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1
牧本康文、堀口裕、桑原
寛、砂田嘉正、市川誠一

発症後まもない分裂病患者の２年転
帰－特に施設間の相違について

第107回 神奈川県精神
医学会

平成４年度 S1

2
堀口裕、牧本康文、桑原
寛、砂田嘉正、市川誠一

発病後まもない分裂病患者の２年転
帰－特に地域間の相違について

第107回 神奈川県精神
医学会

平成４年度 S2

3
山口哲顕、津田昌利、鈴
木幸雄、山口哲衛、桑原
寛、小城原新　他

神奈川県精神病院患者の老年期精
神障害の調査（第２報）

第107回 神奈川県精神
医学会

平成４年度 S3

4
菅原道哉、川名明徳、高
橋紳吾、桑原寛、他

フランスにおける処遇困難者対応
UMD処遇困難者病棟

第108回 神奈川県精神
医学会　　　　　（cf 神
精会誌,42,47-52,1992）

平成４年度 S4

5 桑原寛、小林一成

小田原市立病院精神科における開
設後５年間の業務総括　－地域精
神医療における公立総合病院無床
精神科の役割

第108回 神奈川県精神
医学会
（cf 神精会誌,42,35-
46,1992）

平成４年度 S5

6
高木秀、草野正策、桑原
寛、大田省吾

精神障害者のevening careの試み

第110回 神奈川県精神
医学会         （cf 神精
会誌,43,17-25,1993）

平成４年度 S6

7
草野正策、桑原寛、大田
省吾

精神保健センターにおける電話相談
について

第110回 神奈川県精神
医学会
（cf 神精会誌,43,33-
40,1993）

平成４年度 S7

8 石井紀男 精神障害者社会復帰調査
第28回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成４年度 S8

9
こころの健康づくり推進事業の5年間
の結果と今後の課題について

第28回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成４年度 S9

10
小川一夫、桑原寛、井上
新平、分裂病治療予後研
究会

多地域・多施設共同による分裂病者
の治療予後研究(第3報)

第13回 日本社会精神
医学会

平成５年度 S10

11

石井紀男、竹田徳幸、堀
場千鶴、大野和男、助川
征雄、土屋史雄、福田由
美子、大田省吾、石原幸
夫

神奈川県における精神障害者の社
会復帰ニーズに関する調査（１）

第13回 日本社会精神
医学会

平成５年度 S11

12

大野和男、石井紀男、竹
田徳幸、堀場千鶴、助川
征雄、土屋史雄、福田由
美子、大田省吾、石原幸
夫

神奈川県における精神障害者の社
会復帰ニーズに関する調査（２）

第13回 日本社会精神
医学会

平成５年度 S12

13
西岡直也、柳沢和子、桑
原寛、大田省吾

老人専門相談とその３年間転帰調
査

第113回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌44,19-
25,1994)

平成５年度 S13

（２）学会発表一覧等（平成４年度～平成26年度）
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14 石井紀男
神奈川県精神保健医療圏に関する
調査研究（平成４年度）

第29回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成５年度 S14

15
石井和子、鈴木幸枝、柳
沢和子、桑原寛、大田省
吾

精神神保健センターにおける痴呆性
老人デイケアの試み～パイロットス
タディの地域への展開～

第30回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成６年度 S15

16
鈴木真理子、石井和子、
鈴木幸枝、野村豊子

痴呆性老人デイケアにおける回想グ
ループの試み

第36回 日本老年社会
科学会

平成６年度 S16

17
岩成秀夫、桑原寛、小川
一夫、分裂病治療予後研
究会

多地域・多施設共同による分裂病者
の治療予後研究(第４報)

第14回 日本社会精神
医学会

平成６年度 S17

18
桑原　寛、伊藤美奈、
石井紀夫、大田省吾

精神保健センターにおける精神科救
急医療相談窓口業務－現状とその
問題点－

第２回　精神科救急医
療研究会

平成６年度 S18

19
桑原寛、石居佳代子、石
井紀男、大田省吾

精神科救急医療相談窓口業務につ
いて－開始後３年間の総括

第118回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌46,27-
,1996)

