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東京大学医学部附属病院精神神経科にて 

精神疾患で入院治療をされた方およびそのご家族の方へ 
 

当院では精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究（多施設

共同研究）に参加しております。本研究では、精神科における診療ガイドラインの教育

効果によって、より適切な精神科診療が広く行われることを目的としています。この研

究は、国内多施設で行われている共同研究で、日本神経精神薬理学会、日本うつ病学会

を中心に結成されたプロジェクトチームが行っています。 

この研究の対象者に該当する可能性がある方で、診療情報等を研究目的に利用または

提出されることを希望されない場合は入院後 3 カ月以内を目安に末尾に記載の問い合

わせ先までご連絡ください。 

 

【研究課題】 

精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究（登録番号

2020403NIe） 

 

【研究機関名及び本学の研究責任者氏名】 

この研究が行われる研究機関と研究責任者は次に示すとおりです。 

研究機関    東京大学医学部附属病院・精神神経科 

 研究責任者  市橋香代・精神神経科・特任講師（病院） 

担当業務  データ収集・匿名化・データ解析 

 

【共同研究機関】 

主任研究機関 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 

研究責任者 橋本亮太・部長 

担当業務  研究統括 

研究機関   ※共同研究機関名は別途参照    

 

この研究に利用する情報は共同研究機関の範囲のみで利用されます。 

 

【研究期間】 

 承認日～2025 年 12 月 31 日 

本研究は長期にわたる研究を計画しています。記載の研究期間終了後も継続する場

合は、研究期間延長の申請を行う予定です。 

 

【対象となる方】 

2016 年 4 月 1 日～2025年 12 月 31日の間に当院精神神経科で入院治療をされた方。 

 

【研究の意義】 
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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、最新の診療ガイ

ドラインの講習を行い、実際の治療に与える影響についての検討を行います。 

 

【研究の目的】 

適切な精神科医療の普及のために、精神科医師を対象に診療ガイドラインの講習会

を全国的に実施して、実際に行われた治療内容についての調査を行います。 

 

【研究の方法】 

講習を受けた医師にアンケート調査を実施するとともに、医師が勤務する医療機関で

の治療状況に関する調査を行います。この研究は、「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」に則り、東京大学医学部倫理委員会および国立精神・神経医療研究セ

ンター倫理委員会の承認を受け（2021 年度からは、国立精神・神経医療研究センター

倫理委員会の中央一括審査の承認を受け）、東京大学医学部附属病院長の許可を受けて

実施するものです。これまでの診療でカルテに記録されている症状や治療内容などの

データを収集して行う研究です。特に患者さんに新たにご負担いただくことはありま

せん。 

収集する患者さんの情報は、一般診療で行う範囲内の情報であり、年齢、性別、診

断などの基本情報、処方データ、治療方法、症状データ、担当医師などになります。

氏名や連絡先などは含まれません。これらの情報は、代表研究機関である国立精神・

神経医療研究センターに送られて解析されます。また、国立精神・神経医療研究セン

ターから本研究における共同研究施設（※）に送付され、解析される場合があります。

いずれの場合も情報・データは暗号化された電子的に配信されます。 

この調査の対象となる患者さんは 10 年間で 900 人の予定です。 

 

【個人情報の保護】 

 この研究に関わって収集される試料や情報・データ等は、外部に漏えいすることの

ないよう、慎重に取り扱う必要があります。 

収集した情報・データ等は、国立精神・神経医療研究センターに送られ解析・保存

されますが、送付前に氏名・患者番号の個人情報を削り、代わりに新しく符号をつけ、

どなたのものか分からないようにします（このことを匿名化といいます）。匿名化し

た上で、パスワード管理した電子ファイルを当院の診療端末から別のパスワードによ

ってのみアクセス可能なファイルサービス、研究責任者のみ使用できるパソコンで厳

重に保管します。ただし、必要な場合には、当研究室においてこの符号を元の氏名等

に戻す操作を行うこともできます。 

この研究のためにご自分のデータを使用してほしくない場合は主治医にお伝えい

ただくか、下記の問い合わせ先に退院後、3 カ月以内を目安にご連絡ください。研究

に参加いただけない場合でも、将来にわたって不利益が生じることはありません。 

ご連絡をいただかなかった場合、ご了承いただいたものとさせていただきます。 

 

 

研究の成果は、あなたの氏名等の個人情報が明らかにならないようにした上で、学会

発表や学術雑誌、国内及び海外のデータベース等で公表します。 
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収集したデータは厳重な管理のもと、研究終了後5年後又は研究結果の最終公表日か

ら3年又は論文等の発表から10年のいずれか遅い日まで保存されます。保管期間終了後

には、シュレッダーなどを用いて確実に廃棄します。なお研究データを統計データとし

てまとめたものについてはお問い合わせがあれば開示いたしますので下記までご連絡

ください。 

 

この研究に関する費用は、日本神経精神薬理学会、日本うつ病学会、日本臨床精神神

経薬理学会、国立研究開発法人日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業、厚

生労働科学研究費補助金から支出されています。 

本研究に関して、開示すべき利益相反関係はありません。 

 

尚、あなたへの謝金はございません。 

  

 

この研究について、わからないことや聞きたいこと、何か心配なことがありましたら、

お気軽に下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

2021 年 3 月 

 

