
1 私の論文から�Effect of singli caffeine
intake on neuropsychological
functions in healthy volunteers: a
double-blind placebo-controlled
study.  (その他)

小西勇輝,�堀輝, 井手健太, 香月あすか, 阿
竹聖和, 井形亮平, 久保隆光, 富永裕崇, 別
府拓紀, 浅原稔生, 吉村玲児

九州神経精神医学
65(1):43-8,2019/04

2 高齢者精神科診療・認知症診療における
薬物療法を考える(No.6)�老年期うつ病症
例に抗うつ薬使用で知っておくべきこと
(総説)

堀輝, 香月あすか, 吉村玲児 老年精神学雑誌
30:425-432,2019/04

3 健康の広場【高齢者のうつ病】 (総説) 吉村玲児 UOEH
5:10-11,2019/05

4 【プライマリーケアに役立つ�うつ・不安・不
眠の診療】うつ うつ病の非薬物療法(総
説)

吉村玲児 臨牀と研究
96(5):526-529,2019/05

5 外来の苦労話(その他) 堀輝 外来精神医療
19(2):59-59,2019/06

6 COMT polymorphism regulates the
hippocampal subfield volumes in
first-episode, drug-naive patients
with major depressive disorder. (原
著)

Otsuka Yuka, Kakeda Shingo,
Sugimoto Koichiro, Katsuki Asuka,
Nguyen Le Hoa, Igata Ryohei,
Watanabe Keita, Ueda Issei, Kishi Taro,
Iwata Nakao, Korogi Yukunori,
Yoshimura Reiji

Neuropsychiatric disease and
treatment
15:1537-1545,2019/06

7 勤労者うつ病対策�スポーツの一次予防か
ら三次予防に果たす役割(総説)

堀輝 スポーツ精神医学
16:5-10,2019/08

8 A single-nucleotide polymorphism
influences brain morphology in drug-
naïve patients with major depressive
disorder.(原著)

Katsuki Asuka, Kakeda Shingo,
Watanabe Keita, Igata Ryohei, Otsuka
Yuka, Kishi Taro, Nguyen LeHoa, Ueda
Issei, Iwata Nakao, Korogi Yukunori,
Yoshimura Reiji

Neuropsychiatric disease and
treatment
15:2425-2432,2019/08

9 Plasma levels of IL-6 in patients with
untreated major depressive disorder:
comparison with catecholamine
metabolites.(原著)

Yoshimura Reiji, Kishi Taro, Iwata
Nakao

Neuropsychiatric disease and
treatment 15:2655-
2661,2019/09

10 Risk factors for further sick leave
among Japanese workers returning
to work after an episode of major
depressive disorder: a prospective
follow-up study over 1 year. (原著)

Hori Hikaru, Katsuki Asuka, Atake
Kiyokazu, Yoshimura Reiji, Nakamura
Jun, Baune Bernhard T

BMJ open
9(9):e029705,2019/09

11 Assessment of current clinical
practices for major depression in
Japan using a web-based
questionnaire
(原著)

Hori Hikaru, Yamato Kentaro Neuropsychiatric disease and
treatment
15:2821-2832,2019/10

学術論文(2019年度)



12 Improvement of psychiatrists'
clinical knowledge of the treatment
guidelines for schizophrenia and
major depressive disorders using the
'Effectiveness of Guidelines for
Dissemination and Education in
Psychiatric Treatment (EGUIDE)'
project: A nationwide dissemination,
education, and evaluation study.(原
著)

Takaesu Yoshikazu, Watanabe
Koichiro, Numata Shusuke, Iwata
Masaaki, Kudo Noriko, Oishi Satoru,
Takizawa Takeya, Nemoto Kiyotaka,
Yasuda Yuka, Tagata Hiromi, Tsuboi
Takashi, Tsujino Naohisa, Hashimoto
Naoki, Matsui Yuki, Hori Hikaru,
Yamamori Hidenaga, Sugiyama
Nobuhiro, Suwa Taro, Kishimoto
Taishiro, Hishimoto Akitoyo, Usami
Masahide, Furihata Ryuji, Iwamoto
Kunihiro, Fujishiro Hiroshige, Nakamura
Toshinori, Mizuno Kentaro, Inagaki
Takahiko, Katsumoto Eiichi, Tomita
Hiroaki, Ohi Kazutaka, Muraoka
Hiroyuki, Atake Kiyokazu, Iida Hitoshi,
Nagasawa Tatsuya, Fujita Junichi,
Yamamura Satoshi, Onitsuka Toshiaki,
Murata Atsunobu, Takayanagi
Yoichiro, Noda Hokuto, Matsumura
Yukiko, Takezawa Kenji, Iga Jun-Ichi,
Ichihashi Kayo, Ogasawara Kazuyoshi,
Yamada Hisashi, Inada Ken, Hashimoto