平成７年度 S19

20
澤本宗彦、桑原寛、石井
紀男、大田省吾

精神障害（者）に関する意識調査
第31回 全国精神保健
福祉ンター研究協議会

平成７年度 S20

21
橋詰宏、井上新平、桑原
寛、分裂病治療予後研究
会

多地域・多施設共同による分裂病者
の治療予後研究(第５報)
―５年予後の報告

第15回 日本社会精神
医学会

平成７年度 S21

22
桑原寛、斉藤一成、紀藤
勉、藤井由美子、大田省
吾

精神科救急医療相談窓口業務の３
年間（第２報）－相談内容および都
市部と県域の差異を中心に－

第120回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌46,37-
,1996)

平成８年度 S22

23
桜井向陽、西岡直也、岩
成秀夫、桑原寛他

多地域/多施設共同による分裂病者
の治療予後研究－神奈川地区の５
年転帰について

第120回 神奈川県精神
医学会

平成８年度 S23

24
澤本宗彦、桑原寛、石井
紀男、大田省吾

精神障害（者）に関する意識調査の
結果報告～精神保健福祉ボランティ
アを中心に～

第120回 神奈川県精神
医学会          (cf 神精
会誌46,49-　1996)

平成８年度 S24

25
服部隆俊、藤井由美子、
石井紀男、大田省吾

神奈川県精神障害者職親事業に関
するアンケート調査

第122回 神奈川県精神
医学会

平成８年度 S25

26
上出香代子、桑原寛、石
井紀男、大田省吾、鈴木
真理子

精神障害（回復）者の雇用等に関す
るアンケート調査報告

第122回 神奈川県精神
医学会

平成８年度 S26

27
桜井素子、小粂英明、石
塚祥子、上出香代子、晝
場壽代

社会復帰援助事業の現状と課題
第10回 公設精神科リ
ハビリテーション施設研
究協議会

平成８年度 S27

28
上出香代子、石井紀男、
大田省吾、鈴木真理子、
佐野健二

一般企業の精神障害（回復）者の雇
用等に関するアンケート調査報告

第32回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成８年度 S28

29
長谷川憲一、小川一夫、
桑原寛、分裂病治療予後
研究

多地域・多施設共同による分裂病者
の治療予後研究(第６報)－５年の縦
断的経過と予後関連因子

第16回 日本社会精神
医学会

平成８年度 S29
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30
水口ひろ子、石井紀男、
大田省吾

地域で生活している精神障害者の
福祉ニーズ調査報告

第33回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成９年度 S30

31
石塚祥子、桜井素子、小
粂英明、晝場壽代、石井
利樹

精神障害者のためのカルチャース
クールの試み－ゆとりと彩りのある
生活をめざして

第33回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成９年度 S31

32 桑原寛
「現代社会－増加するアルコール依
存症と覚醒剤依存症」地域精神保健
的な対応の現状と今後の課題

平成９年度日本精神衛
生会精神保健シンポジ
ウム
(cf 心と社会 89、27-
35、1997)

平成９年度 S32

33
桑原寛、藤井由美子、石
井紀男、大田省吾

神奈川県立精神保健センターにお
ける休日の精神科救急医療相談窓
口業務（第３報）－相談者別にみた
利用状況－

病院・地域精神医学会
誌　第40巻１号:40-47，
1997

平成９年度 S33

34

奥平謙一、松本俊彦、宮
川朋大、矢花辰夫、飯塚
博史、岸本英爾、中島克
己、小阪健司

覚せい剤乱用と精神病症状
第10回 日本アルコー
ル精神医学会

平成10年度 S34

35
小粂英明、西明美、石塚
祥子、晝場壽代、石井利
樹

社会復帰援助事業の現状と課題（第
２報）

第12回 公設精神科リ
ハビリテーション施設研
究協議会

平成10年度 S35

36

石居佳代子、桜井素子、
奥平謙一、水澤千鶴子、
澤本宗彦、赤池敏夫、
伊藤勝子

当センターにおける相談関係機関と
の連携について－性被害ケースへ
の取り組みから

第34回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成10年度 S36

37
精神保健福祉センターにおける救急
業務の実情

関東信越ブロック精神
保健福祉センター連絡
協議会

平成10年度 S37(欠）

38
奥平謙一、中島克己、久
保田裕、井関栄三

大学病院外来の分裂病患者の臨床
像

第129回 神奈川県精神
医学会

平成11年度 S38

39
水澤千鶴子、奥平謙一、
星野美保、石居佳代子

ひきこもり青年グループの取り組み
と課題

第35回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成11年度 S39

40
西明美、小粂英明、晝場
壽代、小島伸一朗、石井
利樹

精神障害者の就労援助事業につい
て－平成６年度からの取り組みの経
過とまとめ

第35回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成11年度 S40

41

水口ひろ子、山口勝、桜
井素子、奥平謙一、中島
克己、山口哲顕、中島節
夫、安井正、森口祥子、
古河良子、市川誠一、助
川征雄

精神障害者の医療中断に関するア
ンケート調査

第131回神奈川県精神
医学会

平成11年度 S41

42
佐々川洋子、園田永子、
助川征雄、中島克己

神奈川県精神科救急医療相談窓口
の現状と課題

第８回　日本精神科救
急学会

平成12年度 S42(欠)

