
施設名 所在地 電話番号

大分丘の上病院 大分市大字竹中１４０３番地 097-597-3660

大分下郡病院 大分市大字下郡１４１０番地 097-569-1021

佐藤病院 大分市桜ケ丘７番６７号 097-543-6332

博愛病院 大分市野田１１1１番地 097-586-0888

帆秋病院 大分市大字大分4772番地2 097-543-2366

大分こども病院 大分市大字片島８３番地の7 097-567-0050

大分健生病院 大分市古ケ鶴１丁目１番１５号 097-558-5140

真央クリニック 大分市小池原１１６７番地１ 097-553-1818

大分療育クリニック 大分市大字国分字六重原５６７－３ 097-586-5252

河村クリニック 大分市金池町2丁目12番8号 097-548-5570

竹下粧子クリニック 大分市中島西１－１－２４　中島ビル２F 097-533-2874

どんぐりの杜クリニック 大分市大字津守８２８番地の３ 097-567-2737

博愛診療所 大分市大字野田８１８ 097-549-0858

馬場クリニック 大分市府内町１ー6ー35 097-532-2567

ハートドアクリニック 大分市大字神崎字見内４０４番２１ 097-574-7318

朝見病院 別府市朝見１丁目２３番２８号 0977-22-0036

鶴見台病院 別府市大字鶴見４０７５番地の４ 0977-22-0336

西別府病院 別府市大字鶴見４５４８番地 0977-24-1221

別府発達医療センター 別府市大字鶴見４０７５番地の１ 0977-22-4185

向井病院 別府市大字南立石２４１－１５ 0977-23-0241

山本病院 別府市光町１４番３号 0977-22-0131

大分大学医学部附属病院 由布市挾間町医大ケ丘１丁目１番地 097-549-4411

湯布院病院 由布市湯布院町川南２５２ 0977-84-3171

Medical　Empowerment
Station　陣屋の里

由布市挾間町鬼瀬971-6 097-583-2020

寺町クリニック 中津市寺町９８８－３ 0979-24-7671

宇佐病院 宇佐市大字南宇佐１６５５番地 0978-37-0485

　発達障がい・依存症等の対応が可能な医療機関一覧（保健所順・市町村順）
　
R4.10.1現在

◎発達障がい（自閉スペクトラム・AD/HD等）の対応可能医療機関（２６）

中
部
保
健
所
管
内

北
部
保
健

所
管
内

大
分
市
保
健
所
管
内

東
部
保
健
所
管
内
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　発達障がい・依存症等の対応が可能な医療機関一覧（保健所順・市町村順）
　
R4.10.1現在