Psychiatry and clinical
neurosciences
73(10):642-648,2019/10

13 Dinuclear Pentacoordinated
Organoyttrium Biphenolates as
Initiators for the Synthesis of High-
Molecular Weight Isotactic Poly(2-
vinylpyridine).(原著)

Oishi Masataka, Yoshimura Reiji,
Nomura Nobuyoshi 

Inorganic chemistry
58(20):13755-13760,
2019/10

14 【循環器症候群(第3版)-その他の循環器
疾患を含めて-】突然死�向精神薬に関連す
る突然死(総説)

堀輝 日本臨床
別冊(循環器症候群III)
:452-455,2019/11

15 臨床に役立つ基礎薬理学の用語解説【用
語解説シリーズの連載にあたって】 (その
他)

吉村玲児 臨床精神薬理
22(11):73,2019/11

16 Validity and Responsiveness of the
Work Functioning Impairment Scale
in Workers With Depression.(原著)

Tokutsu Kei, Kawazoe Shingo, Katsuki
Asuka, Muramatsu Keiji, Makishima
Misako, Kubo Tatsuhiko, Yoshimura
Reiji, Matsuda Shinya, Fujino Yoshihisa

Journal of occupational and
environmental medicine
61(12):e523-e527,
2019/12

17 特集「第19回大会�集団治療の多様性か
らみた外来精神医学」シンポジウム4�アジ
ア諸国の外来精神医療(総説)

堀輝, 飯田仁志, 朴相運, 南達元, 新福尚隆 外来精神医療
20(1):33-36,2020/01

18 Blonanserin patch vs. Other
Antipsychotics for Acute
Schizophrenia: A Systematic Review
of Double-blind, Randomized,
Placebo-controlled, Phase 3 Trials in
Japan.(原著)

Kishi Taro, Yoshimura Reiji, Matsuda
Yuki, Sakuma Kenji, Iwata Nakao 

Psychiatry and clinical
neurosciences
2020/01

19 A refractory case of a male patient
with neuropsychiatric systemic lupus
erythematosus with various
psychiatric symptoms and MRI
observations(症例報告)

Reia Hashimoto, Asuka Katsuki, Yuya
Fujita, Atsuko Ikenouchi, Yoshiya
Tanaka, Reiji Yoshimura 

Clinical
Neuropsychopharmacology
and Therapeutics
2020/02

20 Plasma levels of 3-methoxy-4-
hydroxyphenylglycol levels, number
of hospitalization and cognitive
function predicts the cognitive
effect of atypical antipsychotic
monotherapy in patients with acute
schizophrenia.  (原著)

Hori Hikaru, Yoshimura Reiji, Katsuki
Asuka, Atake Kiyokazu

International clinical
psychopharmacology
35(2):89-97,2020/03



21 臨床に役立つ基礎薬理学の用語解説�第5
回�一酸化窒素（nitric oxide）：うつ病の病
態との関わり(その他)

齋藤恒祐, 吉村玲児 臨床精神薬理
23(3):337-9,2020/03

22 A two-day assertive case
management educational program
for medical personnel to prevent
suicide attempts: a multicenter pre-
post observational study.

Kawashima Yoshitaka, Yonemoto
Naohiro, Kawanishi Chiaki, Otsuka
Kotaro, Mimura Masaru, Otaka Yasushi,
Okamura Kazuya, Kinoshita Toshihiko,
Shirakawa Osamu, Yoshimura Reiji, Eto
Nobuaki, Hashimoto Satoshi,
Tachikawa Hirokazu, Furuno Taku,
Sugimoto Tatsuya, Ikeshita Katsumi,
Inagaki Masatoshi, Yamada Mitsuhiko 

Psychiatry and clinical
neurosciences
(3):1,2020/03



1 リチウムの臨床：古くて新しいリチウム治療 (口
頭発表)(特別・招待講演)

