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1 中島克己
都道府県・市町村等にお
ける精神保健福祉施策の
充実に関する研究

中島克己

平成13年度厚生労働科学研究「都
道府県・市町村等における精神保
健福祉施策の充実に関する研究」
総括・分担研究報告書

1～7 2002

2

中島克己、天野宗和、籠
本孝雄、川関和俊、桑原
寛、高畠 隆、竹内知夫、
竹島正、渡邊繁博

精神保健福祉センターの
業務のあり方に関する研
究

中島克己

平成13年度厚生労働科学研究「都
道府県・市町村等における精神保
健福祉施策の充実に関する研究」
総括・分担研究報告書

9～28 2002

3

竹島正、立森久照、浅野
弘毅、五十嵐良雄、桑原
寛、中村健二、渕野勝弘、
三宅由子

市町村等における精神保
健福祉施策の推進に関す
る研究：老人性痴呆疾患
センターの活動状況およ
び都道府県における老人
性痴呆疾患対策の現況調
査

中島克己

平成13年度厚生労働科学研究「都
道府県・市町村等における精神保
健福祉施策の充実に関する研究」
総括・分担研究報告書

29～51 2002

4 助川征雄

市町村等における精神保
健福祉施策の推進に関す
る研究：精神保健福祉問
題と今後の保健所機能の
あり方について

中島克己

平成13年度厚生労働科学研究「都
道府県・市町村等における精神保
健福祉施策の充実に関する研究」
総括・分担研究報告書

53～57 2002

5 桑原寛
措置入院、応急入院、移
送制度の運用状況

竹島正

平成13年度厚生労働科学研究「精
神病院・社会復帰施設等の評価及
び情報提供のあり方に関する研究」
総括・分担研究報告書

21～39 2002
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1 中島克己
都道府県・市町村等にお
ける精神保健福祉施策の
充実に関する研究

中島克己

平成14年度厚生労働科学研究「都
道府県・市町村等における精神保
健福祉施策の充実に関する研究」
総括・分担研究報告書

1～8 2003

2

桑原寛、天野宗和、籠本
孝雄、川関和俊、助川征
雄、高畠隆、竹内知夫、竹
島正

精神保健福祉センターの
業務のあり方に関する研
究

中島克己

平成14年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」総括・分担研究報告書

9～23 2003

3

竹島正、立森久照、浅野
弘毅,五十嵐良雄、桑原
寛、渕野勝弘、三宅由子、
長沼洋一、小山智典、宮
田裕章

市町村等における精神保
健福祉施策の推進に関す
る研究

中島克己

平成14年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」総括・分担研究報告書

25～48 2003

4

桑原寛、天野宗和、籠本
孝雄、川関和俊、助川征
雄、高畠 隆、竹内知夫、
竹島正

精神保健福祉センターの
業務のあり方に関する研
究

桑原　寛

平成14年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」分担研究報告書

1～75 2003

5

桑原寛、荒木明美、桜井
素子、柴 静枝、柴田則
子、竹島正、藤井由美子、
渡辺明、矢島義明、木元
克己

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究

岩崎　榮

平成14年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「精神保健サービスの評価とモニタ
リングに関する研究」総括・分担研
究報告

137～161 2003

6

桑原寛、荒木明美、桜井
素子、柴静枝、柴田則子、
竹島正、藤井由美子、渡
辺明、矢島義明、木元克
己

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究

桑原　寛

平成14年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」分担研究報告書

1～93 2003

7 桑原寛
応急入院、移送制度の実
施状況に関する分析

竹島  正

平成14年度厚生労働科学研究費補
助金（障害保健福祉総合研究事業）
「精神病院・社会復帰の評価及び情
報提供のあり方に関する研究」分
担・総括研究報告書

41～57 2003

（３）厚生労働科学等研究報告書一覧

平成13年度

平成14年度
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1 桑原寛
地域における精神科救急
とは何か