◎依存症対応可能医療機関（１９）

施設名 所在地 電話番号

大分丘の上病院 大分市大字竹中１４０３番地 097-597-3660

佐藤病院 大分市桜ケ丘７番６７号 097-543-6332

城東病院 大分市牧２丁目１６－１６ 097-558-7828

仲宗根病院 大分市大字小野鶴１３５３番地 097-541-1040

帆秋病院 大分市大字大分4772番地2 097-543-2366

リバーサイド病院 大分市大字宮崎６番地の３ 097-568-7991

真央クリニック 大分市小池原１１６７番地１ 097-553-1818

河村クリニック 大分市金池町2丁目12番8号 097-548-5570

竹下粧子クリニック 大分市中島西１－１－２４　中島ビル２F 097-533-2874

馬場クリニック 大分市府内町１ー6ー35 097-532-2567

鶴見台病院 別府市大字鶴見４０７５番地の４ 0977-22-0336

向井病院 別府市大字南立石２４１－１５ 0977-23-0241

山本病院 別府市光町１４番３号 0977-22-0131

清和病院 杵築市大字船部２１６７－２０ 0978-63-5560

在宅支援クリニックえがお 佐伯市大字池田２２６０-１ 0972-24-2020
南
部

保
健

所
管

内

大分友愛病院 日田市大字上野１番地の１ 0973-23-5151
西
部

保
健

所
管

内

サクラクリニック 中津市万田６５５番地 0979-26-1666

寺町クリニック 中津市寺町９８８－３ 0979-24-7671

宇佐病院 宇佐市大字南宇佐１６５５番地 0978-37-0485

◎その他嗜癖性障害（ネット・性・AC・病的窃盗等）の診療可能な医療機関（８）

施設名 所在地 電話番号

帆秋病院 大分市大字大分4772番地2 097-543-2366

河村クリニック 大分市金池町2丁目12番8号 097-548-5570

竹下粧子クリニック 大分市中島西１－１－２４　中島ビル２F 097-533-2874

馬場クリニック 大分市府内町１ー6ー35 097-532-2567

山本病院 別府市光町１４番３号 0977-22-0131

西別府病院 別府市大字鶴見４５４８番地 0977-24-1221

Medical　Empowerment
Station　陣屋の里

由布市挾間町鬼瀬971-6 097-583-2020
中
部
保

健
所

管
内

大分友愛病院 日田市大字上野１番地の１ 0973-23-5151
西
部
保

健
所

管
内

東
部
保
健

所
管
内

　その他嗜癖性障害（ネット・性・AC・病的窃盗等）のどれか１つでも対応可とした医療機関を掲載していま
す。詳細は各医療機関にお問い合わせください。

北
部

保
健
所
管
内

　アルコール・ギャンブル・薬物依存のどれか１つでも対応可とした医療機関を掲載しています。
詳細は各医療機関にお問い合わせください。

東
部
保
健
所
管
内

大
分
市
保
健
所

管
内

大
分
市
保
健
所
管
内
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Ⅶ 参考図書・文献一覧

＜災害関連(新型コロナウイルス関連含）＞ 
題名 著者 出版・作成元 出版年 備考

災害時の心理的援助に関するマニュアル ‐
大分県こころとからだの
相談支援センター

2013

ストレス対処法
ドナルド・マイケンバ
ウム 根建金男・市井
雅哉監訳

講談社現代新書 1994

災害精神医学入門 高橋晶・高橋祥友 編 金剛出版 2015

災害時のメンタルヘルス
酒井明夫、丹羽真一、
松岡洋夫編集

医学書院 2016

DPAT活動マニュアル ‐
国立精神・神経医療研究
センター

2015

‐
性・障害者支援センター

2011

大規模災害における保健師活動マニュアル ‐
平成25年日本公衆衛生協

2013

心的トラウマの理解とケア 第2版
外傷ストレス関連障害
に関する研究会 金
吉晴／編

株式会社じほう 2006

災害時のこころのケア サイコロジカル・ファーストエ
イド実施の手引き

兵庫県こころのケアセ
ンター訳

医学書院 2011

‐ 日本赤十字社 2020

‐ 日本赤十字社 2020

The Johns Hopkins Guide to Psychological First Aid 1st
Edition

 George S. Everly Jr.
(Author), Jeffrey M.
Lating (Author)

Johns Hopkins Univ Pr 2017

（災害､事故､事件､学校危機等）
https://www.zmhwc.jp/news_kokoronocare.html

＜自殺対策＞
題名 著者 出版・作成元 出版年 備考
自殺の危険 第3版  高橋祥友著 金剛出版 2014

十代の自殺の危険

セリル・A・キング、シ
ンシア・E・フォス
ター、ケリー・M・ロガ
ルスキー

金剛出版 2016

セラピストのための自殺予防ガイド 高橋祥友編 金剛出版 2009

のために
‐

大分県こころとからだの
相談支援センター

2015

もしも死にたいと言われたら 松本俊彦著 中外医学社 2015
自殺リスクの理解と対応 ショーン・C・シア著 金剛出版 2015
ワンストップ支援における留意点 ‐ 日本うつ病センター 2017
自殺予防における臨床的対応.精神科治療学 36 張 賢徳 星和書店 2021

＜ひきこもり＞
題名 著者 出版元 出版年 備考

島根県版ひきこもり支援マニュアル ‐
島根県ひきこもり支援セ
ンター

2016

ひきこもりの理解のために ‐
島根県ひきこもり支援セ
ンター

2019

「若者の生活に関する調査報告書」平成28年9月内閣府政
策統括官（共生社会政策担当）

生活状況に関する調査（平成30年度）平成31年3月内閣府

厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドラ
イン」（2010）
令和元（2019）年度地域保健総合推進事業「保健所、精神保
健福祉センターの連携による、ひきこもりの精神保健相談・支
援の実践研修と、地域保健包括ケアシステムによる中高年齢層
のひきこもり支援に関する研修の開催と検討

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/mhc/hikikomori-top.html

https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/h27/pdf-index.html

https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/life/h30/pdf-index/html

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou^12000000-Shakaiengokyouku-Shakai/0000147789.pdf

https://www.zmhwc.jp/report.html
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く精神科一般・薬物療法・専門書・薬剤情報・就労関連ホームページ> 