吉村玲児 第38回リチウム研究会
2019/04/13

東京

2 救急外来における自殺企図患者のSAD
PERSONS スケールの有用性 (口頭発表)

岡本直通, 宮川俊, 濱田信
亮, 草永真志, 宮川一平, 大
坪広樹, 吉村玲児, 真弓俊彦
 

第23回日本救急医学会
九州地方会
2019/06/15

北九州市

3 若年女性発症のアルコール性急性肝不全非昏
睡型の1例(ポスター発表)

草永真志, 首藤瑠里, 大竹晶
子, 成田正雄, 濱田信亮, 物
江智香子, 石川成人, 手嶋悠
人, 秋本倫太郎, 花石源太
郎, 宮川一平, 弓指恵一, 大
坪広樹, 真弓俊彦 

第23回日本救急医学会
九州地方会
2019/06/15

北九州市

4 うつ病患者のVEGF遺伝子多型と脳形態 (ポス
ター発表)

吉村玲児, ウェンホワ 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

5 初回エピソードの大うつ病性障害患者におけるP
CLO遺伝子多型rs2522833と大脳皮質容量の
関連 (ポスター発表)

井形亮平, 香月あすか, 掛田
伸吾, 渡邉啓太, 井形夏貴,
堀輝, 阿竹聖和, 小西勇輝,
川崎祐也, 興梠征典, 吉村玲
児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

6 産業医科大学精神科脳画像研究紹介 (ポス
ター発表)

吉村玲児, 香月あすか, 井形
亮平, Nguyen Le Hoa

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

7 うつ病患者での血中コルチゾールと脳画像 (ポ
スター発表)

吉村玲児 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

8 EGUIDEプロジェクト参加施設の大学病院は統
合失調症の薬物治療において1年後の診療の
質に変化があったのか (ポスター発表)

堀輝, 安田由華, 山本智也,
稲田健, 渡邊衡一郎, 橋本亮
太, 吉村玲児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

9 統合失調症患者に対する非定型抗精神病薬認
知機能改善効果(ポスター発表)

堀輝, 香月あすか, 阿竹聖和,
井形亮平, 小西勇輝, 吉村玲
児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

10 電気痙攣療法後に炭酸リチウム単剤で長期維
持が可能であったうつ病3症例 (ポスター発表)

富永裕崇, 香月あすか, 堀輝,
阿竹聖和, 吉村玲児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

11 産業医科大学精神科における復職支援を目的
とした集団精神療法 (ポスター発表)

手錢宏文, 堀輝, 香月あすか,
松元知美, 吉野幸司, 井手健
太, 坂倉孝紀, 木島玲緒人,
岡本直通, 吉村玲児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

12 休職中の気分障害勤労者への産業医科大学病
院精神科外来での集団療法の効果検討(ポス
ター発表)

手錢宏文, 堀輝, 香月あすか,
松元知美, 梅津舞子, 吉野幸
司, 井手健太, 坂倉孝紀, 木
島玲緒人, 岡本直通, 吉村玲
児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

13 産業医科大学精神医学教室の教育紹介(ポス
ター発表)

新開隆弘 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

14 うつ病理解と精神科医と産業医との連携 (ポス
ター発表)

新開隆弘 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

15 産業医科大学精神医学教室の臨床紹介 (ポス
ター発表)

新開隆弘 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

16 産業医科大学精神医学教室の研究紹介 (ポス
ター発表)

新開隆弘 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

17 産業医科大学が世界に誇る専門的な産業医
(ポスター発表)

新開隆弘 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

学会発表(2019年度)



18 未治療のうつ病患者での一塩基多型の脳形態
への影響の検討 (ポスター発表)

香月あすか, 掛田伸吾, 渡邉
啓太, 井形亮平, 大塚悠加,
上田一生, 興梠征典, 吉村玲
児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

19 産業医科大学精神科領域専門医研修プログラ
ム (ポスター発表)

香月あすか, 新開隆弘, 吉村
玲児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/20

新潟

20 Neuropsycharmacoogy to the next
generation:New wave from Asia

下田和孝、染矢俊幸、内田裕
之、笠井慎也、宮田久嗣、小
高文聡、吉村玲児、新開隆
弘、Chay�Hoon�Tan、Andi
J.Tanra、山脇成人、
Tianmei�Si、Chan�Hyung
Kim、Shih-Ku�Lin、新田敦
美、池田和隆 

