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平成 25年度 第 4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 8月 16日（金）14時 00分 –15時 35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、長谷川委員、中村委員、町村委員、稲田委員 

高坂委員、福田委員、武田委員 （出席委員 9名／定数 10名） 中川書記 

オブザーバー： 伊吹事前審査委員 

 

1. 承認課題一覧 

 

受付番号 新規/変更 研究課題 所属 申請者 

25-041 新規 レット症候群患者データベース登録 
神経研究所  

疾病研究第二部 
伊藤 雅之 

25-191 新規 筋ジストロフィー患者登録システムの構築 
TMC 

臨床研究支援部 
木村 円 

25-379 新規 
パーキンソン症候群における発話明瞭度に

対する発声発語機能の重要度の検討 

病院  

身体リハビリテーション科 
中山 慧悟 

25-380 新規 
Tay-Sachs 病における音に対する驚愕反応と

ABR・blink reflexの検討 

病院 

小児神経科 
斎藤 義朗 

25-381 新規 
精神科病院に入院中の患者と看護師の関係

に関する研究 

病院  

看護部 
浅利 悠子 

25-382 新規 
多発性硬化症患者の「病気の不確かさ」の認

知とそれに影響する関連要因 

病院  

看護部 
大草 由美子 

25-383 新規 注意障害の病態生理の解明 
精神保健研究所  

知的障害研究部 
軍司 敦子 

25-412 新規 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者家族およ

び患者主治医に対する、ステロイド治療の実

態調査 

病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 

25-413 新規 
民間回復施設における治療共同体プログラ

ムの導入と効果に関する研究 

精神保健研究所  

薬物依存研究部 
松本 俊彦 

25-416 新規 
エクソーム解析による摂食障害関連遺伝子の

探索 

精神保健研究所  

心身医学研究部 
安藤 哲也 
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25-419 新規 
非接触非侵襲摂食嚥下機能評価装置

（NESSiE）による嚥下運動の検討 

病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

25-420 新規 

アルツハイマー病の既存の脳脊髄液を用い

た多層的疾患オミックス解析に基づく創薬標

的の網羅的探索を目指した研究 

病院 

副院長 
有馬 邦正 

25-421 新規 

ACTION-J ケース・マネージメント研修受講者

における受講前後の意識・態度・行動等の変

化に関する研究 

精神保健研究所 

精神薬理研究部 
山田 光彦 

25-422 新規 
メタ認知トレーニングのパイロット無作為化比

較試験 

精神保健研究所 

司法精神医学研究部 
菊池 安希子 

25-423 新規 

連結不可能匿名化されたレセプトデータベー

スを用いた小児に対する精神・神経関連薬剤

の処方状況とそのアウトカムに関する研究 

精神保健研究所 

精神薬理研究部 
山田 光彦 

25-424 変更 

非侵襲的脳機能計測法を用いたヒト発達期

における認知機能とその障害にかかわる中枢

神経機構の解明 

精神保健研究所  

知的障害研究部 
稲垣 真澄 

25-425 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 

25-426 変更 

芸術活動を続けている精神疾患当事者の作

品の分析に基づく啓発資材の開発に関する

研究 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
竹島 正 

25-427 変更 
fMRI, NIRS を用いた統合失調症患者におけ

る内発的動機づけの神経基盤の解明 

TMC  

臨床研究支援部 
中込 和幸 

25-428 変更 
ゲノム解析による神経疾患遺伝子の同定とオ

ーダーメイド医療の確立に関する研究 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

25-429 変更 筋肉のMRI画像研究 
病院  

放射線診療部 
中田 安浩 

 

 

2.  研究終了報告 

下記の 18課題について、研究終了報告が行われた。 

 

(1) 承認番号： XXXX-292 

課題名： 中枢神経炎症における自己抗体の病原性に関する研究 

申請者： 山村 隆 （神経研究所 免疫研究部） 
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(2) 承認番号： A2011-042 

課題名： 視神経脊髄炎におけるプラズマブラスト抗体遺伝子配列に関する研究 

申請者： 山村 隆 （神経研究所 免疫研究部） 

 

(3) 承認番号： XXXX-012 

課題名： 精神疾患におけるプレパルス抑制検査の有用性の検討 

申請者： 功刀 浩（神経研究所 疾病研究第三部） 

 

(4) 承認番号： A2011-012 

課題名： 思春期・青年期の性的少数者と自殺予防：学校における自己構築を支えるモデルの構築 

申請者： 川野 健治（精神保健研究所 自殺予防総合対策センター） 

 

(5) 承認番号： A2010-019 

課題名： パーキンソン病に対する運動トレーニングの効果 

申請者： 村田 美穂 （病院 神経内科診療部） 

 

(6) 承認番号： A2012-078 

課題名： 高齢者自殺予防対策における介護予防チェックリストの活用に関する研究 

申請者： 勝又 陽太郎（精神保健研究所 自殺予防総合対策センター） 

 

(7) 承認番号： A2011-019 

課題名： 視神経脊髄炎におけるトシリズマブの適応外使用に関する研究 

申請者： 山村 隆 （神経研究所 免疫研究部） 

  

(8) 承認番号： A2012-108 

課題名： 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 

申請者： 鷹羽 智子 （病院 栄養管理室） 

 

(9) 承認番号： XXXX-114 

課題名： 精神・神経疾患関連バイオマーカー探索による創薬基盤研究 

申請者： 後藤 雄一（神経研究所 疾病研究第二部） 

 

 

(10) 承認番号： XXXX-302 

課題名： 統合失調症の多層的オミックス解析研究 

申請者： 後藤 雄一（神経研究所 疾病研究第二部） 
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(11) 承認番号： A2012-058 

課題名： 精神保健検察から見た東京都の医療観察法指定通院医療機関の整備に関連する要因の研究 

申請者： 菊池 安希子（精神保健研究所 司法精神医学研究部） 

 

(12) 承認番号： XXXX-299 

課題名： パーキンソン病およびパーキンソン病関連疾患における嚥下機能とサブスタンス Pの検討 

申請者： 山本 敏之（病院 神経内科診療部） 

 

(13) 承認番号： XXXX-220 

課題名： 受刑者の攻撃性と問題解決スキルに関連する要因について 

申請者： 菊池 安希子（精神保健研究所 司法精神医学研究部） 

 

(14) 承認番号： XXXX-052 

課題名： 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 

申請者： 井上 健（神経研究所 疾病研究第二部） 

 

(15) 承認番号： A2011-014 

課題名： 自死遺族支援グループの評価モデルの検討 

申請者： 川野 健治（精神保健研究所 自殺予防総合対策センター） 

 

(16) 承認番号： XXXX-281 

課題名： 医療観察法指定通院医療機関におけるモニタリング情報調査研究 

申請者： 安藤 久美子（精神保健研究所 司法精神医学研究部） 

 

(17) 承認番号： A2012-031 

課題名： 向精神薬処方における質の評価指標の開発 

申請者： 斉藤 郁夫（病院 薬剤部） 

 

(18) 承認番号： A2011-036 

課題名： 中学校における自殺予防プログラムの実施可能性の検討 

申請者： 川野 健治（精神保健研究所 自殺予防総合対策センター） 

 

 

3.   検討事項 

該当なし。 

 

 


