
1 

 

平成 26年度 第 1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 26年 5月 16日（金）14時 00分 – 15時 30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、水澤副委員長、長谷川委員、町村委員、稲田委員 

髙坂委員、福田委員、牛島委員 （出席委員 8名／定数 11名） 掛井書記 

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 

25-612 新規 
神経疾患患者に対するバランス能力評価お

よびバランス障害の疾患特異性の検討 

病院  

身体リハビリテーション科 
板東 杏太 

25-617 新規 

神経筋疾患（筋強直性ジストロフィーおよび

関連疾患）の患者情報登録システムの構築

及び効率的な運用に関する研究 

TMC  

臨床研究支援部 
木村 円 

26-001 新規 
共同意思決定を促進する PC ツールの効果

測定：パイロット研究 

精神保健研究所  

社会復帰研究部 
伊藤 順一郎 

26-002 新規 
「飲酒･喫煙･薬物乱用についての全国中学

生意識･実態調査（2014年）」 

精神保健研究所  

薬物依存研究部 
和田 清 

26-003 新規 
3 歳用対人応答性尺度日本語版の標準化に

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 

26-004 新規 
医療観察法病棟における「重度かつ慢性」基

準案に関する調査 

病院  

リハビリテーション部 
平林 直次 

26-005 新規 
認知症行動・心理症状に対する音響療法の

探索的臨床評価研究 

神経研究所  

疾病研究第七部 
本田 学 

26-006 新規 
多施設における継続的な行動制限・医療の

質ベンチマーキング調査 

精神保健研究所  

社会精神保健研究部 
伊藤 弘人 

26-008 新規 
発達障害における心の発達に影響を与えるヒ

ト粘膜常在細菌の探索 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

神尾 陽子 
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26-009 新規 
自閉症スペクトラム障害における語用論理解

の脳磁図研究 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

高橋 秀俊 

26-010 新規 
パーキンソン病患者の非運動症状に関する

観察研究（J-FIRST） 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

26-011 新規 
大槌町住民調査の支援とメンタルヘルス状況

の把握（２） 

精神保健研究所 

自殺予防総合対策ｾﾝﾀｰ 
川野 健治 

26-013 新規 
パーキンソン病患者における嗅覚障害と脳血

流低下 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

26-014 新規 
中枢神経変性疾患患者における視覚障害に

関する研究 

病院  

神経内科 
塚本 忠 

26-015 新規 
生体電気インピーダンスを用いた非侵襲的嚥

下評価機器の信頼性の検討 

病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

26-016 新規 クロイツフェルト・ヤコブ病サーベイランス 
病院 

院長 
水澤 英洋 

26-017 新規 プリオン病発症危険保有者登録研究 
病院 

院長 
水澤 英洋 

26-018 新規 
東日本大震災後の仙台市の児童生徒の健康

調査のデータの二次解析 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
鈴木 友理子 

26-019 新規 

～ハッピーナース プロジェクト～ 

病棟看護師の精神健康維持のためのオメガ

3 系脂肪酸・ストレス マネージメント・プログラ

ム介入：要因デザイン無作為割り付け対照試

験 

TMC  

情報管理・解析部 
渡辺 範雄 

26-020 新規 
封入体筋炎の病態に関与する末梢血リンパ

球の解析 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

26-021 新規 
パーキンソン病患者の L-ドパ内服後の L-ドパ

血中濃度の変動の検討 

病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

26-022 新規 
統合イメージングによる健常脳・脊髄機能解

剖の包括的研究 

脳病態統合イメージング 

センター 

先進脳画像研究部 

花川 隆 
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26-023 新規 
ウェアラブル HRV センサを用いたてんかん

臨床発作予測デバイス開発に関する研究 

病院 

精神科 
渡辺 裕貴 

25-648 変更 

鶏肉に含まれる高機能ジペプチドを用いた

中高齢者の心身健康維持に関する脳 MRI

研究 

脳病態統合イメージング 

センター 
松田 博史 

26-024 変更 
脳磁図と脳波を用いた音声コミュニケーショ

ンの発達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 

26-025 変更 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 
稲垣 真澄 

26-026 変更 
情動認知と情動コントロール、及びその障害

に関する脳機能画像研究 

精神保健研究所  

精神生理研究部 
三島 和夫 

26-027 変更 

再発寛解型多発性硬化症における抗インタ

ーロイキン 6 受容体抗体治療の有効性と安

全性に関する研究 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

26-028 変更 
D-サイクロセリンの統合失調症に対する二重

盲検試験 

病院 

第一精神診療部 
岡﨑 光俊 

26-029 変更 
統合失調症等の精神疾患の死後脳における

分子の構造・機能・発現に関する研究 

病院 

臨床検査部 
齊藤 祐子 

26-030 変更 

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 

臨床検査部 
吉田 寿美子 

26-031 変更 
アルツハイマー病総合診断体系実用化プロ

ジェクト(J-ADNI全国臨床研究) 