AsCNP2019
2019/06/20

福岡市

21 妊娠後期に修正型電気けいれん療法を施行し
経腟分娩した, 統合失調感情障害の1例 (ポス
ター発表)

藤井倫太郎, 古澤隆太朗, 新
開隆弘, 吉村玲児

第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/21

新潟

22 神経症傾向と脳内ネットワーク
(口頭発表)

吉村玲児 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/23

新潟

23 うつ病患者のフルボキサミン治療にベンゾジア
ゼピンを加えることでBDNFの急速な増加や臨
床改善の増強を引き起こすか(ポスター発表)

香月あすか 第115回日本精神神経
学会学術総会
2019/06/23

新潟

24 薬物未投与初回エピソードの大うつ病性障害に
おけるCOMT遺伝子多型と海馬亜領域容積の
関連(ポスター発表)

大塚悠加 第41回日本生物学的精
神医学学会
2019/06/23

新潟

25 interleukin-6 in patients with untreated
major depressive disorder:comparison
with catecholamine metabolites
(ポスター発表)

吉村玲児, 岸太郎, 香月あす
か, 井形亮平, 小西勇輝, 岩
田仲生

第16回日本うつ病学会
総会
2019/07/05

徳島

26 運動とシナプス可塑性(招聘)(口頭発表)(ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

吉村玲児 第16回日本うつ病学会
総会
2019/07/06

徳島

27 ワークプログラム利用中に発達障害と診断し、
治療介入と復帰後の環境調整を行った2症例
(ポスター発表)

小山敦史 第16回日本うつ病学会
総会
2019/07/06

徳島

28 精神疾患における認知機能障害と社会活動時
間との関連(ポスター発表)

宇野洋太, 工藤紀子, 山森英
長, 藤野陽生, 住吉チカ, 安
田由華, 藤本美智子, 勝元榮
一, 佐田あゆ美, 畦地裕統,
椎野智子, 嶋田貴允, 片岡
譲, 髙橋潤一, 森田健太郎,
香月あすか, 山本真江里, 岡
久祐子, 肥田道彦, 平野羊
嗣, 牧之段学, 中瀧理仁, 橋
本直樹, 大井一高, 髙橋努,
根本清貴, 岸本年史, 鈴木道
雄, 住吉太幹

第16回日本うつ病学会
総会
2019/07/06

徳島

29 Brain structurall connectivity and
neuroticism in Japanese healthy
subjects(ポスター発表)

Yoshimura Reiji, Ueda
Iltusei, gata Ryouhe,
Kakeda Singo, Korogi
Yukunori 

19th WPA World
Congress of
Psychiatry
2019/08/21

Lisbon,Port
ugal

30 Serum BDNF and catecholamine
metabolites predict the cognitive effect
of atypica antipsychotic monotherapy in
patients with acute schizophrenia
(ポスター発表)

Hori Hikaru, Yoshimura
Reiji, Katsuki Asuka,
Atake Kiyokazu, Igata
Ryouhei, Konishi Yuuki 

19th WPA World
Congress of
Psychiatry
2019/08/21

Lisbon,Port
ugal



31 Brain structural connectivity and
neuroticism in heathy adults
(ポスター発表)

Issei Ueda,Singo
Kakeda,Keita
Watanabe,Koichiro
Sugimoto,Natsuki
Igata,Junji
Moriya,Kazuhiro
Takemoto,Asuka
Katsuki,Reiji
Yoshimura,Osamu Abe,
Yukunori Korogi 

19st WPA World
Congress of
Psychiatry
2019/08/21

Lisbon,Port
ugal

32 休職中の気分障害勤労者への産業医科大学病
院精神科外来での集団精神療法の効果検討
(ポスター発表)

手錢宏文, 堀輝, 香月あすか,
松元知美, 梅津舞子, 吉野幸
司, 井手健太, 坂倉孝紀, 木
島玲緒人, 岡本直通, 吉村玲
児

第26回日本産業精神保
健学会
2019/08/30

東京

33 メンタルヘルス事例検討の工夫�−体調と仕事
の関係シートの活用−(ポスター発表)

宇都宮健輔, 吉村玲児 第26回日本産業精神保
健学会
2019/08/30

東京

34 暑熱環境に対する新たな液性因子を介した生
体応答機序の検討
(ポスター発表)

