塚耕太郎，山家健仁，伊藤欣司，酒井明夫，木澤英樹，精神運動発作に

て発症した非けいれん性発作重積(non-convulsive status epilepticus : NCSE)の一例

/ 第106回精神神経学会総会(2010)
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岩戸　清香 神経精神科学講座 助教 博士（医学） 精神神経科学

①岩戸清香，大塚耕太郎，中村　光，藤原恵真，佐々木千尋，中村晴彦，自殺多発地域

における勤労者の抑うつ－現状と影響因子に関する検討-/岩手医学雑誌．61(1):1-

15(2009)

②岩戸清香，酒井明夫，大塚耕太郎，田鎖愛理，八木淳子，肥田篤彦，冨沢秀光，小泉

範高，佐藤瑠美子，佐賀雄大，智田文徳，自殺対策と自死遺族支援 / 精神科．

17(3):275-280（2010）

③岩戸清香，大塚耕太郎，酒井明夫，工藤　薫，三條克巳，遠藤　仁，山家健仁，吉田

智之，田鎖愛理，肥田篤彦，伊藤欣司，うつ病と統合失調に対する修正型電気痙攣療法

の検討，第106回日本精神神経学会，2010

④岩戸清香，「精神病理夜話会」印象記-「文化的差異と言語的コミュニケーションの障

害が診断を困難にした統合失調症の一例」- / 臨床精神病理．30(3):275-277(2009)

工藤　薫 神経精神科学講座 助教 博士（医学） 精神神経科学

①Kudo, K., Otsuka, K., Endo, J., Yoshida, T., Isono,H., Yambe,T., Nakamura,

H., Kawamura, S., Koeda, A., Yagi, J., Kemuyama, N., Harada, H., Chida, F.,

Endo S., Sakai, A.: Study of the outcome of suicide attempts: characteristics

of hospitalization in a psychiatric ward group, critical care center group, and

non-hospitalized group / BMC Psychiatry. 10:4(2010)

②工藤　薫，別府高明，酒井明夫，一酸化炭素中毒 / レジデント．3(10):56-65(2010)

③工藤薫，酒井明夫，大塚耕太郎，三條克巳，遠藤仁，山家健仁，岩戸清香，肥田篤

彦，田鎖愛理，別府高明，遠藤重厚，一酸化炭素による自殺企図症例に対する救急ケア

システム / 第34回日本自殺予防学会(2010)

④工藤薫，三條克巳，大塚耕太郎，酒井明夫，遠藤重厚，多職種・多機関連携による自

殺未遂者ケア―岩手県高度救命救急センターにおける自殺未遂者ケアシステム― / 第38

回日本救急医学会(2010)

⑤工藤薫，酒井明夫，大塚耕太郎，三條克巳，遠藤　仁，山家健仁，岩戸清香，肥田篤

彦，田鎖愛理，別府高明，遠藤重厚，自殺企図による一酸化炭素中毒50例の検討とケア

システムの考察 / 第23回日本総合病院精神医学会総会