日本精神保健福
祉連盟

平成15年度精神保健ならびに精神
障害者当事者・家族の視点による
精神科救急システムの充実のため
の支援等事業報告書、日本精神保
健福祉連盟報告書

159-175 2003

2 中島克己

都道府県・市町村等にお
ける精神保健福祉施策の
充実に関する研究（総括
研究報告書）

中島克己

平成15年度厚生労働科学研究「都
道府県・市町村等における精神保
健福祉施策の充実に関する研究」
総括・分担研究報告書

1～9 2004

3

桑原   寛、天野宗和、籠
本孝雄、川関和俊、助川
征雄、高畑   隆、竹島
正、山下俊幸

精神保健福祉センターの
業務のあり方に関する研
究

中島克己

平成15年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」総括・分担研究報告書

11～67 2004

4

桑原寛、天野宗和、籠本
孝雄、川関和俊、助川征
雄、高畑 隆、竹島正、山
下俊幸

精神保健福祉センターの
業務のあり方に関する研
究

桑原　寛

平成15年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」分担研究報告書

1～127 2004

5

竹島正、立森久照、宮田
裕章、長沼洋一、小山智
典、浅野弘毅、五十嵐良
雄、桑原寛、助川征雄、渕
野　勝弘、三宅由子

市町村等における精神保
健福祉施策の推進に関す
る研究

中島克己

平成15年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」総括・分担研究報告書

69～110 2004

6

益子茂、五十嵐良雄、斎
藤章二、澤温、白石弘巳、
助川征雄、平田豊明、山
下俊幸、山本輝之

精神障害者の医療アクセ
スに関する研究

中島克己

平成15年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「都道府県・市町村等における精神
保健福祉施策の充実に関する研
究」総括・分担研究報告書

263～325 2004

7

桑原寛、荒木明美、桜井
素子、柴静枝、柴田則子、
篠崎安志、鈴木和彦、竹
島正、藤井由美子、渡辺
明、矢島義明、大竹三千
代、小池尚志、村上智之

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究

岩崎　榮

平成15年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「精神保健サービスの評価とモニタ
リングに関する研究」総括・分担研
究報告

137～161 2004

8

桑原寛、荒木明美、桜井
素子、柴 静枝、柴田則
子、篠崎安志、鈴木和彦、
竹島正、藤井由美子、渡
辺明、矢島義明、大竹三
千代、小池尚志、村上智
之

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究

桑原　寛

平成15年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「精神保健サービスの評価とモニタ
リングに関する研究」分担研究報告
書

1～155 2004

9

高岡道雄、山口靖明、
佐々木昭子、大井照、中
田榮治、竹島正、角田正
史、桑原寛、上野文彌

精神保健福祉法改正に伴
う保健所の対応に関する
調査研究

高岡道雄
平成15年度地域保健総合推進事業
報告書

１～24 2004

10

桑原寛、佐々木昭子、大
井照、竹島正、左藤恵子、
山口久美子、伊東秀幸、
青木邦子、益子茂、他、全
国保健所長会精神保健福
祉研究班

精神保健福祉法第34条に
基づく移送にかかるマニュ
アル

高岡道雄

平成15年度地域保健総合推進事業
「精神保健福祉法改正に伴う保健
所の対応に関する調査研究」報告
書

1～81 2004

11
覚せい剤再乱用防止対策
研究班編

薬物乱用相談の受け方、
2003年度版

大崎逸郎
平成15年度地域保健総合推進事業
「覚せい剤等乱用者の再乱用防止
対策に関する研究」研究報告資料

1～81 2004

平成15年度
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1

桑原寛、大橋剛、大竹三
千代、桜井素子、柴 静
枝、柴田則子、篠崎安志、
鈴木和彦、竹島正、藤井
由美子、村上智之、矢島
義明、渡辺明

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究（地
域精神保健医療福祉指標
の開発）

岩崎　榮

平成16年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「精神保健サービスの評価とモニタ
リングに関する研究総括・分担研究
報告書

387～
435

2005

2

桑原寛、大橋剛、大橋剛、
大竹三千代、桜井素子、
柴静枝、柴田則子、篠崎
安志、鈴木和彦、竹島正、
藤井由美子、村上智之、
矢島義明、渡辺明

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究

桑原　寛

平成16年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「精神保健サービスの評価とモニタ
リングに関する研究(主任研究者：
岩崎榮)」分担研究報告書

