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職 名 
大学院医学研究院精神医学 教授 

社会精神保健教育研究センター センター長 

氏 名 伊豫 雅臣 

 

最   終   学   歴 

年  月 事   項 

1984 年 3 月 千葉大学医学部卒業 

 

職   歴 （最近５年間の主な教育上の業績を含む） 

年  月 事   項 

1984 年 6 月 千葉大学医学部附属病院神経精神科 研修医 

1985 年 10 月  同仁会木更津病院 医師（神経精神科） 

1986 年 10 月 国立精神・神経センター精神保健研究所 薬物依存研究部 薬物依存研究室 研究員 

1991 年 4 月 同上 室長 

1997 年 1 月 浜松医科大学精神神経医学講座 助教授 

2000 年 6 月 千葉大学医学部精神医学講座 教授 

2001 年 4 月 千葉大学大学院医学研究院精神医学 教授（組織改編による） 

2005 年 4 月  千葉大学社会精神保健教育研究センター長 兼任（現在に至る） 

 

最近５年間の主な研究業績 

著書、論文等の名称 単著・共著の別 
発行又は 

発表の年月 

発行所、発表雑誌等又は 

発表学会等の名称 

【著書】    

不安や心配を克服するためのプログラム・治療者用ガイド 共著（監訳） 2018年 4月 星和書店 

不安や心配を克服するためのプログラム・患者さん用ワークブック 共著（監修/翻訳） 2017 年 10 月 星和書店 

慢性疼痛の認知行動療法“消えない痛み”へのアプローチ 共著 2016年 2月 日本医事新報社 

【論文等】    

Monoaminergic balances predict non-depression-like phenotype in Learned 

Helplessness Paradigm. 

共著 2020 Aug. Neuroscience. 

Genetic risks of schizophrenia identified in a matched case-control study. 共著 2020 Jul. Eur Arch Psychiatry 

Clin Neurosci. 

Plasma monoamines change under dopamine supersensitivity psychosis in 

patients with schizophrenia: A comparison with first-episode psychosis. 

共著 2020 May J Psychopharmacol. 

Patterns in Psychiatrists' Prescription of Valproate for Female Patients of 

Childbearing Age With Bipolar Disorder in Japan: A Questionnaire Survey. 

共著 2020 Apr. Front Psychiatry. 

Genetic combination risk for schizophrenia. 共著 2020 Jan. Schizophr Res. 

Combination therapy of electroconvulsive therapy and aripiprazole for 

dopamine supersensitivity psychosis. 

共著 2018 Dec. Schizophr Res. 

Vulnerable combinations of functional dopaminergic polymorphisms to late-

onset treatment resistant schizophrenia. 

共著 2018 Nov. PLoS One. 

The recognition and expectations of ex-inpatients of mental health services: 

A web-based questionnaire survey in Japan. 

共著 2018 Oct. PLoS One. 

First-episode psychosis in treatment-resistant schizophrenia: a cross-

sectional study of a long-term follow-up cohort. 

共著 2018 Sep. BMC Psychiatry. 

 

最近５年間の主な法律実務に関する活動 

年  月 事 項 

令和元年 7月 精神保健審判員 医療観察法審判 

平成 31年 3月 精神保健審判員 医療観察法審判 

平成 30年 11月 精神保健審判員 医療観察法審判 



平成 30年 5月 精神保健審判員 医療観察法審判 

平成 29年 11月 精神保健審判員 医療観察法審判 

平成 29年 6月 精神保健審判員 医療観察法審判 

平成 28年 12月 精神保健審判員 医療観察法審判 

 


