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神経精神科学講
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座

神経精神科学講
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職名

教授

講師

講師

取得学位

専門分野

主な論文・著作・業績

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)

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．10：16971706(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．10：18771887(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)

博士（医学） 精神神経科学

①精神科救急ガイドライン自殺未遂者ケア（日本精神科救急学会，共著）2009
②自殺未遂患者への対応～救急外来(ER)・救急科・救命救急センターのスタッフのための手
引き（日本臨床救急医学会，共著）2009
③ゲートキーパー養成研修テキスト第1版・第2版（内閣府，監修）2011-2012
④H22-24科研費基盤C「医療、精神保健、および家族に対する精神科的危機対応法の習得を目
的とした介入研究」（主任研究者）
⑤H25-科研費基盤C「精神保健従事者への遠隔教育モデルを含めた教育システムの構築」（主
任研究者）

神経精神科学講座
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座
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座
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座

職名

取得学位

専門分野

主な論文・著作・業績

博士（医学） 精神神経科学

①八木淳子，東日本大震災における子どものこころのケア / トラウマティック・ストレ
ス.10(2)：84－85（2013）
②八木淳子，地域に根差したこころのケア―宮古子どものこころのケアセンターのとりくみ
から / LD研究. 22(1): 22-27(2013)
③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)：275280(2010)
④大塚耕太郎，酒井明夫，智田文徳，八木淳子，肥田篤彦，煙山信夫，原田久子, 自殺対策
における精神科救急医療の役割 / 浅野弘毅・岡崎伸郎編．メンタルヘルスライブラリー２
４；自殺と向き合う．東京：批評社．89-99(2009)
⑤大塚耕太郎，酒井明夫，遠藤 仁，岩戸清香，工藤 薫，三條克巳，肥田篤彦，八木淳
子，智田文徳，救急医療での自殺対策 / 精神科．14(3)：240-245(2009)

特任講師 博士（医学） 精神神経科学

①星 克仁，酒井明夫，大塚耕太郎，磯野寿育，岩戸清香，岩手県久慈地域における自殺予
防活動 / 公衆衛生. 72(6)494-497(2008)
②大塚耕太郎，酒井明夫，智田文徳，星 克仁，岩戸清香，岩手医科大学における自殺対策
活動の10の領域 / 心と社会．39(1)42-47(2008)
③大塚耕太郎，酒井明夫，智田文徳，星 克仁，岩戸清香，遠藤 仁，神先 真，工藤
薫，川村祥代，中村 光，高橋千鶴子，赤坂 博，高齢者のうつと自殺への介入－予防介
入，危機介入、事後介入－ / 老年精神医学．19(2)183-197(2008)
④星克仁，氏家憲一，磯野寿育，岩戸清香，大塚耕太郎，酒井明夫，長尾佐知，聴覚過敏に
対してolanzapineが有効であったアスペルガー障害の１例 / 精神科．11(4)328-332(2007)

講師

助教

博士（医学） 精神神経科学

①大塚耕太郎，酒井明夫，山家健仁，遠藤 仁，岩戸清香，肥田篤彦，立木智大，佐賀雄
大，小泉範高，冨沢秀光，佐藤瑠美子，吉岡靖史，三田俊成，水谷歩未，赤平美津子，中村
光，青木慎也，藤原恵真，相馬祐子，岩手県における現状と課題 / 精神科．19(6):548557(2012)
②大塚耕太郎，酒井明夫，山家健仁，遠藤 仁，岩戸清香，肥田篤彦，立木智大，佐賀雄
大，小泉範高，冨沢秀光，佐藤瑠美子，吉岡靖史，自殺未遂者ケア / 精神科治療学．
26(10):1247-1254(2011)
③Kudo, 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.
and Sakai, A.:Study of the outcome of suicide attempts: Characteristics of
hospitalization in a psychiatric ward group, critical care center group, and
nonhospitalized group. / BMCPsychiatry. 10(4)(2010)
④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樹脂んした髄膜腫2症例の検討 /
精神科．15(5):493498(2009)
⑤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，精神科救急におけ
る薬物療法の変化－H9年，H18年の救急対応の比較－ / 臨床精神薬理．11:1319-1327(2008)
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専門分野