1～198 2005

3

桑原寛、荒木明美、桜井
素子、柴　 静枝、柴田則
子、竹島正、藤井由美子、
渡辺明、矢島義明、木元
克己

地域精神保健福祉に関す
る指標の開発の研究

岩崎　榮

平成16年度厚生労働科学研究費補
助金(障害保健福祉総合研究事業)
「精神保健サービスの評価とモニタ
リングに関する研究：平成14年度～
16年度総合研究報告書

29～34 2005

4

岩成秀夫、野口博文、久
永文恵、平林直次、荒井
澄子、伊藤久雄、岩間久
行、上野容子、奥平謙一、
籠本孝雄、桑原寛他

触法精神障害者の社会復
帰と通院治療に関する研
究

松下正明

平成16年度厚生労働科学研究費補
助金(こころの健康科学研究事業)
「触法行為を行った精神障害者の
精神医学的評価,治療,社会復帰等
に関する研究(主任研究者：松下正
明)」総括・分担研究報告書

287～
362

2005

5

岩成秀夫、野口博文、久
永文恵、平林直次、荒井
澄子、伊藤久雄、岩間久
行、上野容子、奥平謙一、
籠本孝雄、桑原寛他

触法精神障害者の社会復
帰と通院治療に関する研
究

岩成秀夫

平成16年度厚生労働科学研究費補
助金(こころの健康科学研究事業)
「触法行為を行った精神障害者の
精神医学的評価,治療,社会復帰等
に関する研究(主任研究者：松下正
明)」分担研究報告書

1～16 2005

6 桑原寛 地域の現状と課題 岩成秀夫

平成16年度厚生労働科学研究費補
助金(こころの健康科学研究事業)
「触法行為を行った精神障害者の
精神医学的評価,治療,社会復帰等
に関する研究(主任研究者：松下正
明)」分担研究報告書

17～25 2005

研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1

岩成秀夫、野口博文、久
永文恵、平林直次、荒井
澄子、伊藤久雄、岩間久
行、上野容子、奥平謙一、
籠本孝雄、桑原寛他

触法精神障害者の社会復
帰と通院治療に関する研
究

岩成秀夫

平成17年度厚生労働科学研究費補
助金(こころの健康科学研究事業)
「触法行為を行った精神障害者の
精神医学的評価,治療,社会復帰等
に関する研究(主任研究者：松下正
明)」平成17年度分担研究報告書

1～48 2006

2
小山智典、桑原寛、舘暁
夫、八木奈央、竹島正

精神病院・社会復帰施設
等の実態に関する研究、
研究協力報告書、行政が
行う事業等の実態に関す
る研究

竹島  正

平成17年度厚生労働科学研究費補
助金（障害保健福祉総合研究事業）
「精神病院・社会復帰施設等の実態
把握及び情報提供に関する研究」
分担

55～66 2006

平成16年度

平成17年度
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研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1
山下俊之、黒田安計、桑
原寛、白川教人、築島健

自立支援医療（精神通院
医療）の適正な給付に関
する研究

竹島  正

平成18年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究、総括・分担研究
報告書

69～162 2007

2
山下俊之、黒田安計、桑
原寛、白川教人、築島健

自立支援医療（精神通院
医療）の適正な給付に関
する研究

山下俊之

平成18年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究、分担研究報告
書

1～13 2007

3 桑原寛
「社会医療診療行為別調
査報告」による入院外精
神科診療の状況

山下俊之

平成18年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究分担研究報告書

63～91 2007

4

川副泰成、浅野誠、荒井
澄子、石井利樹、伊藤久
雄、伊藤順一郎、岩間久
行、岩成秀夫、上野容子、
岩本真美、籠本孝雄、岡
江晃、香山明美、葛山秀
則、小高晃、桑原寛他

通院処遇における関係機
関の連携体制の構築に関
する研究

中島豊爾

平成18年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：医
療観察法による医療提供のあり方
に関する研究、平成18年度総括・分
担研究報告書

159～
231

2007

5

川副泰成、浅野誠、荒井
澄子、石井利樹、伊藤久
雄、伊藤順一郎、岩間久
行、岩成秀夫、上野容子、
岩本真美、籠本孝雄、岡
江晃、香山明美、葛山秀
則、小高晃、桑原寛他