病院 

第一精神診療部 
横井 優磨 

26-032 変更 

アルツハイマー病等の認知症疾患の脳脊髄

液余剰検体と末梢血を用いた診断マーカー

物質に関する研究 

病院 

臨床検査部 
吉田 寿美子 

26-033 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 

臨床検査部 
吉田 寿美子 

26-034 変更 
既存検査余剰脳脊髄液を用いた精神神経疾

患バイオマーカーの探索 

病院 

臨床検査部 
吉田 寿美子 

26-035 変更 

連結不可能匿名化された既存データベース

を用いた向精神薬処方と医療経済に関する

研究 

精神保健研究所  

社会精神保健研究部 
伊藤 弘人 
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26-036 変更 
肢体不自由者のためのゲーム用入力インタ

ーフェイスの開発と評価 

病院 

リハビリテーション部 
粟沢 広之 

26-037 変更 
医療観察法指定入院医療機関におけるモニ

タリング情報調査研究 

精神保健研究所 

司法精神医学研究部 
藤井 千代 

26-038 変更 

脳磁図による自閉症スペクトラム障害の知覚

処理機能の神経生理学的メカニズムの発達

的研変化に関する研究 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

高橋 秀俊 

26-039 変更 
視神経脊髄炎におけるトシリズマブの安全性

と有効性に関する多施設共同研究 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

26-040 変更 パーキンソン病患者の服薬実態調査 
病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

26-041 変更 
バイオバンク検体を用いた精神疾患バイオマ

ーカーの探索 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

26-042 変更 
パーキンソン症候群患者にたいする日本語

版嚥下障害質問票の信頼性の検討 

病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

26-043 変更 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)患者

の病態進行に関連する 

尿中バイオマーカーの検討（尿中プロスタグ

ランジン代謝物の測定） 

病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 

26-044 変更 

精 神 医 学 的 半 構 造 化 面 接

KIDDIE-SADS-PL日本語版の信頼性と妥当

性の検討 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

神尾 陽子 

26-045 変更 

幼児  対人コミュニケーション行動評価尺度

BISCUIT 日本語版の信頼性・妥当性の検

証 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

神尾 陽子 

26-046 変更 

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 

26-047 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 
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2.  承認条件の確認報告 

(1)  承認番号：A2011-001 

課題名：音響情報を用いた情報医療の探索的臨床評価研究 

申請者：神経研究所 疾病研究第七部 本田 学 

 

3.   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-091 

課題名：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 

申請者：岡﨑 光俊（病院 第一精神診療部） 

 

(2) 承認番号：A2012-021 

課題名：携帯情報端末によるストレスの多面的評価法開発のための予備的研究 

申請者：菊地 裕絵（精神保健研究所 心身医学研究部） 

 

(3) 承認番号：A2013-067 

課題名：行動制限最小化研修開催による隔離・身体的拘束割合とスタッフの意識の変化 

申請者：川内 健三（病院 看護部） 

 

(4) 承認番号：A2011-112 

課題名：行動制限最小化に関する研究 

申請者：伊藤 弘人（精神保健研究所 社会精神保健研究部） 

 

(5) 承認番号：A2013-045 

課題名：心身のストレス反応とその制御に関する脳画像研究 

申請者：守口 善也（精神保健研究所 精神生理研究部） 

 

(6) 承認番号：A2010-010 

課題名：共感の神経基盤の解明と育成に関する研究 

申請者：守口 善也（精神保健研究所 精神生理研究部） 

 

(7) 承認番号：A2011-002 

課題名：再発寛解型多発性硬化症（RR-MS）に対する免疫吸着（IAPP）併用療法の有効性に 

関する無作為割付による多施設共同非盲検群間比較試験 

申請者：山村 隆（神経研究所 免疫研究部）  

 