上野啓通, 矢野聡, 阿竹聖
和, 丸山崇, 守下敢, 上田陽
一, 尾辻豊, 吉岡進

第29回日本産業衛生学
会全国協議会
2019/09

仙台

35 双極性障害外来患者における自殺性
(suicidality)に関するリスク因子 (口頭発表)(ｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

中川敦夫, 菊地俊暁, 古郡規
雄, 吉村玲児, 加藤正樹, 坪
井貴嗣, 近野祐介, 菅原典
夫, 足立直人, 窪田幸久, 阿
瀬川孝治, 上田均, 枝川浩
二, 勝元榮一, 後藤英一郎,
本郷誠司, 渡邊衡一郎

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

36 双極性障害治療における情緒安定剤に併用さ
れる抗精神病薬と抗うつ薬の特性について-
MUSUBIプロジェクトより- (ポスター発表)

古郡規雄, 坪井貴嗣, 足立直
人, 窪田幸久, 上田均, 枝川
浩二, 勝元榮一, 阿瀬川孝
治, 後藤英一郎, 本郷誠司,
三木和平, 加藤正樹, 吉村玲
児, 菊地俊暁, 中川敦夫, 渡
邊衡一郎

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

37 うつ病治療の産業精神薬理学 (口頭発表)(ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

吉村玲児 第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

38 勤労者うつ病患者における抗うつ薬の認知機
能・社会認知機能改善効果(招聘) (口頭発
表)(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

堀輝 第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

39 双極性障害患者の外来処方薬と患者プロフィー
ル (口頭発表)(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

徳満敬大, 古郡規雄, 吉村玲
児, 加藤正樹, 中川敦夫, 菊
地俊暁, 坪井貴嗣, 足立直
人, 窪田幸久, 阿瀬川孝治,
上田均, 枝川浩二, 勝元榮
一, 後藤英一郎, 本郷誠司,
下田和孝, 渡邊衡一郎

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

40 職場におけるうつ病の理解と産業医との連携
(招聘)(口頭発表)(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

新開隆弘 第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

41 基本的臨床疑問(2) (招聘)(口頭発表)(ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

田近亜蘭, 樽谷精一郎, 堀
輝, 松田勇紀, 村田篤信, 岸
本泰士郎

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市



42 双極性障害外来治療患者の就労状況について-
MUSUBI-J研究より-  (口頭発表)(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ)

近野祐介, 藤野善久, 吉村玲
児, 中川敦夫, 菊地俊暁, 古
郡規雄, 加藤正樹, 坪井貴
嗣, 菅原典夫, 足立直人, 窪
田幸久, 阿瀬川孝治, 上田
均, 枝川浩二, 勝元榮一, 後
藤英一郎, 本郷誠司, 渡邊衡
一郎

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

43 血中サイトカイン濃度はミルタザピンとSSRIの治
療反応に異なって寄与し得るか-GUNDAM
studyより-(ポスター発表)

阿竹聖和, 越川陽介, 井形亮
平, 富永裕崇, 小西勇輝, 香
月あすか, 堀輝, 坂東宏樹,
坂井志帆, 西田圭一郎, 影山
祐紀, 嶽北佳輝, 吉村玲児,
加藤忠史, 加藤正樹

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/11

福岡市

44 Driving performance of outpatients with
bipolar disorder undergoing real-world
pharmacotherapy(ポスター発表)

Iwamoto Kunihiro,
Yamaguchi Akiko, Ando
Masahiko, Fujita Kiyoshi,
Yokoyama Motonori,
Akiyama Tsuyoshi,
Igarashi Yoshio,
Yoshimura Reiji, Ozaki
Norio

6th Congress of
AsCNP
2019/10/11

Fukuoka,
Japan

45 運動の勤労者うつ病における役割〜そのメカニ
ズム及び薬理学的な視点から〜(招聘) (口頭
発表)(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

堀輝, 中村純, 吉村玲児 第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/12

福岡市

46 非定型抗精神病薬の急性期統合失調症患者に
対する認知機能障害改善効果と改善予測因子
(ポスター発表)

堀輝, 香月あすか, 阿竹聖和,
井形亮平, 小西勇輝, 吉村玲
児

第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/12

福岡市

47 抗うつ剤投与後に末梢性浮腫を繰り返した治療
抵抗性うつ病症例 (口頭発表)

手錢宏文, 堀輝, 吉村玲児 第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/12

福岡市

48 統合失調症薬物治療ガイドライン講習会�再発・
再燃時(招聘) (口頭発表)