43
佐々川洋子、園田永子、
助川征雄、中島克己

当センターにおける「神奈川県精神
科救急医療相談窓口」の現状と課題

第36回全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成12年度 S43
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44
水口ひろ子、助川征雄、
中島克己

精神障害者の医療中断に関するア
ンケート調査

第46回　神奈川県公衆
衛生学会

平成12年度 S44

45
佐々川洋子、園田永子、
助川征雄、中島克己

神奈川県精神科救急医療相談窓口
の現状と課題

第46回　神奈川県公衆
衛生学会

平成12年度 S45

46 鳥海薫、奥平謙一
ひきこもりグループ活動参加者とそ
の回復段階

第21回 社会精神医学
会

平成12年度 S46

47
入江由美子、紀藤勉、助
川征雄、佐々川洋子

調査研究を活用した市町村支援の
取り組みについて

第37回全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成13年度 S47

48
小島伸一朗、石井和子、
黒沢亨、長瀬明美、伍島
武士

援助付き事業所実習と就労支援ネッ
トワーク作りに向けた取り組みにつ
いて

第37回全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成13年度 S48

49
佐々川洋子、園田永子、
助川征雄、中島克己

神奈川県（横浜市）における精神科
救急医療の現状と課題　～精神科
救急医療相談窓口の立場から

第９回　日本精神科救
急学会

平成13年度 S49(欠)

50
黒澤亨、石井和子、小島
伸一朗、長瀬明美、伍島
武士、昼場壽代

精神障害者の援助付き事業所実習
の有効性について

第９回職業リハビリテー
ション研究発表大会

平成13年度 S50

51 桑原寛
地域精神保健福祉活動の動向と社
会精神医学への期待

第22回 日本社会精神
医学会
(cf 日社精医誌13,155-
162,2005)

平成13年度 S51

52 石井利樹
ケアマネジメント（事例を中心として）
チーム医療・地域生活支援・ホーム
ヘルプ（研修コース２）

第22回 日本社会精神
医学会

平成13年度 S52

53 石井利樹
市町村支援の一環としての職員研
修について～体系化への取り組みと
課題

第47回　神奈川県公衆
衛生学会

平成13年度 S53

54 元西泰子
地域での継続した相談につながった
頻回通話ケース

第14回 日本電話相談
学会

平成13年度 S54

55
星野美保、石井利樹、助
川征雄、西明美

精神障害者ケアマネジメントについ
て一神奈川県における実践から

第40回 社会福祉大会 平成13年度 S55

56
入江由美子、助川征男、
佐々川洋子、紀藤勉

精神保健福祉の展開を目指して－
調査研究を活用した市町村支援の
取り組みについて

第40回 社会福祉大会 平成13年度 S56

57
長瀬明美、石井和子、昼
場壽代、小島伸一朗、黒
澤亨、伍島武士

精神障害者の援助付き事業所実習
における就労支援ネットワークづくり
－神奈川地域就労援助センターとの
連携について

第40回 社会福祉大会 平成13年度 S57

58 佐々川洋子
これからの保健所業務の課題と展
望一神奈川県での業務連絡会での
取り組みから

第26回 全国精神保健
福祉業務連絡会

平成13年度 S58

59 石井利樹
H13年度市町村職員への研修に向
けて－アンケートからうかがえるもの

市町村精神保健福祉
活動指針連絡会

平成13年度 S59

60
大曽根しのぶ、入江由美
子

県域の市町村における精神保健福
祉業務の取り組みと課題

平成14年度調査研究
抜粋まとめ

平成14年度 S60

61
小島伸一朗、石井和子、
長瀬明美

精神障害者のための就労支援促進
事業について

第30回 日本障害者職
業リハビリテーション学
会

平成14年度 S61
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62 西明美、星野美保 ケアマネジメント実践における工夫
第38回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成14年度 S62

