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平成 27 年度 第 11 回 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター倫理委員会 

議事要旨 

 

日時： 平成 28 年 3 月 25 日（金）14 時 00 分 － 17 時 45 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、武田副委員長、稲田委員、小川委員、高嶋委員、中村委員、長谷川委員、瀬川委員、冨澤委員、

和田委員（出席委員 10 名／定数 13 名）  

事務局： 掛井、永瀬、海老原 

オブザーバー： 一家綱邦、鈴木麻衣子 

 

1. 承認課題一覧 

受付番号 新規／ 
変更 研究課題名 所属 申請者 

27-822 新規 
動作解析、筋電計測による脳卒中リハビリテーション

に関する研究 

神経研究所 

モデル動物開発研究部 
関 和彦 

27-887 新規 
小児期片頭痛への新しい治療プロトコールの確立と

標準化 (後ろ向き研究) 

病院  

小児神経科 
本橋 裕子 

27-888 変更 
福山型先天性筋ジストロフィーの新規バイオマーカ

ーの探索に関する研究 

病院  

小児神経科 
本橋 裕子 

27-889 新規 

Metacognition Assessment Interview(メタ認知アセス

メントインタビュー)日本語版の信頼性・妥当性に関

する研究 

病院  

看護部 
佐伯 幸治 

27-890 新規 
Japanese Alzheimer's disease neuroimaging initiative 

公開データを用いた画像研究 

脳病態統合イメージング 

センター 
松田 博史 

27-891 新規 
精神疾患に関する新規バイオマーカーの探索と臨

床応用可能性の検討 

精神保健研究所 

精神薬理研究部 
山田 光彦 

27-892 新規 
パーキンソン病におけるサルコペニアと嚥下機能の

関係 

病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

27-893 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 

精神保健研究所  

薬物依存研究部 
嶋根 卓也 

27-894 新規 
気分障害および精神病性障害の栄養学的研究―

第二期― 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

27-895 新規 

市中病院における多職種を対象とした認知行動モ

デルに基づくコミュニケーションスキル訓練の有効性

の検討 

認知行動療法センター 堀越 勝 

27-896 新規 

精神障害分野におけるサービス管理責任者のキャリ

ア形成に関する研究：サービス管理責任者へのイン

タビュー調査 

精神保健研究所  

社会復帰研究部 
山口 創生 
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27-898 新規 てんかん患者のセルフスティグマに関する質的研究 
病院  

第一精神診療部 
渡邊 さつき 

27-899 新規 
統合失調症の視覚処理障害に対する新規トレーニ

ング・プログラム開発に関する予備的研究 

病院  

第一精神診療部 
池澤 聰 

27-900 新規 
てんかん患者にみられる精神症状の特徴と成因に

関する研究 

病院  

第一精神診療部 
渡邊 さつき 

27-902 新規 
NS-065/NCNP-01 投与患者におけるマイクロ RNA

発現の解析 

神経研究所  

ラジオアイソトープ管理室 
橋戸 和夫 

27-903 新規 
機能性精神疾患における活動性・睡眠状態評価法

としてのアクチグラフの有用性の検討（第二期） 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

27-906 新規 
パーキンソン病・レビー小体型認知症の病態バイオ

マーカーの探索 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

27-907 新規 
Scans Without Evidence of Dopamine Deficit 

（SWEDD） の全国調査結果 

病院  

神経内科診療部 
向井 洋平 

27-908 新規 
機能性精神疾患における心理的機能に関する研究

―第２期― 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

27-911 新規 
創造性を促進する思考プロセスの神経機構に関す

る研究 

病院  

第一精神診療部 
野田 隆政 

27-912 新規 
Behavior Rating Inventory of Executive Function

（BRIEF）日本語版の信頼性および妥当性の検討 

病院  

第一精神診療部 
野田 隆政 

27-957 新規 Leigh 脳症の出生前遺伝子検査 
病院  

小児神経科 
竹下 絵里 

27-809 変更 ジスフェルリノパチー臨床アウトカム研究 
病院  

神経内科診療部 
森 まどか 

27-913 変更 
デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける心臓突然

死、その発生および予防 

病院  

神経内科診療部 
森 まどか 

27-914 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 

27-915 変更 

複雑性悲嘆症状を有する遺族に対する集団認知行

動療法（ENERGY）の実施可能性及び有効性に関

する研究 

精神保健研究所 

 成人精神保健研究部 
中島 聡美 

27-916 変更 
日本における複雑性悲嘆の認知行動療法の適応と

有効性に関する研究 

精神保健研究所 

 成人精神保健研究部 
中島 聡美 

27-918 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 

27-919 変更 
健常者のバイオロジカルモーション認知に関する心

理学的実験 

神経研究所  

微細構造研究部 
鈴木 航 



3 
 

 