題名 著者 出版元 出版年 備考
絵でみる心の保健室 武田雅俊・田中稔久 アルタ出版 2007
専門医がやさしく語るはじめての精神医学 渡辺雅幸 中山書店 2007
よくわかる精神科薬物ハンドブック 風祭元 照林社 2009

こころの治療薬ハンドブック
山口登・酒井隆・
宮本聖也・吉尾隆・賭
川由実代

星和書店 2014

援助者必携 はじめての精神科 春日武彦 医学書院 2011
精神科仕事術 山下隆之 医学書院 2021

<統合失調症>
題名 著者 出版元 出版年 備考
はじめての精神医学 渡辺雅幸 中山書店 2021

統合失調症ガイドライン
監修：精神医学講座担
当者会議

医学書院 2003

合失調症』
監修：精神科臨床薬学
研究会

アルタ出版 2009

マンガでわかる！統合失調症
中村ユキ著 福田正人
監修

日本評論社 2011

統合失調症を知る心理教育テキスト当事者版 あせら
ず・のんびり・ゆっくりと」（改訂第2版）

 土屋徹, 坂本明子, 内野
俊郎執筆

認定NPO法人 地域精神
保健福祉機構・コンボ

2013

すまいるナビゲーター統合失調症

統合失調症ナビ
障害福祉のしおり（令和元年5月大分県）

<うつ病・双極性障書>
題名 著者 出版元 出版年 備考

当事者・家族のためのわかりやすいうつ病治療ガイド
 日本うつ病学会
当事者のためのガイド小委
員会

地域精神保健福祉機構 2022

日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱうつ病（ DSM 5 ）/
大うつ病性 障害

日本うつ病学会 医学書院 2016 ※2019年7月24日 序文改訂

うつ病の現在 佐古泰司・飯島祐一 講談社現代新書 2013
はじめての認知療法 大野裕 講談社現代新書 2011

<強迫症・不安症>

題名 著者・講師等 出版元 出版年 備考

うちのOCD(強迫性障害/強迫症)
しらみずさだこ・佐々
毅

星和書店 2015

強迫性障害のすべてがわかる本 原田誠一 講談社 2008
実体験に基づく強迫性障害克服の鉄則 田村浩二 星和書店 2014
強迫性障害・聞きたいこと知りたいこと 田村浩二 星和書店 2008
僕は四つの精神障害 強迫性障害、性同一性障害、うつ
病、発達障害と共に生きて

津野恵 星和書店 2013

http://www.smilenavigator.jp/tougou/

http://www.mental-navi.net/togoshicchosho/
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2026051.pdf
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<依存症>
題名 著者 出版元 出版年 備考
依存とは害か？ー自己治癒仮説を治療に活かす,こころの
科学No.182 27-31

日本評論社 2015

松本俊彦・佐久間寛
之・蒲生裕司

文光堂 2021

依存という心理ー人はなぜ依存症になるのか,こころの科
学,No.182 12-16.

松本俊彦 日本評論社 2015

アルコールやギャンブルへの依存をめぐって,こころの科
学,No.225 42-46.

武藤武雄 日本評論社 2022

病としての依存と嗜癖,こころの科学,No.182 17-21 成瀬暢也 日本評論社 2015
こころの科学 No182「依存と嗜癖」 - 日本評論社 2015
こころの科学 No205「行動のアディクション」 - 日本評論社 2019
こころの科学 No225「やみつつ働く人の支え」 - 日本評論社 2022
ネット依存症のことがよくわかる本 樋口進 講談社 2013
ネット依存症 樋口進 PHP新書 2013

『令和４年度アルコール依存症研修会（オンライン）』 吉本尚 ‐ 2022
当センターが開催した研修会
講師資料より

アルコール使用障害の外来集団療法プログラム（第1版） ‐
独立行政法人国立病院機
構 久里浜医療センター

2022

厚生労働省 依存症の理解を深めるための普及啓発事業 特設
ページ

https://izonsho.mhlw.go.jp/manga.html

介入テキスト・Webアプリケーション等
『e-Learningで学ぼう』

https://www.ncasa-japan.jp/e-learning/

独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター
 アディクション（依存症）診療部門 Sai-DAT

https://saigata.hosp.go.jp/addiction/index.html

依存症対策全国センターHP内
『DASHプログラムアルコール健康教育(You Tube)』全3回

https://www.youtube.com/watch?v=pXky3lYEUKc

<発達障害/自伝・ノンフィクション>
題名 著者 出版元 出版年 備考
我、自閉症に生まれて テンプル・グランディン 学習研究社 1997
自閉症の脳を読み解く一どのように考え、感じているの
か