63 星野美保、西明美
試行的事業から得たケアマネジメン
トの工夫

第45回 日本病院・地域
精神医学会

平成14年度 S63

64
神奈川県精神保健福祉センターに
おける精神科救急医療について

第27回 全国精神保健
福祉業務連絡会

平成14年度 S64(欠)

65
大曽根しのぶ、佐々川洋
子、入江由美子、桜井素
子

県域市町村における精神保健福祉
業務の取り組みと課題～平成12年
度～平成14年度３年間の調査研究
報告から～

第39回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成15年度 S65

66
大平友子、矢花辰夫、黒
沢亨

神奈川県精神保健福祉センターに
おける薬物問題家族講座の現状に
ついて

第39回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成15年度 S66

67 桑原寛、中島克己
精神保健福祉センターの業務のあり
方に関する研究

平成15年度厚生労働
科学研究障害保健福
祉総合研究発表会

平成15年度 S67

68

庄司文代、石井京子、台
浩美、小松由美子、橋本
栄子、瀬川三枝子、大平
友子、元西泰子、立澤賢
孝、須田由美子、矢花辰
夫、桑原寛

こころの電話相談再利用者の満足
度調査

第17回 曰本電話相談
学会
(cf 日社精医誌13,155-
162,2005)

平成16年度 S68

69 佐々川洋子
警察官通報における24時間移送業
務開始２年間の歩み

第12回 日本精神科救
急学会

平成16年度 S69

70
黒川理恵子、宮崎弘之、
佐々川洋子、
立澤賢孝、入江由美子

神奈川県精神科救急医療の現状と
課題

第40回 全国精神保健
福祉センター協議会

平成16年度 S70

71
大曽根しのぶ、桑原寛、
矢花辰夫

精神障害者の退院支援の課題～退
院促進支援事業モデル地域調査よ
り～

第50回神奈川県公衆
衛生学会

平成16年度 S71

72

瀬川三枝子、元西泰子、
大平友子、庄司文代、須
田美代子、立澤賢孝、矢
花辰夫、桑原寛

こころの電話相談再利用者の満足
度調査

第50回神奈川県公衆
衛生学会

平成16年度 S72

73 桑原寛 精神医療をめぐるまなざしの変化
神精会誌、55:3-
13,2005

平成16年度 S73

74 桑原寛
対応迫られるストレスによる社会問
題 地域におけるストレス

第20回日本ストレス学
会、第12回日本産業ス
トレス学会合同総会
（ストレス科学,20.13-
138.2006）

平成16年度 S74

75 入江由美子、桑原寛
25条通報（検察官からの通報）の実
態と課題

第25回 日本社会精神
医学会

平成17年度 S75

76 長瀬明美、藤井由美子

神奈川県障害者ケアマネジメント従
事者養成研修について－ケアマネジ
メントの地域実践に向けての取り組
み一

第41回 全国精神保健
福祉センター協議会

平成17年度 S76

77
大曽根しのぶ、藤井由美
子

精神障害者の退院支援の課題
第51回 神奈川県公衆
衛生学会

平成17年度 S77

78
大曽根しのぶ、藤井由美
子

神奈川県精神障害者ホームヘルプ
サービスの現状と課題

第51回 神奈川県公衆
衛生学会

平成17年度 S78
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79 長瀬明美、藤井由美子
障害者ケアマネジメントの地域実践
に向けての取り組み－従事者養成
研修の実施状況から