【問い合わせ先】 

連絡担当者：市橋香代 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

東京大学医学部附属病院 精神神経科 

電話：03-5800-9263（内線30549）  FAX：03-5800-6894 

e-mail：ichihasi-ymh@umin.ac.jp 
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※添付資料：共同研究機関一覧 

研究機関 研究責任者（氏名・職名） 担当業務 

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・部長 研究責任者・研究総括 

九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 鬼塚俊明・准教授 
講習教材作成・データ
解析 

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 児童精神科 

宇佐美政英・診療科長 
講習教材作成・講師・
データ解析 

東京大学医学部附属病院 精神神経科 
市橋香代・特任講師（病
院） 

講師・データ解析 

社会医療法人如月会 若草病院 水野謙太郎・理事長 講師・データ解析 

かつもとメンタルクリニック 勝元榮一・院長 講師・データ解析 

横浜市立大学附属病院 浅見剛・講師 データ解析 

横浜市立大学市民総合医療センター 六本木知秀・助教 データ解析 

兵庫医科大学病院 精神科神経科 山田恒・講師 講師・データ解析 

JA 三重厚生連 鈴鹿厚生病院 山村哲史・医師 データ解析 

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・准教授 講師・データ解析 

山梨県立北病院 野田北斗・医師 データ解析 

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・医療法人フォス
ター理事長 

講師・データ解析 

医療法人松崎病院豊橋こころのケアセンター 竹澤健司・院長 データ解析 

岩手医科大学医学部 神経精神科学講座 医福本健太郎・講師 講師・データ解析 

国立病院機構琉球病院 久保彩子・精神科医長 データ解析 

独立行政法人国立病院機構榊原病院 村田昌彦・院長 データ解析 

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・講師 データ解析 

秋田大学大学院医学系研究科 精神科学講座 竹島 正浩・講師 データ解析 

獨協医科大学病院 古郡規雄・准教授 講師・データ解析 

神奈川県立精神医療センター 田口寿子・所長 データ解析 

岐阜大学医学部附属病院 精神科 大井一高・准教授 講師・データ解析 

医療法人明和会 琵琶湖病院 石田展弥・院長 データ解析 

東京女子医科大学医学部 精神医学講座  稲田健・准教授 
講習教材作成・講師・
データ解析 

大阪大学医学部附属病院 神経科・精神科 藤本美智子・講師（医学
部） 

データ解析 

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・准教授 
講習教材作成・講師・
データ解析 

京都大学医学部附属病院 精神科神経科 諏訪太朗・助教 
講習教材作成・講師・
データ解析 

学校法人 東邦大学医学部 精神神経医学講
座 

根本隆洋・准教授 データ解析 

名古屋大学 大学院医学系研究科 精神医学
分野 

尾崎紀夫・教授 
講習教材作成・講師・
データ解析 
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北里研究所 
宮岡等・北里大学医学部精
神科学 教授 北里大学病
院精神神経科科長 

データ解析 

東北大学病院 精神科 小松浩・助教 講師・データ解析 

金沢医科大学 精神神経科学 長澤達也・講師 講師・データ解析 

奈良県立医科大学 精神医学講座 岸本年史・教授 データ解析 

山口大学医学部附属病院 精神科神経科 山形弘隆・講師 講師・データ解析 

弘前大学医学部附属病院 神経科精神科 橋本浩二郎・講師 データ解析 

神戸大学大学院 医学研究科 精神医学分野 蓬莱政・助教 データ解析 

慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 岸本泰士郎・専任講師 
講習教材作成・講師・
データ解析 

信州大学医学部附属病院 精神科 中村敏範・助教 
講習教材作成・講師・
データ解析 

杏林大学医学部 精神神経科学 渡邊衡一郎・教授 
講習教材作成・講師・
データ解析 

産業医科大学 医学部精神医学 吉村玲児・教授 データ解析 

昭和大学 医学部 精神医学講座 山田浩樹・准教授 
講習教材作成・講師・
データ解析 

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・教授 データ解析 

日本大学 医学部精神医学系 金子宣之・助教 データ解析 

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・講師 講師・データ解析 

滋賀医科大学 精神医学講座 尾関祐二・教授 データ解析 

東京医科大学 精神医学分野 井上猛・主任教授 データ解析 

徳島大学医学部医歯薬学研究部 精神医学分
野 

沼田周助・准教授 
講習教材作成・講師・
データ解析 

富山大学附属病院 神経精神科 木戸幹雄・助教 講師・データ解析 

福岡大学 医学部精神医学教室 川嵜弘詔・教授 データ解析 

福井大学医学部附属病院 神経科精神科 上野幹二・講師 データ解析 

東京都立多摩総合医療センター 精神神経科 玉井眞一郎・医員 データ解析 

日本医科大学 精神医学教室 増岡孝浩・医師 データ解析 

社会医療法人北斗会さわ病院 渡邊治夫・副院長 データ解析 

宮城県立精神医療センター 上田一気・医療局主任医長 データ解析 

近畿大学病院 精神神経科 柳雅也・講師 データ解析 

自治医科大学 精神医学講座 岡田剛史・助教 講師・データ解析 

埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 松尾幸治・教授 データ解析 

東海大学医学部 総合診療学系 精神科学 山本賢司・教授 データ解析 

浜松大学医学部附属病院 精神科神経科 和久田智靖・講師 データ解析 

東京慈恵会医科大学 精神医学講座 小高文聰・講師 データ解析 

 

 


