
平成 22年度 第 11回 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター倫理委員会 

議事要旨 

 

日時：平成 23年 3月 25日（金）15時 00分 - 17時 15分 

国立精神・神経医療研究センター 中央棟 3階 コスモホール 

出席者：工藤委員長、糸山副委員長、高坂委員、長谷川委員、中村委員、稲田委員、福士委員、加我委員、武田委員、 

（出席委員 9名／定数 12名）中林書記 

 

1. 承認課題一覧 

受付番号 新規／変更 研究課題 所属 申請者 

22-049 新規 

薬物使用に関する全国住民調査（第

9 回 飲酒・喫煙・くすりの使用につい

てのアンケート調査）  

精研 

薬物依存研究部 
和田 清 

22-050 新規 
筋小胞体関連分子の異常による遺伝

性筋疾患の分子病態解明 

神研 

疾病研究第一部 
西野 一三 

22-051 変更 

筋ジストロフィー患者線維芽細胞から

の人工多能性幹細胞（iPS 細胞)の樹

立と筋ジストロフィーモデルマウスを用

いた移植治療の有効性と安全性の検

討 

神研 

遺伝子疾患治療研究部 
武田 伸一 

22-052 新規 
感情調整が精神健康と感情反応に及

ぼす影響過程の検討 

精研 

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

22-053 変更 
摂食障害の感受性遺伝子の探索に

関する研究 

精研 

心身医学研究部 
小牧 元 

22-054 新規 
司法精神医療の対象者が現実的な

希望を再構築していくプロセス 

病院 

リハビリテーション部 
冨澤 涼子 

22-055 変更 

筋ジストロフィー患者登録システムの

ためのジストロフィン遺伝子シークエン

ス解析システムの確立 

神研 

疾病研究第一部 
西野 一三 

22-057 新規 

概日リズム睡眠障害に対するメラトニ

ンおよびメラトニン受容体作動薬の有

効性に関する研究 

病院 

精神科 
亀井 雄一 

22-058 変更 

神経学的微候等を伴う症候性ヒルシ

ュスプルング病等の疾患原因遺伝子

解析研究 

神研 

疾病研究第二部 
井上 健 

22-059 変更 
小児大脳白質虚血性脳障害の病態

解明に関する研究 

神研 

疾病研究第二部 
井上 健 

22-060 変更 

心神喪失者等医療観察法指定入院

機関における、対象行為についての

内省および被害者への共感性を育む

専門プログラムの開発および効果測

定に関する研究 

病院 

心理・指導部 
今村 扶美 

22-061 変更 
性暴力被害者への急性期対応の現

状に関する調査 

精研 

成人精神保健研究部 
中島 聡美 

22-062 変更 

日本語版 Perception of  Affect  

Task(PAT)の信頼性および妥当性の

検討 

精研 

心身医学研究部 
小牧 元 



22-064 変更 

脳器質精神症候群による認知機能障

害の診断マーカー探索と遺伝子解析

研究 

病院 

第一精神診療部 
有馬 邦正 

22-066 新規 

ヒヤリハットの情報共有に対する看護

師の思いについて検討する。～転倒

転落ヒヤリハットより～ 

病院 

看護部 
坂倉 万梨子 

22-067 新規 
神経筋疾患患者の嚥下機能，構音機

能にたいする口唇閉鎖圧の影響 

病院 

神経内科 
山本 敏之 

22-068 変更 
摂食障害における抗神経ペプチド自

己抗体の役割の研究 

精研 

心身医学研究部 
安藤 哲也 

22-069 変更 

精神疾患における DEX/CRHテストの

有用性の検討おけるプレパルス抑制

検査の有用性の検討 

神研 

疾病研究第三部 
功刀 浩 

22-070 変更 

メタボリックシンドロームにおける摂食

調整物質に対する自己抗体の役割の

研究 

精研 

心身医学研究部 
安藤 哲也 

22-071 新規 
X 連鎖性ミオチュブラーミオパチーの

出生前遺伝子検査 