第51回神奈川県公衆
衛生学会

平成17年度 S79

80
玉置彰宏、中村真一、小
山恵子、入江由美子

神奈川県精神科救急医療の現状と
課題

第51回 神奈川県公衆
衛生学会

平成17年度 S80

81
渡辺秀子、矢花辰夫、安
藤美由紀、庄司文代、大
竹三千代、瀬川三枝子

ひきこもり親の会終了時アンケート
結果から集団アプローチ効果につい
て

第51回 神奈川県公衆
衛生学会

平成17年度 S81

82
埜崎健治、安藤美由紀、
小島伸一朗、本間ゆか
り、福田桂子

就労支援促進事業５年間の軌跡～
精神障害者就労支援の実践報告

第13回 日本精神障害
者リハビリテーション学
会

平成17年度 S82

83 桑原寛 自立支援医療制度の現状と課題
第102回 日本精神神経
学会総会

平成18年度 S83

84
入江由美子、桑原寛、中
村真一

25条通報（検察官からの通報）の実
態と課題

第42回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成18年度 S84

85
大曽根しのぶ、藤井由美
子

精神障害者退院促進支援事業～モ
デル地域における２年間の取組み
～

第52回 神奈川県公衆
衛生学会

平成18年度 S85

86 長瀬明美、藤井由美子
精神障害者地域生活支援センター
（神奈川県域）の担ってきた役割と課
題

第52回 神奈川県公衆
衛生学会

平成18年度 S86

87
福田桂子、藤井由美子、
落合万智子、本間ゆか
り、埜崎健治

精神障害者への普及啓発のセミ
ナーと地域展開に向けた取組みに
ついて

第52回 神奈川県公衆
衛生学会

平成18年度 S87

88
福田桂子、埜崎健治、本
間ゆかり、落合万智子、
藤井由美子

精神障害者への普及啓発セミナー
の地域展開に向けた取り組み
「知っ得セミナー　－病気とつき合い
ながら上手に生活する方法－」

第43回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成19年度 S88

89 大曽根しのぶ、桑原寛
精神医療審査会への退院等請求の
現状と精神保健福祉センターの役割
について

第43回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成19年度 S89

90 大竹三千代、長瀬明美

自殺対策のための自殺死亡につい
ての地域統計」を活用した二次医療
圏分析
神奈川県域における自殺の統計分
析人口動態調査から

第43回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成19年度 S90

91 安藤美由紀、中込昌也
ひきこもり家族セミナーの試みにつ
いて

第53回 神奈川県公衆
衛生学会

平成19年度 S91

92 安藤美由紀、中込昌也
強迫的ギャンブラー（ギャンブル依存
症者）の家族セミナー参加者の現状
について

第53回 神奈川県公衆
衛生学会

平成19年度 S92

93

小杉敦子、大竹三千代、
安藤美由紀、矢花辰夫、
長瀬明美、山田真理子、
小菅幸枝

うつ病家族セミナーの試みについて
第53回 神奈川県公衆
衛生学会

平成19年度 S93

94
長瀬明美、桑原寛、矢花
辰夫、安藤美由紀、大竹
三千代

神奈川県域における自殺の統計分
析～人口動態調査から～

第154回 神奈川県精神
医学会
(cf 精神会誌57：51-64､
2008)

平成19年度 S94
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95
安藤美由紀、大竹三千
代、矢花辰夫、桑原寛

神奈川県の自殺対策について
第154回 神奈川県精神
医学会

平成19年度 S95

96
海野匡、玉置彰宏、中村
真一、山田正夫、桑原
寛、岩井一正

平成18年度神奈川県域における法
第25条通報（検察官からの通報）の
実態と課題

第156回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌58,59-
,2009)

平成20年度 S96

97
玉置彰宏、海野匡、中村
真一、山田正夫、桑原
寛、岩井一正

神奈川県内の警察官通報（精神保
健福祉法第24条）等にかかる業務の
現状と課題～対応が困難であった
事例の調査結果より～

第156回神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌58,49-
57,2009)

平成20年度 S97

98
大竹三千代、桑原寛、小
粂英明、小杉敦子

都市部の自殺対策としての精神保
健福祉施策

第54回 奈川県公衆衛
生学会

平成20年度 S98

99
落合万智子、桑原寛、竹
田徳幸、小池尚志、昼場
壽代、福田桂子

精神障害者の普及啓発セミナーと地
域展開に向けた取り組みについて－
第２報一

第54回 神奈川県公衆
衛生学会

平成20年度 S99

100
山田美緒、桑原寛、寺田
勝昭、水口ひろ子、大曽
根しのぶ

障害者自立支援法施行後の精ﾄﾞ申
障害者へのホームヘルプサービス
の状況～県域の居宅介護サービス
に関するアンケート調査から～

第54回 神奈川県公衆
衛生学会

平成20年度 S100

101
大竹三千代、桑原寛、小
粂英明、小杉敦子

都市部における自殺対策事業の取
り組み～地域自殺対策推進事業、
神奈川県大和市モデル地区事業の
考察～

第44回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成20年度 S101

102
桑原寛、山田正夫、小粂
英明、大竹三千代、高柳
大輔

神奈川県域における自殺者の動向：
警察統計資料の有効活用について

第157回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌59,35-
,2010)