通院処遇における関係機
関の連携体制の構築に関
する研究

川副泰成

平成18年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：医
療観察法による医療提供のあり方
に関する研究、平成18年度分担研
究報告書

1～73 2007

6

岩成秀夫、吉川和男、浅
野誠、荒井澄子、石井利
樹、伊藤順一郎、伊藤久
雄、岩間久行、岩本真美、
上野容子、岡江晃、籠本
孝雄、葛山秀則、香山明
美、川副泰成、川畑俊貴、
菊池安希子、桑原寛他

他害行為を行った精神障
害者に対する通院治療に
関する研究

山上皓

平成18年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：他
害行為を行った精神障害者の診
断、治療及び社会復帰に関する研
究（主任研究者：山上皓）、平成20
年度総括・分担研究報告書

11～87 2007

研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1
山下俊之、黒田安計、桑
原寛、白川教人、築島健

自立支援医療（精神通院
医療）の適正な給付に関
する研究

竹島  正

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究、総括・分担研究
報告書

99～105 2008

2
山下俊之、黒田安計、桑
原寛、白川教人、築島健、
有海清彦

自立支援医療（精神通院
医療）の適正な給付に関
する研究

山下俊之

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究（主任研究者竹
島正）「自立支援医療（精神通院医
療）の適正な給付に関する研究」分
担研究報告書

１～8 2008

3
山下俊之、有海清彦、黒
田安計、桑原寛、白川教
人、築島健

３自立支援医療（精神通
院医療）の適正な給付に
関する研究（２）自立支援
医療（精神通院医療）にお
ける不承認理由、合併症
関連返戻理由の分析

竹島  正

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究（主任研究者竹
島正）総括・分担研究報告書

149～
160

2009

平成18年度

平成19年度

- 92 -



4

川副泰成、浅野誠、荒井
澄子、石井利樹、伊藤久
雄、伊藤順一郎、岩間久
行、岩成秀夫、上野容子、
岩本真美、籠本孝雄、岡
江晃、香山明美、葛山秀
則、小高晃、桑原寛他

通院処遇における関係機
関の連携体制の構築に関
する研究、

中島豊爾

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：医
療観察法による医療提供のあり方
に関する研究（主任研究者中島豊
爾）、平成19年度総括・分担研究報
告書

189～
304

2008

5 桑原寛、荒井澄子
通院処遇にかかる行政機
関の役割と連携

中島豊爾

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：医
療観察法による医療提供のあり方
に関する研究（主任研究者中島豊
爾）、平成19年度総括・分担研究報
告書

242～
283

2008

6

岩成秀夫、吉川和男、赤
須知明、浅野誠、荒井澄
子、石井利樹、伊藤順一
郎、伊藤久雄、岩本真美、
上野容子、岡江晃、籠本
孝雄、葛山秀則、香山明
美、川副泰成、川畑俊貴、
菊池安希子、桑原寛他

他害行為を行った精神障
害者に対する通院治療に
関する研究

山上皓

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：他
害行為を行った精神障害者の診
断、治療及び社会復帰に関する研
究（主任研究者：山上皓）、平成19
年度総括・分担研究報告書

25～113 2008

7

岩成秀夫、吉川和男、赤
須知明、浅野誠、荒井澄
子、石井利樹、伊藤順一
郎、伊藤久雄、岩本真美、
上野容子、岡江晃、籠本
孝雄、葛山秀則、香山明
美、川副泰成、川畑俊貴、
菊池安希子、桑原寛他

他害行為を行った精神障
害者に対する通院治療に
関する研究

岩成秀夫

平成19年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：他
害行為を行った精神障害者の診
断、治療及び社会復帰に関する研
究（主任研究者：山上皓）、平成20
年度分担研究報告書

1～64 2008

研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1
山下俊之、有海清彦、黒
田安計、桑原寛、白川教
人、築島健

３自立支援医療（精神通
院医療）の適正な給付に
関する研究（3）「国民医療
費」と「社会医療診療行為
別調査」の報告にもとづく
精神科医費の動向の検討

竹島  正

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：精
神保健医療福祉の改革ビジョンの
成果に関する研究、総括・分担研究
報告書