テンプル・グランディン NHK出版 2014

火星の人類学者 オリヴァー・サックス 早川文庫 2001

自閉っ子、こういう風にできてます！
ニキ・リンコ、
藤家寛子

花風社 2004

アスベルガー症候群だっていいじゃない 私の凸凹生活
研究レポート

し一た、田中康雄 学研 2010

発達障害工夫しだい支援しだい 私の凸凹生活研究レ
ポート2

し一た、梅永雄二 学研 2011

発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノー
ト 夫

GB 2019

題名 著者 出版元 出版年 備考
旦那さんはアスペルガー 野波ツナ・宮尾益知 コスミック出版 2011
旦那さんはアスペルガー 奥さんはカサンドラ 野波ツナ・宮尾益知 コスミック出版 2015

マンガ版親子アスベルガー明るく、楽しく、前向きに。 兼田絢未 合同出版 2012

ボクの彼女は発達障害
くらげ・寺島ヒロ・
梅永雄二

学研 2013

プロチチ 逢坂みえこ 講談社イブニングKC

<発達障害/専門書>
題名 著者 出版元 出版年 備考
広汎性発遠障害‐自閉症へのアプローチ‐ 市川宏伸 中山書店 2010
成人期の広汎性発遠障害 中山書店 2011
成人期の自閉症スペクトラム診療実践マニュアル 神尾陽子 医学書院 2012
生活障害として診る発達障害臨床 田中康雄 中山書店 2016
データで読み解く発達障害 平岩幹生 他 中山書店 2016

子ども・大人の発達障害診療ハンドブック
内山登紀夫・宇野洋
太・蜂谷百合子

中山書店 2017

発達障害支援の実際 内山登紀夫 医学書院 2017
発達障害のある女の子・女性の支援 川上ちひろ・木谷秀勝 金子書房 2019
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<発達障害一般>
題名 著者 出版元 出版年 備考
よくわかる大人の発達障害 中山和彦・小野和哉 ナツメ社 2010
よくわかる大人のアスペルガー症候群 上野一彦・市川宏伸 ナツメ社 2010
よくわかる大人のアスペルガー症候群 梅永雄二 主婦の友社 2010
大人のAD/HD(注意欠如・多動性障害) 田中康雄 講談社 2009
発達障害の治療法がよくわかる本 宮尾益知 講談社 2010
女性のアスペルガー症候群 宮尾益知 講談社 2015
発達障害の親子ケア 宮尾益知 講談社 2015
自閉症一これまでの見解に異議あり! 村瀬学 ちくま新書 2006
発達障害の子どもたち 杉山登志郎 講談社現代新書 2007
ぼくらの中の発達障害 ちくまプリマー新書 2012
発達障害と呼ばないで 岡田尊司 幻冬舎新書 2012
大人の発達障害ってそういうことだったのか 宮岡等・内山登紀夫 医学書院 2013
大人の発達障害ってそういうことだったのか その後 宮岡等・内山登紀夫 医学書院 2018
ASD、ADHD、LD 女性の発達障害 宮尾益知 河出書房新社 2017
LD 学習症（学習障害）の本 宮本信也 主婦の友社 2017
LDの子の読み書き支援がわかる本 小池敏英 講談社 2016

47のルール
藤原美保 健康ジャーナル社 2018

あなたの隣の発達障害 本田秀夫 小学館 2019

<非行・問題行動・情緒障害関連>
題名 著者 出版元 出版年 備考
行為障害と非行のことがわかる本 小栗正幸 講談社 2011
発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ 小栗正幸 ぎょうせい 2010

小栗正幸 ぎょうせい 2012
小栗正幸 金剛出版 2018

講座 子どもの心療科 杉山登志郎 講談社 2009
そだちの臨床発達精神病理学の新地平 杉山登志郎 日本評論社 2009
子ども虐待という第四の発達障害 杉山登志郎 学研 2007
悲しみの子どもたちー罪と病を背負って 岡田尊司 集英社新書 2005

村瀬学 ちくま新書 2006
精神障害者をどう裁くか 岩波明 光文社新書 2009
精神鑑定はなぜ間違えるのか 岩波明 光文社新書 2017
自閉症者の犯罪を防ぐための提言 刑事告訴した立場か
ら