平成20年度 S102

103 大竹三千代
神奈川県自殺対策モデル地区事業
大和市における試み

第157回神奈川県精神
医学会

平成20年度 S103

104
桑原寛、大竹三千代、鈴
木志麻子、胡桃沢直美

警察統計に基づく横浜市、川崎市、
神奈川県域の自殺者の状況

第158回 神奈川県精神
医学会
(cf 精神会誌59：45-52､
2010)

平成21年度 S104

105
桑原寛、大竹三千代、小
粂英明、伊藤瑞穂、山田
正夫

神奈川県の県域自殺者にかかる実
態分析の試み一人口動態統計およ
び瞥察統計データの有効活用に向
けて一

第45回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成21年度 S105

106
山田美緒、昼場壽代、竹
田徳幸、桑原寛

「心の健康の正しい理解」のための
取り組み一高校生の意識調査と調
査実施後の普及啓発活動一

第45回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成21年度 S109

107
山岸栄子、三尾早苗、猪
谷亜子

神奈川県域における法第26条通報
(矯正施設の長からの通報)の実態と
課題

第55回 神奈川県公衆
衛生学会

平成21年度 S107

108
小池小夜子、小杉敦子、
山田正夫

うつ病家族セミナーの試み(第２報)
一地域展開への取り組みと課題

第55回 神奈川県公衆
衛生学会

平成21年度 S108

109
山田美緒、昼場壽代、竹
田徳幸、桑原寛、小池尚
志

「心の健康の正しい理解」のための
取り組み一高校生の意識調査と調
査実施後の普及啓発活動一

第55回 神奈川県公衆
衛生学会

平成21年度 S109

110
山岸栄子、小池小夜子、
三尾早苗、高橋美也子、
小山恵子

神奈川県精神保健福祉センターに
おける保健師の活動について

第31回 地域保健師研
究発表会

平成21年度 S110
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111
桑原寛、大竹三千代、小
粂英明、伊藤瑞穂

神奈川県域の平成19年から20年に
かけての自殺者の動向
大和地区(大和市および綾瀬市)の
動向

第159回 神奈川県精神
医学会
(cf 精神会誌60:31-44、
2011)

平成21年度 S111

112
高木秀、須賀千亜紀、野
崎義一、倉川大介、武田
徳幸、山田正夫、桑原寛

神奈川県精神科救急医療情報窓口
の現状と課題

第159回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌60,51-
,2011)

平成21年度 S112

113
海野匡、玉置彰宏、西村
誠、鳥海薫、山田正夫、
桑原寛

平成16～21年度の神奈川県域にお
ける法第25条通報(検察官通報)の
実態と課題：６年間の比較分析から

第160回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌60,45-
,2011)

平成22年度 S113

114

山田美緒、山田正夫、竹
田徳幸、中込昌也、小林
渉、小山英夫、清田弘
明、伊藤瑞穂、西村誠、
小口祐典、倉川大介、桑
原寛

神奈川県域における自殺に関する
統計分析一地域分析一

全国自殺対策研究協
議会

平成22年度 S114(欠)