(8) 承認番号：XXXX-100 

課題名：精神障害者の芸術作品情報のデータベース化と分析 

申請者：竹島 正（精神保健研究所 精神保健計画研究部） 
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(9) 承認番号：XXXX-072 

課題名：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 

申請者：今村 扶美（病院 リハビリテーション部） 

 

(10) 承認番号：A2011-053 

課題名：成人用対人応答性尺度日本語版の信頼性・妥当性の検証に関する研究 

申請者：神尾 陽子（精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部） 

 

(11) 承認番号：A2012-084 

課題名：3歳用対人応答性尺度日本語版の信頼性・妥当性の検証に関する研究 

申請者：神尾 陽子（精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部） 

 

(12) 承認番号：A2011-054 

課題名：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 

申請者：神尾 陽子（精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部） 

 

(13) 承認番号：XXXX-279 

課題名：機能的磁気共鳴画像法（ｆMRI）を用いた母親の育児行動を支える 

神経基盤に関する研究 

申請者：神尾 陽子（精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部） 

 

(14) 承認番号：A2011-087 

課題名：船橋市消防局救急課の救急活動記録に基づく自損行為の実態分析 

申請者：竹島 正（精神保健研究所 精神保健計画研究部） 

 

(15) 承認番号：A2011-006 

課題名：自閉症スペクトラムにおける遺伝子発現にみられる遺伝―環境相互作用に関する研究 

申請者：神尾 陽子（精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部） 

 

(16) 承認番号：A2013-032 

課題名：精神科病棟で BPSD対応に看護師が感じる困難 

申請者：上野 和美（病院 看護部） 

 

(17) 承認番号：A2013-040 

課題名：精神科病棟入院患者が希望する接遇内容 

申請者：佐藤 英恵（病院 看護部 ４北病棟） 
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(18) 承認番号：XXXX-061 

課題名：サルコメア関連筋疾患の病態解明と治療法の開発に関する研究 

申請者：林 由起子（神経研究所 疾病研究第一部） 

 

(19) 承認番号：A2013-050 

課題名：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 

申請者：大草 由美子（病院 看護部） 

 

(20) 承認番号：A2011-011 

課題名：高照度光照射による恐怖条件付け消去学習促進効果の検討 

申請者：栗山 健一（精神保健研究所 成人精神保健研究部） 

 

(21) 承認番号：A2013-091 

課題名：人工呼吸器の機種に関連したインシデントに関する研究 

申請者：安田 聖一（病院 手術・中央材料部） 

 

(22) 承認番号：A2011-013 

課題名：デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者由来細胞における AAVを用いた 

エクソン・スキップの解析 

申請者：岡田 尚巳（神経研究所 遺伝子疾患治療研究部） 

 

(23) 承認番号：XXXX-217 

課題名：性暴力被害者への急性期対応の現状に関する調査 

申請者：中島 聡美（精神保健研究所 成人精神保健研究部） 

 

(24) 承認番号：A2013-013 

課題名：薬物使用に関する全国住民調査 

（第 10回 飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート調査） 

申請者：和田 清（精神保健研究所 薬物依存研究部） 

 

(25) 承認番号：A2012-043 

課題名：若年者の自傷行為に対する援助態度尺度作成のための予備的研究 

申請者：松本 俊彦（精神保健研究所 薬物依存研究部） 

 

(26) 承認番号：A2011-088 

課題名：若年者の自傷行為に対する援助態度の研究 

申請者：松本 俊彦（精神保健研究所 薬物依存研究部） 
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(27) 承認番号：XXXX-320 

課題名：一般市民を対象とした社会ネットワークに関するアンケート調査 

申請者：堀口 寿広（精神保健研究所 社会精神保健研究部） 

 

(28) 承認番号：XXXX-191 

課題名：精神疾患の診断および治療効果判定における MEGおよび脳波を用いた 

フォワードモデルに対応する MMN(m)の有効性の検討 

申請者：岡﨑 光俊（病院 第一精神診療部） 

 

(29) 承認番号：A2013-015 

課題名：重症心身障害児（者）における低リン血症に関する探索的研究 

申請者：斎藤 義朗（病院 小児神経科） 

 

(30) 承認番号：A2013-048 

課題名： Tay-Sachs病における音に対する驚愕反応と ABR・blink reflexの検討 

申請者：斎藤 義朗（病院 小児神経科） 

 

3.   検討事項 

      特になし 

 

 

 

 