27-921 変更 

EPI-743 によるミトコンドリア病（MELAS)の治療研究 

Exploratory Clinical Trial of EPI-743 in Japanese 

MELAS Syndrome Patients 

病院 

小児神経診療部 
後藤 雄一 

27-922 変更 
アルツハイマー病超早期における神経回路障害に

関する研究 

脳病態統合イメージング 

センター 
松田 博史 

27-923 変更 
パーキンソン病患者に対する自主トレーニング用

DVD の作成と有用性の検討 

病院  

身体リハビリテーション科 
中山 慧悟 

27-924 変更 
重症心身障害児を対象とした保育実施の効果の評

価に関する研究 

精神保健研究所  

社会精神保健研究部 
堀口 寿広 

27-925 変更 

言語記憶評価テスト CVLT-II（California Verbal 

Learning Test; カリフォルニア言語学習テスト第２版）

-日本語版の妥当性検討に関する研究 

トランスレーショナル・メ

ディカルセンター  

情報管理・解析部 

住吉 太幹 

27-926 変更 パーキンソン症候群の咳嗽反射評価 
病院  

神経内科神診療部 
山本 敏之 

27-927 変更 ケトン食の認知機能改善効果の検討 
神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

27-928 変更 
運動ニューロン疾患患者検体からの iPS 細胞樹立・

神経細胞誘導とそれを用いた病態解析 

神経研究所  

疾病研究第五部 
荒木 敏之 

27-929 変更 

社会認知ならびに対人関係のトレーニング（Social 

Cognition and Interaction Training: SCIT）の実施可

能性と効果に関する研究 

病院  中込 和幸 

27-930 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 

27-931 変更 クロイツフェルト・ヤコブ病サーベイランス 病院  水澤 英洋 

27-932 変更 
精神障がい者のワーク・エンゲイジメントに関する研

究 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
西 大輔 

27-933 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 

27-934 変更 
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 

27-935 変更 日常生活下のストレスの多面的評価法の開発 
精神保健研究所  

心身医学研究部 
菊池 裕絵 

27-938 変更 
てんかんスクリーニング尺度の日本語版の作成とそ

の妥当性検討 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
立森 久照 

27-940 変更 
統合国際診断面接法（CIDI）3.0 日本語版による双

極性障害の診断評価の妥当性検討 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
立森 久照 

27-942 変更 気分障害の情動制御に関わる認知神経科学的検討 
病院  

第一精神診療部 
野田 隆政 
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27-943 変更 
治験に対応したジストロフィン測定の標準業務手順

書の作成に関する研究 

神経研究所  

遺伝子疾患治療研究部 
武田 伸一 

27-945 変更 
デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者細胞を用いたエ

クソン・スキップ治療に関する研究 

神経研究所  

遺伝子疾患治療研究部 
武田 伸一 

27-946 変更 神経疾患の遺伝子解析研究 
病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

27-947 変更 L-dopa 製剤の薬物動態に影響する因子の検討 
病院  

神経内科診療部 
向井 洋平 

27-948 変更 
アルツハイマー病におけるタウイメージング用 PET 

トレーサー[18F]THK-5351 の臨床評価 

脳病態統合イメージング

センター 
今林 悦子 

27-949 変更 
妊娠中のうつ病予防に対するオメガ 3 系脂肪酸の有

効性に関する検討 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
西 大輔 

27-950 変更 

広汎性発達障害を対象とした遺伝子解析によるここ

ろの健康とこころの病気に対するかかりやすさ（発症

脆弱性）や薬の効きめや副作用（治療反応性）等の

解明に関する研究 

精神保健研究所  

知的障害研究部 
稲垣 真澄 

 

2.  承認条件の確認報告 

  承認番号 課題名 所属 申請者 

1 A2015-102 

インターネットを活用した健常者登録、および多施設

共同研究からの健常者および前臨床期被験者登録

システムの構築に関する研究 

病院 水澤 英洋 

2 A2015-103 
心的外傷後ストレス障害に対するメマンチンの有効

性に関するオープン臨床試験 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

 

3. 研究終了報告 

  承認番号 課題名 所属 申請者 

1 A2012-032 
睡眠による恐怖条件付け強化・消去の促進過程の

検討 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

2 A2012-059 

統合失調症患者における非定型抗精神病薬の治療

中止率、寛解率、社会機能の改善に関する長期投

与 研 究 （ Japan Useful Medication Program for 

Schizophrenia; JUMPs） 

精神保健研究所 中込 和幸 

3 A2014-017 

～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 
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4 A2015-092 
特定健康診断を活用した睡眠・こころの健康の状況

把握に関する研究 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
山之内芳雄 

 

4. 有害事象報告 

  承認番号 課題名 所属 申請者 

1 A2014-127 

パーキンソン病発症予防のための運動症状発症前

biomarker の特定 

（通称 J-PPMI:The Japan Parkinson’s Progress 

Markers Initiative） 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

2 A2013-096 

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 

 

以 上  

 