堀輝 第29回日本臨床精神神
経薬理学会
2019/10/13

福岡市

49 双極性障害患者の外来処方薬と患者プロフィー
ル(ポスター発表)

徳満敬大, 古郡規雄, 吉村玲
児, 加藤正樹, 中川敦夫, 菊
地俊暁, 坪井貴嗣, 足立直
人, 窪田幸久, 阿瀬川孝治,
上田均, 枝川浩二, 勝元榮
一, 後藤英一郎, 本郷誠司,
下田和孝, 渡邊衡一郎

第40回日本臨床薬理学
会学術総会
2019/12/04

東京

50 うつ病患者のモノアミン代謝産物とサイトカイン
濃度 : 健常者との比較検討(ポスター発表)

吉村玲児, 香月あすか 第40回日本臨床薬理学
会学術総会
2019/12/05

東京

51 統合失調症と認知機能 : 記憶を中心に(招聘)
(口頭発表)

吉村玲児 第72回九州精神神経学
会
2019/12/12

長崎市

52 透析中で脳動脈瘤を有する統合失調症に対す
る電気けいれん療法の一例 (口頭発表)

桜井浩平, 濱田信亮, 宮川
俊, 太田圭祐, 関一誠, 手錢
宏文, 新開隆弘, 吉村玲児

第72回九州精神神経学
会
2019/12/12

長崎市

53 様々な症状を呈し判断・治療に難渋したNPSLE
の1例 (口頭発表)

橋本玲亜, 香月あすか, 渡辺
千妃呂, 利田征允, 中根真
吾, 小山敦史

第72回九州精神神経学
会
2019/12/12

長崎市

54 寛解後に急速増悪したが、維持電気けいれん療
法を行うことで寛解状態を維持することができ
た1例 (口頭発表)

近野祐介, 小山敦史, 香月あ
すか, 吉村玲児

第72回九州精神神経学
会
2019/12/12

長崎市



55 Association between response to
antidepressants and the increase of CA3
region in left
hippocampus with major depressive
disorder
 (ポスター発表)

Asuka Katsuki, Keita
Watanabe, Hoa La
Nguyen, Yukunori Korogi,
Reiji Yoshimura 

The 10th Takeda
Science Foundation
Symposium on
PharmaSciences
2020/01/24

大阪

56 双極性障害外来治療患者の社会適応について
の検討ーMUSUBIーJ研究よりー(口頭発表)

近野祐介 第12回福岡県医学学会
2020/02/02

福岡市



1 うつ病�期待に応えようとする「過剰適応」を
やめよう

吉村玲児 産業医が診る働き方改革
西日本新聞社
118-121,2019/04

2 成人の発達障害�個人の行動に応じた細
かいアドバイスを

吉村玲児 産業医が診る働き方改革
西日本新聞社
130-133,2019/04

3 精神疾患�同種薬の特徴と使い分け 吉村玲児 今日の治療指針�2020年版� 私
はこう治療している�Vol.62
医学書院
1031-1033,2020/01

4 エリート社員、スローライフになる。［うつ
病］

吉村玲児 精神科とは無縁と思っていたあな
たが困ったときに精神科を味方に
つけるための本
星和書店
45-66,2020/01

5 揺り戻し-うつから躁、そして［双極Ⅰ型障
害］

吉村玲児 精神科とは無縁と思っていたあな
たが困ったときに精神科を味方に
つけるための本
星和書店
87-108,2020/01

6 速き世界とカズヒコの歩み［統合失調症］ 吉村玲児 精神科とは無縁と思っていたあな
たが困ったときに精神科を味方に
つけるための本
星和書店
177-202,2020/01

7 うつ病�期待に応えようとする「過剰適応」を
やめよう

吉村玲児 産業医が診る働き方改革�増補
改訂版
西日本新聞社
122-125,2020/02

8 成人の発達障害�個人の行動に応じた細
かいアドバイスを

吉村玲児 産業医が診る働き方改革�増補
改訂版
西日本新聞社
182-185,2020/02

9 【管理職のメンタルヘルス対応・ワークブッ
ク】-復職した従業員をサポートする工夫-

宇都宮健輔, 吉村玲児 令和元年度�公益財団法人メンタ
ルヘルス岡本記念財団研究助成
1-39,2020/03

著書(2019年度)