161～
216

2009

2
山下俊之、有海清彦、黒
田安計、桑原寛、白川教
人、築島健

Ⅰ分担研究報告書：自立
支援医療（精神通院医療）
の適正な給付に関する研
究

山下俊之

平成18-20年度厚生労働科学研究
費補助金こころの健康科学研究事
業：精神保健医療福祉の改革ビジョ
ンの成果に関する研究分担研究報
告書

１～15 2009

3
山下俊之、有海清彦、黒
田安計、桑原寛、白川教
人、築島健

Ⅱ研究協力報告書　２自
立支援医療（精神通院医
療）における不承認理由、
合併症関連返戻理由の分
析：自立支援医療（精神通
院医療）の適正な給付に
関する研究

山下俊之

平成18-20年度厚生労働科学研究
費補助金こころの健康科学研究事
業：精神保健医療福祉の改革ビジョ
ンの成果に関する研究分担研究報
告書「自立支援医療（精神通院医
療）の適正な給付に関する研究」

38～50 2009

4 桑原寛

Ⅱ研究協力報告書　３「国
民医療費」と「社会医療診
療行為別調査」の報告に
もとづく精神科医費の動
向の検討

山下俊之

平成18-20年度自立支援医療（精神
通院医療）の適正な給付に関する
研究：平成20年度厚生労働科学研
究費補助金こころの健康科学研究
事業：精神保健医療福祉の改革ビ
ジョンの成果に関する研究分担研
究報告書

51-97 2009

5 桑原寛

Ⅲ　1.「国民医療費」と「社
会医療診療行為別調査」
の報告にもとづく精神科医
費の動向の検討

山下俊之

平成18-20年度自立支援医療（精神
通院医療）の適正な給付に関する
研究：平成20年度厚生労働科学研
究費補助金こころの健康科学研究
事業：精神保健医療福祉の改革ビ
ジョンの成果に関する研究分担研
究報告書

105-122 2009

平成20年度
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6

桑原寛、川西千秋、川野
健治、伊藤弘人、熱田辰
夫、稲垣正俊、遠藤隆三、
大塚俊弘他

フロントラインの精神保健
福祉関係者向けの「自殺
に傾いた人を支援するた
めの指針」の作成

伊藤弘人

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：自
殺未遂者および自殺遺族等のケア
に関する研究：平成18年度～20年
度総合研究報告書

117～
139

2009

7

大塚俊弘、濱田由香里、
川野健治、伊藤弘人、青
木葉子、石倉紘子、大野
絵美、川島大輔、川西千
秋、黒澤美枝、桑原寛他

自死遺族を支えるために
～相談担当者のための指
針～

伊藤弘人

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業「自
殺未遂者および自殺遺族等のケア
に関する研究：平成18年度～20年
度総合研究報告書

141～
162

2009

8

岩成秀夫、吉川和男、川
畑俊貴、菊池安希子、赤
須知明、浅野誠、荒井澄
子、安藤久美子、石井利
樹、伊藤順一郎、伊藤久
雄、岩間久行、遠藤真美、
上野容子、岡江晃、籠本
孝雄、葛山秀則、香山明
美、川副泰成、桑原寛他

他害行為を行った精神障
害者に対する通院治療に
関する研究

山上皓

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：他
害行為を行った精神障害者の診
断、治療及び社会復帰に関する研
究（主任研究者：山上皓）、平成20
年度分担研究報告書

1～65 2009

9

川副泰成、浅野誠、荒井
澄子、石井利樹、伊藤久
雄、伊藤順一郎、岩間久
行、岩成秀夫、上野容子、
岩本真美、籠本孝雄、岡
江晃、香山明美、葛山秀
則、小高晃、桑原寛他

通院処遇にかかる行政機
関の役割と連携

中島豊爾

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：医
療観察法による医療提供のあり方
に関する研究、平成20年度総括・分
担研究報告書

147～
245

2009

10 桑原寛、荒井澄子

通院処遇ハンドブック、第
３章通院処遇における地
域連携、２地域における関
係機関とその連携

川副康成

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業：医
療観察法による医療提供のあり方
に関する研究（主任研究者中島豊
爾）、平成20年度分担研究報告書
「通院処遇における関係機関の連
携体制の構築に関する研究」