神研 

疾病研究第一部 
西野 一三 

22-072 変更 
精神疾患における DEX/CRHテストの

有用性の検討 

神研 

疾病研究第三部 
功刀 浩 

22-073 変更 
摂食障害および若年女性における体

型と血中アミノ酸組成の関係  

精研 

心身医学研究部 
安藤 哲也 

22-074 変更 

精神症状をともなうてんかん患者にお

ける精神症状およびその薬物治療の

評価 

病院 

精神科 
岡崎 光俊 

22-075 変更 
女性のやせと食行動異常を決定する

環境・遺伝要因の研究 

精研 

心身医学研究部 
安藤 哲也 

22-076 変更 
経頭蓋磁気刺激をもちいた脳機能有

意性の研究 

神研 

疾病研究第七部 
本田 学 

22-077 変更 
経頭蓋直流電気刺激を用いた脳機能

の促進に関する研究 

神研 

疾病研究第七部 
本田 学 

22-078 変更 

経頭蓋磁気刺激と 3 テスラ MRI の同

時計測による脳内ネットワーク機能と

その代償機構の解明 

神研 

疾病研究第七部 
本田 学 

22-079 変更 

３テスラ MRI による不均一連発磁気

刺激法のヒト大脳皮質興奮性調節機

序の解明 

神研 

疾病研究第七部 
本田 学 

22-080 変更 
環境情報の生体影響についての遺伝

子発現動態評価 

神研 

疾病研究第七部 
本田 学 

22-081 変更 
医療観察法における担当多職種面接

の実施状況と活用方法の検討 

病院 

看護部 
熊地 美枝 

22-082 変更 
3 テスラ磁気共鳴画像によるヒト脳機

能解剖の包括的統合的研究 

神研 

疾病研究第七部 
本田 学 

22-083 新規 
大脳半球切除術後の水頭症の合併

についての国際共同調査 

病院 

脳神経外科診療部 
大槻泰介 

 

 

 



2. 研究終了報告 

下記の 6課題についての研究終了報告が提出された。 

 

1) 承認番号：XXXX-268（22-3-事 1） 

課題名 ：全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査 

申請者名：松本 俊彦（精神保健研究所 薬物依存研究部 室長） 

2) 承認番号：XXXX-225（21-11-事 1） 

課題名 ：精神疾患患者の転倒転落アセスメントシートの開発 

申請者名：伊藤 淳子（病院 看護部 師長） 

3) 承認番号：XXXX-289（22-4-事 12） 

課題名 ：精神科訪問看護において病棟看護師が感じる困難 

申請者名：川内 健三（病院 看護部 看護師） 

4) 承認番号：XXXX-199（21-7-事 11） 

課題名 ：不眠の情動記憶強化に与える影響に関する研究 

申請者名：栗山 健一（精神保健研究所 成人精神保健研究部 室長） 

5) 承認番号：XXXX-004（18-2-6） 

課題名 ：アトピー性皮膚炎患者におけるタンドスピロンの治療効果の研究 

申請者名：安藤 哲也（精神保健研究所 心身医学研究部 室長） 

6) 承認番号：XXXX-087（20-5-事 6） 

課題名：1）Down症候群（Down syndrome）と前頭側頭葉変性症（FTLD）等の神経変性疾患におけるTDP-43タンパクおよ

び関連分子の神経病理学的研究 

2）死体解剖保存法に従った病理解剖の同意を得ているが、医学研究使用を明記して同意を得ていない既存死

後脳を上記研究に使用するために、遺族と連絡をとり、研究使用についての再同意を得ること。および、遺

族との連絡が不可能なために再同意が得られない剖検組織を連結可能匿名化により上記研究に使用する

こと。 

申請者名：有馬 邦正（病院 第一精神診療部 部長） 

 

3. 承認条件の確認報告 

下記の 1課題について、承認条件の確認が報告された。 

1) 承認番号：A2010-013 

受付番号：22-027 

課題名： D-サイクロセリンの統合失調症に対する二重盲検試験 

申請者名：有馬 邦正（病院 第一精神診療部 部長） 

 

4. 検討事項 

該当なし。 

 


