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平成 26年度 第 2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 6月 20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、中村委員、稲田委員 

髙坂委員、福田委員、武田委員 （出席委員 10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 

26-078 新規 
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 

精神保健研究所  

薬物依存研究部 
松本 俊彦 

26-079 新規 
薬物依存症に対する認知行動療法プログラ

ム参加者の治療転帰に関する研究 

精神保健研究所  

薬物依存研究部 
松本 俊彦 

26-080 新規 

神経筋疾患患者におけるバックバルブマスク

を用いた呼吸理学療法の確立に向けて

−MIC、LIC, PICの適応と有効性について− 

病院  

リハビリテーション部 
寄本 恵輔 

26-081 新規 
“使いやすい義手”の開発を目的とした道具

の自己所有感に関する神経基盤の解明 

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 

26-082 新規 
パーキンソン病の姿勢異常の病態解明およ

び治療法の確立 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

26-083 新規 

有馬症候群（ジュベール症候群およびジュベ

ール症候群関連疾患を含む）の原因遺伝子

解析 

神経研究所  

疾病研究第二部 
伊藤 雅之 

26-084 新規 
有馬症候群の iPS 細胞作成と病態解明のた

めの研究 

神経研究所  

疾病研究第二部 
伊藤 雅之 

26-085 新規 
統合的神経イメージング法を用いたヒトの周

期運動特性とその神経基盤に対する理解 

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 

26-086 新規 
多職種チーム医療の機能水準を測定するた

めの評価尺度開発に関する研究 

病院  

リハビリテーション部 
冨澤 涼子 
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26-087 新規 
精神科デイケアから地域への早期移行に関

する支援モデル構築と評価 

精神保健研究所  

社会復帰研究部 
伊藤 順一郎 

26-088 新規 
パーキンソン病におけるバイオマーカーに関

する研究 

病院  

神経内科診療部 
岡本 智子 

26-089 新規 

VSRAD advanceおよび近赤外線スペクトロス

コピーを用いた大うつ病性障害、双極性障害

および統合失調症の鑑別に関する研究 

病院  

第一精神診療部 
野田 隆政 

26-090 新規 反すうが記憶に及ぼす影響 
病院  

第一精神診療部 
野田 隆政 

26-091 新規 
新たに定義する評価強制吸気量測定の信頼

性と妥当性に関する研究 

病院  

リハビリテーション科 
有明 陽佑 

26-176 新規 
パーキンソン病の体幹の筋強剛に対する治

療法の検討 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

25-647 変更 

「がん薬物療法の個別適正化プログラム」 

遺伝子型に基づくカルバマゼピンのオーダー

メイド投薬の検証に関する前向き臨床研究

（GENCAT study） 

病院  

第一精神診療部 
岡﨑 光俊 

26-092 変更 
強迫性障害の認知行動療法の安全性と実施

可能性の検討 

認知行動療法センター  

研修指導部 
堀越  勝 

26-093 変更 
生物・心理・社会的諸要因からみた衝動性評

価に関する基礎的研究 

精神保健研究所  

司法精神医学研究部 
安藤 久美子 

26-094 変更 
自殺予防と遺族支援のための基礎調査（心

理学的剖検の実施および体制に関する研究 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
竹島 正 

26-095 変更 
性周期とストレスに関する心理・生理学的研

究 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

26-096 変更 
コーヒーの摂取とストレスに関する心理・生理

学的研究 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

26-097 変更 

強迫性障害に対する家族の巻き込まれ尺度

(FAS-SR)日本語版の信頼性と妥当性の検

討、及び家族の巻き込まれに関する実態調

査 

認知行動療法センター  

研修指導部 
堀越  勝 
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26-098 変更 
うつ病の病態維持に関わる前頭葉機能異常