232-236 2009

11 荒井澄子、桑原寛
Ⅱ通院処遇対象者の社会
資源の利用に関する課題

川副康成

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業、
医療観察法による医療提供のあり
方に関する研究（主任研究者中島
豊爾）、平成18～20年度総合研究
報告書「通院処遇における関係機
関の連携体制の構築に関する研
究」

181-183 2009

12 桑原寛、荒井澄子
Ⅳ地域処遇にかかる行政
機関の役割と連携体制

川副康成

平成20年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業、
医療観察法による医療提供のあり
方に関する研究（主任研究者中島
豊爾）、平成18～20年度総合研究
報告書「通院処遇における関係機
関の連携体制の構築に関する研
究」

186-189 2009

研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1

岩成秀夫、赤須知明、赤
星雅義、安藤久美子、石
井利樹、稲村義輝、岩間
久行、小澤篤嗣、籠本孝
雄、甲斐原加奈子、加藤
暁子、香山明美、菊池安
希子、北森史哉、工藤隆
司、桑原寛他

通院医療のモデルの構築
に関する研究

中島豊爾

平成21年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業、
医療観察法による医療の質の向上
に関する研究（主任研究者中島豊
爾）、平成21年度総括・分担研究報
告書

207～
255

2010

2

岩成秀夫、赤須知明、赤
星雅義、安藤久美子、石
井利樹、稲村義輝、岩間
久行、小澤篤嗣、籠本孝
雄、甲斐原加奈子、加藤
暁子、香山明美、菊池安
希子、北森史哉、工藤隆
司、桑原寛他

通院医療のモデルの構築
に関する研究

岩成秀夫

平成21年度厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学研究事業、
医療観察法による医療の質の向上
に関する研究（主任研究者中島豊
爾）、平成21年度分担研究報告書

207～
255

2010

平成21年度
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研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1

岩成秀夫、赤須知明、赤
星雅義、安藤久美子、石
井利樹、稲村義輝、岩間
久行、小澤篤嗣、籠本孝
雄、甲斐原加奈子、加藤
暁子、香山明美、菊池安
希子、北森史哉、工藤隆
司、桑原寛他

通院医療のモデルの構築
に関する研究

中島豊爾

平成22年度厚生労働科学研究費補
助金障害者対策総合研究事業(精
神障害分野）、医療観察法による医
療の質の向上に関する研究（主任
研究者中島豊爾）、平成22年度総
括・分担研究報告書

235～
274

2011

研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1

岩成秀夫、赤須知明、安
藤久美子、石井利樹、市
田晋也、伊藤未紀子、稲
田美津代、岩下雅子、岩
間久行、内山憲一、大嶋
昭太郎、大中ふみ、大屋
未輝、籠本孝雄、香山明
美、川副泰成、川原稔、菊
池安希子、岸ノ上陽一、清
岡行彦、桑原寛、他

通院医療のモデルの構築
に関する研究

岩成秀夫

平成23年度厚生労働科学研究費補
助金障害者対策総合研究事業(精
神障害分野）、医療観察法による医
療の質の向上に関する研究（主任
研究者中島豊爾）、平成23年度分
担研究報告書

151～
297

2011

2

岩成秀夫、赤須知明、安
藤久美子、石井利樹、市
田晋也、岩間久行、籠本
孝雄、香山明美、川副泰
成、川原稔、菊池安希子、
桑原寛、他

通院医療のモデルの構築
に関する研究

岩成秀夫

平成23年度厚生労働科学研究費補
助金障害者対策総合研究事業(精
神障害分野）、医療観察法による医
療の質の向上に関する研究（主任
研究者中島豊爾）、平成21～23年
度平成23年度総合研究報告書

95～105 2011

平成26年度
研究者名 論文等タイトル名 報告書編集者名 報告書名 ページ 出版年

1 桑原寛他
保健所における精神障害
者支援に関する実体調査
報告

日本精神保健福
祉連盟

平成26年度厚生労働省障害者総合
福祉推進事業：保健所及び市町村
における精神障害者支援に関する
全国調査報告書

5～34 2015

平成23年度

平成22年度
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