115

三好彩、海野匡、玉置彰
宏、鳥海薫、山田正夫、
桑原寛、高石敬子、柿本
裕一、岩尾俊一郎

神奈川県と神戸市の措置診察の地
域差について

第46回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成22年度 S115

116
石塚祥子、小杉敦子、大
竹三千代、小粂英明、
佐々川洋子、桑原寛

地域自殺対策推進事業の報告と今
後の地域支援について一動き始め
た市町村におけるモデル事業の検
証と効果的な事業の拡大に向けて

第46回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成22年度 S116

117

山田美緒、山田正夫、竹
田徳幸、中込昌也、小林
渉、小山英夫、清田弘
明、伊藤瑞穂、西村誠、
小口祐典、倉川大介、桑
原寛

神奈川県域における自殺に関する
統計分析一地域分析一

第46回全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成22年度 S117

118
海野匡、玉置彰宏、鳥海
薫、西村誠、山田正夫、
桑原寛

平成16～21年度の神奈川県域にお
ける法第25条通報(検察官通報)の
実態と課題;６年間の比較分析から
～医療観察法との関連をふまえて

第56回 神奈川県公衆
衛生学会

平成22年度 S118

119

山田美緒、山田正夫、竹
田徳幸、中込昌也、小林
渉、小山英夫、西村誠、
小口祐典、倉川大介、桑
原寛

神奈川県域における自殺に関する
統計分析一地域分析一その１

第56回 神奈川県公衆
衛生学会

平成22年度 S119

120

山田美緒、山田正夫、竹
田徳幸、中込昌也、小林
渉、小山英夫、西村誠、
小口祐典、倉川大介、桑
原寛

神奈川県域における自殺に関する
統計分析一地域分析一その２

第56回 神奈川県公衆
衛生学会

平成22年度 S120

121

石塚祥子、小杉敦子、大
竹三千代、
小粂英明、佐々川洋子、
桑原寛

地域自殺対策推進事業の報告と今
後の地域支援について一モデル事
業の検証と市町村への効果的な事
業の拡大にむけて

第56回 神奈川県公衆
衛生学会

平成22年度 S121

- 85 -



No 発表者名 タイトル 学会名 発表年度 pdfNO

122
小池小夜子、佐々川洋
子、石塚祥子

地域自殺対策推進事業の報告と今
後の地域支援について一自殺予防
のための人材養成の取り組み

第56回 神奈川県公衆
衛生学会

平成22年度 S122

123
山岸栄子、小池小夜子、
三尾早苗

職場での生活習慣病予防の取り組
み

第56回 神奈川県公衆
衛生学会

平成22年度 S123

124
山岸栄子、小池小夜子、
三尾早苗

神奈川県精神保健福祉センターに
おける保健師の活動について(その
２)一認知症高齢者と精神科救急医
療について

第32回 神奈川県地域
保健師研究発表会

平成22年度 S124

125
玉置彰宏、海野匡、鳥海
薫、山田正夫、桑原寛

神奈川県域の警察官通報にかかる
移送時間

第161回 神奈川県精神
医学会

平成22年度 S125

126

山田美緒、山田正夫、中
込昌也、小林渉、小山英
夫、西村誠、倉川大介、
武田徳幸、伊藤瑞穂、桑
原寛

神奈川県域の自殺に関する地域分
析の試み

第161回 神奈川県精神
医学会

平成22年度 S126

127

山田正夫、山田美緒、中
込昌也、小林渉、小山英
夫、西村誠、小口祐典、
倉川大介、竹田徳幸、伊
藤瑞穂、桑原寛

社会経済指標を用いた地域分析に
基づく自殺の検討

第161回神奈川県精神
医学会
(cf 精神会誌61：7-41､
2012)

平成22年度 S127

128 田野里絵子、山田正夫
神奈川県域における精神科救急対
応を繰り返す事例の調査

第47回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成23年度 S128

129
山田美緒、上出香代子、
竹田徳幸、山田正夫、桑
原寛

「高校生の心の健康問題に関する教
職員の意識アンケート」の結果につ
いて

第47回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成23年度 S129

130 桑原寛
東日本大震災における神奈川県心
のケアチームの活動について

第47回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成23年度 S130

131

小山英夫、山田美緒、小
笠原知子、
川本絵理、山田正夫、桑
原寛

東日本大震災における神奈川県心
のケアチームの活動について

第163回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌, 62：45-
54, 2013)

平成23年度 S131

132
桑原寛、小山英夫、山田
美緒、小笠原知子、川本
絵理、山田正夫

神奈川県心のケアチーム活動を介
してみる災害時の心のケア

第163回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌, 62：35-
44, 2013)

平成23年度 S132

133
海野匡、玉置彰宏、川本
絵理、鳥海薫、山田正
夫、桑原寛

平成20～22年度の神奈川県域にお
ける基幹病院からの後方移送の実
態と課題、３年間の比較分析から

第163回 神奈川県精神
医学会

平成23年度 S133

134

小山英夫、山田美緒、鈴
木真理子、本間ゆかり、
川本絵理、山田正夫、桑
原寛

東日本大震災被災地における神奈
川県心のケアチームの活動とPSW
の役割

第57回 神奈川県公衆
衛生学会

平成23年度 S134

135
山田美緒、上出香代子、
竹田徳幸、山田正夫、桑
原寛

「高校生の心の健康問題に関する教
職員の意識アンケート」の結果につ
いて

第57回 神奈川県公衆
衛生学会

平成23年度 S135

136
小島伸一朗、野崎義一、
三尾早苗、小笠原知子

平成23年度精神障害者アウトリーチ
支援に係る調査事業の概要につい
て

第48回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成24年度 S136
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137