博士（医学） 精神神経科学

博士（医学）

精神神経科学 、医
化学一般

主な論文・著作・業績
①Kawamura, S., Maesawa, C., Nakamura, K., Nakayama, K., Morita, M., Hiruma, Y.,
Yoshida, T., Sakai, A. and Masuda, T.: Predisposition for borderline personality
disorder with comorbid major depression is associated with that for polycystic
ovary syndrome in female Japanese population. / Neuropsychiatric Disease and
Treatment.7:655-662(2011)
②Kudo, 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.
and Sakai, A.: Study of the outcome of suicide attempts: characteristics of
hospitalization in a psychiatric ward group, critical care center group, and
nonhospitalized group. / BMCPsychiatry 10(4)(2010)
③Fukumoto, K., Morita, T., Mayanagi, T., Tanokashira, D., Yoshida, T., Sakai, A.
and Sobue, K.: Detrimental effects of glucocorticoids on neuronal migration during
brain development. / Molecular Psychiatry 14:1119-1131(2009)
④吉田智之，肥田篤彦，八木淳子，酒井明夫，暴力行為によって家族との関係が悪化した残
遺型統合失調症の一例 / Schizophrenia Frontier. 10(2):58(146)-61(149)(2009)
①Tanokashira, D., Morita, T., Hayashi, K., Mayanagi, T., Fukumoto, K., Kubota. Y.,
Yamashita, T., Sobue, K.: Glucocorticoid suppresses dendritic spine deveropment
mediated by down-regulation of caldesmon expression./The Journal of neuroscience.
In press
②Sobue, K., Fukumoto, K.: Caldesmon, an actin-linked regulatory protein, comes
across glucocorticoids. / Cell adhesion & migration. 4:185-189(2010)
③Fukumoto, 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)
④Mayanagi, 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)
⑤文部科学省科学研究費補助金(若手研究(B))「課題名：胎生期グルココルチコイド曝露モデ
ルを用いた神経発達障害仮説の検討」2012-2014年
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専門分野

主な論文・著作・業績

博士（医学） 精神神経科学

①Sanjo, K., Onuma, Y., Koizumi, N., Kikuchi, S., Fukumoto, K., Omama, S., Mifune,
T., Endo, S. and Sakai, A.: A case of death following drug overdose of tricyclic
antidepressant and selective serotonin reuptake inhibitor: based on the
investigation of plasma drug concentrations, The Journal of the Iwate Medical
Association, 64(3):221-225(2012)
②Sanjo, K., Koeda, A., Koizumi, N., Onuma, Y., Saga, Y., Tomizawa, H., Sato, R.,
Kikuchi, S., Fukumoto, K., Takeuchi, K., Natori, T., Fujino, Y., Inoue, Y., Sakai,
A., Endo, S. and Inoue, Y.: A Case of Drug Overdose-Induced, Severe ECG
Abnormalities: Investigation Through Plasma Drug Concentrations. / Primary Care
Companion CNS Disord. 14(3):doi:10.4088/PC.11/01321(2012)
③三條克巳,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)
④三條克巳，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)
⑤三條克巳，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):15591564(2009)

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 冨沢秀光 中村光 小泉範高 吉岡靖史 横田美貴 小泉文人
酒井明夫
遠藤重厚精神科救急システムの適正利用に向けた 自傷・自殺企図症例の検討/第20回精神科
救急学会(2012)
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職名
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助教

助教

取得学位

専門分野

主な論文・著作・業績

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)

修士（工学） 精神神経科学

①新井久稔，塚原敦子，田中聡美，橋本信一郎，中村元美，丸香奈恵，山本賢司，井上勝
夫，宮岡 等，急性錯乱状態を呈してウイルス脳炎との鑑別が必要であった急性－過性精神
病性障害の症例の検討 / 神奈川医学会雑誌．37(2):305(2010)
②新井久稔，塚原敦子，橋本信一郎，中村元美，中村 充，山本賢司，井上勝夫，宮岡
等，丸香奈恵，呼吸苦と嚥下時違和感を主訴に時間外外来を頻回に受診した初老期の心気障
害の一例について / 神奈川医学会雑誌．37(1):106-107
③新井久稔，山本賢司，井上勝夫，丸香奈恵，塚原敦子，橋本信一郎，中村元美，宮岡
等，自殺未遂の急性期身体治療の後に当院に紹介入院した症例に関する検討 / ストレス科
学，24(2):128(2009)
④新井久稔，山本賢司，井上勝夫，吉岡正哉，塚原敦子，丸香奈恵，増田竜大，橋本信一
郎，中村元美，宮岡 等，精神科身体合併症病棟リニューアル前後での変化について / 総合
病院精神医学，20.Supplement:S.100(2008)
⑤橋本信一郎，小熊魅香，渡瀬大樹，宮地英雄，嘉納明子，井上勝夫，高橋 恵，宮岡
等，思春期に奇妙な行動が出現し、G-Band法にて21-trisomy低頻度モザイクを認めた症例 /
精神神経学雑誌，110(4):338(2008)

博士（医学） 精神神経科学

①大塚耕太郎，酒井明夫，智田文徳，星 克仁，岩戸清香，遠藤 仁，神先 真，工藤
薫，川村祥代，中村 光，高橋千鶴子，赤坂 博，高齢者のうつと自殺への介入－予防介
入，危機介入，事後介入－ / 老年精神医学．19(2)183-197（2008）
②大塚耕太郎，酒井明夫，智田文徳，吉田智之，遠藤 仁，工藤 薫，中村 光，川村祥
代，自殺対策における精神科救急の役割 / 精神科救急.11 41-44（2008）
③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）
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