浅見淳子 花風社 2012

自閉っ子のための道徳入門
社会の中で生きるこど
もを育む会

花風社 2012

ドキュメント 発達障害と少年犯罪 草薙厚子 イースト新書 2014

発達障害と少年犯罪
田淵俊彦・NNNドキュ
メント取材班

新潮新書 2018

<生活技能・人付き合い>
題名 著者 出版元 出版年 備考
家庭で無理なく楽しくできる生活・自立課題３６ 井上雅彦 学研 2011

アスベルガー症候群 大人の生活完全ガイド
辻井正次・杉山登志
郎・望月葉子

保健同人社 2010

井澤信三他 エンパワメント研究所 2015

発達が気になる子のための自立・就労トレーニング 田中和代・野村畠宏 合同出版 2013

体験しながら育もう 実行機能力ステップアップワーク
シート

NPOフトゥーロ・LD
発達相談センターかな
がわ

かもがわ出版 2017

お金で死なないための本 宇都宮健児・千葉保 次郎太郎社エディタス 2007
お金で泣かないための本 宇都宮健児・千葉保 次郎太郎社エディタス 2011
「ダメッ！て言わない子どもへgoodアドバイス シリー
ズ 1:時間のマネジメント 2:身の回りのお片付け 3:お
金のモラル

高取しづか 合同出版 2016
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<運動や手足の動き、読み書き、不器用さなど(感覚統合）>
題名 著者 出版元 出版年 備考
発達障害の子の感覚遊び・運動遊び 木村順 講談社 2010

発達障害の子の読み書き遊び・コミュニケーション遊び 木村順 講談社 2011

発達障害の子の指遊び・手遊び・腕遊び 木村順 講談社 2013
発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指
の使い方

笹田哲 中央法規 2018

ワーキングメモリを生かす効果的な学習支援 湯澤正通・湯澤美紀 学研 2017
通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法 熊谷恵子・山本ゆう 学研 2018

<発達障害・教育関連>
題名 著者 出版元 出版年 備考
ケース別 発達障害のある子へのサポート実例集中学校
編

上野一彦・渡辺圭太郎 ナツメ社 2012

こんなときどうする?発達障害のある子への支援中学校編 内山登紀夫・中山清司 ミネルヴァ書房 2009

イラスト版 発達に遅れのある子と学ぶ性のはなし 伊藤修毅 合同出版 2013
イラスト版 10歳からの性教育 高柳美知子 合同出版 2008

はなそうよ！恋とエッチ みつけよう！からだときもち
すぎむらなおみ・えす
けん

生活書院 2014

マンガでわかる オトコの子の「性」 思春期男子へ13
のレッスン

染矢明日香・村瀬幸治 合同出版 2015

アスピーガールの心と体を守る性のルール 東洋館出版社 2017

<発遠障害/就労関連>
題名 著者 出版元 出版年 備考
アスペルガー症候群 就労支援編 佐々木正美・梅永雄二 講談社 2009
仕事がしたい!発達障害がある人の就労相談 梅永雄二 明石書店 2010
発達障害の人の就活ノート 石井京子 弘文堂 2010
発達障害の人のビジネススキル講座 石井京子・池嶋貫二 弘文堂 2011

五十嵐良雄 講談社 2014
見てわかるビジネスマナー集 ジアース教育新社 2008

発達障害者と働く(障害者雇用マニュアルコミック版5)
高齢・障害・求職者雇用
支援機構

2012

大人の発達障害サポートブック 小野和哉 ナツメ社 2017
女性の発達障害サポートブック 本田秀夫・稙田みおり ナツメ社 2019

発達障害がある人のためのみるみる会話力がつくノート 柳下記子・野波ツナ 講談社 2013

ADHDタイプの大人のための時間管理ワークブック 中島美鈴・稲田尚子 星和書店 2017
働く人のための時間管理ワークブック 中島美鈴ほか 星和書店 2021
精神障害者雇用のABC 山口創生 星和書店 2018
部下がアスペルガーと思ったとき上司が読む本 宮尾益知・滝口のぞみ 河出書房新社 2017
もし部下が発達障害だったら 佐藤恵美 ディスカバー携書 2018
職場にいるメンタル疾患者・発達障害者と上手に付き合
う方法

久保修一 日本法令 2018

面接シナリオによるメンタルヘルス対応の実務
高尾総司・森悠太・前
園健司

労働新聞社 2020
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