小笠原知子、田島光明、
佐々木康、前田啓子、石
塚祥子、黒沢亨、川本絵
理、山田正夫、桑原寛

神奈川県精神保健福祉センターに
おける「ピア電話相談」の現状と問題
～精神障害者による当事者電話相
談について～

第164回 神奈川県精神
医学会

平成24年度 S137

138
桑原寛、石塚祥子、黒沢
亨、川本絵理、山田正夫

神奈川県の自殺対策の現状と課題
～神奈川県精神保健福祉センター
での取り組みを通じて～

第164回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌, 63：33-
42, 2014)

平成24年度 S138

139
小島伸一朗、野崎義一、
三尾早苗、小笠原知子

平成23年度精神障害者アウトリーチ
支援に係る調査事業の概要につい
て

第58回神奈川県公衆
衛生学会

平成24年度 S139

140 桑原寛
シンポジウム；開国の地から精神障
害者リハビリテーションの現状を問う

第20回精神科リハビリ
テーション学会

平成24年度 S140

141 桑原寛
地域精神保健の立場からみた次期
医療計画策定の課題

全国自治体病院協議
会精神科特別部会第
50回記念

平成24年度 S141

142
石塚祥子、黒沢亨、前田
啓子、佐々木康、桑原寛

地域自殺対策における市町村支援
の成果と課題(人材育成編)

第58回神奈川県公衆
衛生学会

平成24年度 S142

143
佐々木康、赤池敏夫、黒
沢亨、山田正夫、桑原
寛、石塚祥子

かながわ自殺対策会議「自殺対策
に関する出前講座」事業報告

第49回全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成25年度 S143

144

桑原寛、佐々木康、川本
絵理、赤池敏夫、黒沢
亨、晝場壽代、山田正
夫、石塚祥子

神奈川県の自殺対策の現状と課題
～神奈川県精神保健福祉センター
での取り組みを通じて

第49回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成25年度 S144

145 桑原寛

精神科リハビリテーションの未来を
つくる ～これから私たちができること
～   「精神科医療の現状と今後の課
題」

第14回 神奈川県作業
療法学会

平成25年度 S145

146
前田啓子、水口ひろ子、
佐々木康、赤池敏夫、黒
沢亨、桑原寛

地域自殺対策人材養成における市
長村支援の評価と課題

第59回 神奈川県公衆
衛生学会

平成25年度 S146

147
野崎義一、星野美保、山
田正夫、桑原寛

障害者自立支援法における精神障
害者の地域移行支援及び地域定着
支援実態調査について

第59回 神奈川県公衆
衛生学会

平成25年度 S147

148 桑原寛 メンタルヘルスをめぐる動向と課題

第165回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌,64：43-
51,2015)

平成25年度 S148

149
佐々木康、赤池敏夫、黒
沢亨、山田正夫、桑原
寛、石塚祥子

かながわ自殺対策会議「自殺対策
に関する出前講座」事業報告―教育
現場での自殺対策に関する取り組
みの現状と今後の課題―

第33回 日本社会精神
医学会

平成25年度 S149

150 小島伸一朗、星野美保
行政機関における多職種チーム訪
問支援の取り組み

日本精神神経学会 平成25年度 S150

151
岡田由起子、晝場壽代、
杉山徹、桑原寛、野崎義
一

神奈川県県精神障害者地域移行・
地域定着支援事業におけるピアサ
ポーターによる病院訪問活動に関す
る調査報告

第60回 神奈川県公衆
衛生学会

平成26年度 S151
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152
川本絵理、矢作和彦、熊
岡正悟、印部良介、星野
美保、山田正夫、桑原寛

神奈川県域における警察官通報の
報告～統計結果に基づく薬物(危険
ドラッグを含む)使痢者の後方視的
調査～

第60回 神奈川県公衆
衛生学会

平成26年度 S152

153 桑原寛
精神障害者の地域生活支援をめぐ
る動向と課題

第166回 神奈川県精神
医学会
(cf 神精会誌, 65：37-
46,2016)

平成26年度 S153

154
熊岡正悟、岡田由起子、
原井智美、川本絵里、山
田正夫

精神保健福祉センター　調査研究
データベースの作成及びその紹介

第50回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成26年度 S154

155

原井智美、田島光明、歳
川由美、中込昌也、赤池
敏夫、川本絵里、黒沢
亨、山田正夫

神奈川県精神保健福祉センターピア
電話相談の取り組み

第50回 全国精神保健
福祉センター研究協議
会

平成26年度 S155
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