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平成 24年度 第 10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 25年 2月 15日（金）14時 00分 – 15時 00分 

国立精神・神経医療研究センター TMC棟 2階 会議室 

出席者： 工藤委員長、糸山副委員長、中村委員、稲田委員 

髙坂委員、武田委員、永田委員 （出席委員 7名／定数 12名） 中川書記 

 

1. 承認課題一覧 

 

受付番号 新規/変更 研究課題 所属 申請者 

24-523 新規 
デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける栄養評

価の検討–多施設共同研究– 

病院  

栄養管理室 
鷹羽 智子 

24-524 変更 

てんかん原性疾患や脳腫瘍の質的評価におけ

る炭素 11標識メチオニン PETの有用性に関す

る研究 

病院  

放射線科 
伊藤 公輝 

24-525 変更 

筋萎縮性側索硬化症における理学療法が日

常生活活動に及ぼす影響－多施設間共同研

究－ 

病院  

リハビリテーション部 
寄本 恵輔 

24-526 変更 デイケアにおけるおくすり教室の有用性の検討 
病院  

薬剤部 
原 恵子 

24-527 変更 
就学前児童における発達障害の有病率とその

合併に関する研究 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

神尾 陽子 

24-528 変更 

治療抵抗性統合失調症に対する治療戦略開

発のためのデータベース構築と遺伝子解析に

関する多施設共同研究 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

24-529 変更 若年者の自傷行為に対する援助態度の研究 
精神保健研究所  

自殺予防総合対策センター 
勝又 陽太郎 

24-530 変更 
血液検査による統合失調症の診断法の開発に

関する研究 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

24-531 変更 
脳脊髄液検査を用いた統合失調症・気分障害

の生物学的マーカーの開発 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 
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24-532 変更 
認知症診療における炭素 11標識 PiB PET/CT

の有用性に関する研究 

病院  

放射線科 
伊藤 公輝 

24-533 変更 
アルコール関連問題と自殺関連行動に関する

実態調査 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
竹島 正 

24-534 変更 
マリネスコーシェーグレン症候群の実態調査と

診断システムの確立 

病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 

24-535 変更 ベスレムミオパチーとその類縁疾患の実態調査 
病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 

24-536 変更 
薬物依存症に対する認知行動療法の開発と普

及に関する研究 

精神保健研究所  

薬物依存研究部 
松本 俊彦 

24-537 変更 

精神遅滞をきたす遺伝性疾患の診断システム

及びバイオリソースとしての研究利用システム

の構築に関する研究 

神経研究所  

疾病研究第二部 
後藤 雄一 

24-538 変更 

≪「地域生活中心」を推進する、地域精神科医

療モデル作りとその効果検証に関する研究≫：

多職種アウトリーチチームのサービス記述およ

び効果評価に関する研究 

精神保健研究所  

社会復帰研究部 
伊藤 順一郎 

 

 

3.   研究終了報告 

下記の 11課題についての研究終了報告が提出された。 

 

(1) 承認番号： A2010-011 

   課題名： 薬局薬剤師を情報源とする向精神薬の乱用・依存の実態把握に関する研究 

   申請者： 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-255 

   課題名： 睡眠中の恐怖条件付け消去学習・作働記憶容量向上メカニズムの解明 

   申請者： 栗山 健一 （精神保健研究所 成人精神保健研究部 室長） 

 

(3) 承認番号： A2011-064 

課題名： 心的外傷後ストレス障害（post-traumatic stress disorder: PTSD）のスクリーニングおよび症状評価のための

自記式調査票の開発、尺度特性の検討 

申請者： 金 吉晴（精神保健研究所 成人精神保健部 部長） 
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(4) 承認番号： A2012-030 

  課題名： 患者満足度調査からみえた看護師に期待すること 

       ～神経内科疾患看護の質向上への取り組み～ 

  申請者： 臼井 晴美（病院 看護部 副看護師長） 

 

(5) 承認番号： A2010-009 

課題名： 医療観察法入院処遇対象者と精神保健福祉法による措置入院対象者の比較研究 

申請者： 平林 直次 （病院 リハビリテーション部 部長） 

 

(6) 承認番号： XXXX-030 

課題名： Depression Attitude Questionnaire(うつ病に対する態度尺度)日本語版の作成と妥当性の検討 

申請者： 稲垣 正俊 （精神保健研究所 自殺予防総合対策センター 室長） 

 

(7) 承認番号： A2011-050 

  課題名： 気分障害，統合失調症患者におけるWAIS-Ⅲのプロフィール傾向 

  申請者： 松岡 正明（病院 リハビリテーション部 心理療法士） 

 

(8) 承認番号： A2011-049 

  課題名： 気分障害の認知的特徴に関する検討 

  申請者： 松岡 正明（病院 リハビリテーション部 心理療法士） 

 

(9) 承認番号： A2011-093 

   課題名： 医療観察法入院対象者における心理社会的背景の性差についての研究 

   申請者： 平林 直次（病院 リハビリテーション部 部長） 

 

(10) 承認番号： XXXX-026 

    課題名： 修正型電気けいれん療法（mECT）の効果の検討 

    申請者： 野田 隆政（病院 第一精神診療部 医師） 

 

(11) 承認番号： XXXX-244 

課題名： 日本人患者集団を対象とした双方向音声応答（IVR）システムによるコンピュータ支援型 17 項目版ハミルト

ンうつ病評価尺度（HAM-D)の信頼性および妥当性の検討 

申請者： 功刀 浩（神経研究所 疾病研究第三部 部長） 

 

4.   検討事項 

該当なし。 

 

 