と注意制御機能訓練の治療効果 

病院  

第一精神診療部 
野田 隆政 

26-099 変更 

心電図解析を用いたてんかん発作の検知・

予知・鑑別診断プログラムの開発のための前

向き研究 

病院  

精神科 
渡邉 裕貴 

26-100 変更 
心電図解析を用いたてんかん発作の検知・

予知・鑑別診断プログラムの開発 

病院  

精神科 
渡邉 裕貴 

26-101 変更 
てんかん患者の突然死(SUDEP)の臨床的特

徴に関する研究 

病院  

精神科 
渡邉 裕貴 

26-102 変更 
重度肢体不自由者用のアームサポートの神

経・筋疾患患者を対象とした臨床評価 

病院  

リハビリテーション部 
粟沢 広之 

26-103 変更 
精神医学的半構造化面 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 

26-104 変更 
てんかんのある患者の精神症状と高次脳機

能障害の評価法の開発 

病院  

第一精神診療部 
岡﨑 光俊 

26-105 変更 
血清バイオマーカータンパク測定を用いた筋

ジストロフィー新規診断法の確立 

神経研究所  

ラジオアイソトープ管理室 
橋戸 和夫 

26-106 変更 
疾患特異的 IPS細胞を活用した疾患の病因・

病態および治療法開発に関する研究 

神経研究所  

遺伝子疾患治療研究部 
武田 伸一 

26-107 変更 

新しいパーキンソン病のジスキネジア評価尺

度(日本語版 UDysRS)の信頼性、妥当性の

検討 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

 

 

2.  承認条件の確認報告 

(1)  承認番号：A2014-022 

課題名：オキシトシンの統合失調症への有効性に関する検討―オープン研究― 

申請者：神経研究所 疾病研究第三部 功刀 浩 

 

3.   研究終了報告 

下記の 15課題についての研究終了報告が提出された。 
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(1) 承認番号：XXXX-069 

課題名：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 

申請者：武田 伸一（神経研究所 遺伝子疾患治療研究部） 

 

(2) 承認番号：XXXX-198 

課題名：未成年者における精神障害に対する知識・意識に関する研究 

申請者：立森 久照（精神保健研究所 心身医学研究部） 

 

(3) 承認番号：A2013-038 

課題名：「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：日本版 

IPS型就労支援フィデリティ尺度の実地調査での試用および信頼性と妥当性の検証 

申請者：伊藤 順一郞（精神保健研究所 社会復帰研究部） 

 

(4) 承認番号：XXXX-276 

課題名：不安障害の病態解明および状態変化の神経基盤に関する研究 

申請者：金 吉晴（精神保健研究所 成人精神保健研究部） 

 

(5) 承認番号：XXXX-284 

課題名：若年者向け薬物再乱用防止プログラムの開発に関する研究 

申請者：嶋根 卓也（精神保健研究所 薬物依存研究部） 

 

(6) 承認番号：A2012-042 

課題名：薬局薬剤師の OTC薬乱用・依存に対する知識・態度・行動に関する研究 

申請者：嶋根 卓也（精神保健研究所 薬物依存研究部） 

 

(7) 承認番号：A2012-090 

課題名：救命救急センターにおけるカルテの定量的分析に基づく自殺未遂の関連要因の検討 

申請者：竹島 正（精神保健研究所 精神保健計画研究部）  

 

(8) 承認番号：A2012-107 

課題名：国民・患者への臨床研究・治験に関する情報利用実態とニーズ調査 

申請者：武田 伸一（トランスレーショナル・メディカルセンター） 

 

(9) 承認番号：XXXX-238 

課題名：気分障害に関する脳画像解析学的研究 

申請者：功刀 浩（神経研究所 疾病研究第三部） 

 

(10) 承認番号：A2011-021 
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課題名：「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及び個別就労支援のフィデリティ（忠実度）に関する研究 

申請者：伊藤 順一郎（精神保健研究所 社会復帰研究部） 

 

(11) 承認番号：A2012-076 

課題名：障害者就業・生活支援センターにおける精神障害者への就労支援に関する実態調査 

申請者：佐藤 さやか（精神保健研究所 社会復帰研究部） 

 

(12) 承認番号：A2011-024 

課題名：「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；日本版個

別援助付き雇用モデルと認知機能リハビリテーションを用いた就労支援が精神障害をもつ人の就労に 

与える影響に関する研究 

申請者：伊藤 順一郎（精神保健研究所 社会復帰研究部） 

 

(13) 承認番号：XXXX-222 

課題名：乳幼児破局てんかんの治療実態調査 

申請者：大槻 泰介（病院 脳神経外科診療部） 

 

(14) 承認番号：A2011-118 

課題名：東日本大震災における自殺対策のための支援者支援の枠組みの検討 

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：A2012-049 

課題名：大槌町住民調査の支援とメンタルヘルス状況の把握 

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 

      特になし 

 

 

 

 


