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平成 24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 24年 5月 18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、長谷川委員、中村委員、町村委員、稲田委員、 

福士委員、高坂委員、野田委員、永田委員 （出席委員 10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 

24-001 新規 

不安障害とうつ病性障害に対する認知行動

療法の統一プロトコルの実施可能性および有

効性に関する研究 

認知行動療法センター  

研修指導部 
伊藤 正哉 

24-002 新規 
X 連鎖性ミオチュブラーミオパチーの出生前

遺伝子検査 

神経研究所  

疾病研究第一部 
西野 一三 

24-003 新規 
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科 
前野 崇 

24-004 新規 
自己免疫疾患患者の腸内・口腔内細菌叢の

解析研究 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

24-005 新規 
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 

24-006 新規 
発達障害児を持つ家族の支援ニーズに基づ

いたレジリエンス向上に関する研究 

精神保健研究所  

知的障害研究部 
稲垣 真澄 

24-007 新規 
発達障害児における運動機能障害に関する

神経学的基盤の解明 

精神保健研究所  

知的障害研究部 
稲垣 真澄 

24-008 新規 
運動制御と機能回復の解明とリハビリテーショ

ンへの応用のための脳活動の調査 

脳病態統合 

イメージングセンター 

分子イメージング研究部 

花川 隆 

24-009 新規 
脳波ブレインマシンインターフェイスの運動障

害疾患への応用 

脳病態統合 

イメージングセンター 

分子イメージング研究部 

花川 隆 

24-010 新規 

ニューロフィードバックを用いた運動障害疾

患の新規治療戦略の構築に向けた探索的研

究 

脳病態統合 

イメージングセンター 

分子イメージング研究部 

花川 隆 
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24-011 新規 気分障害の病理学的背景の再検討 
病院  

臨床検査部 
齊藤 祐子 

24-012 新規 腰椎穿刺時の不安解消に向けたアプローチ 
病院  

看護部 
五郡 直也 

24-013 新規 
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 

24-014 変更 
重度肢体不自由者用のロボットアームの筋

疾患患者を対象とした基礎評価 

病院  

リハビリテーション科 
前野 崇 

24-015 変更 
慢性炎症性脱髄性多発神経炎の病態形成

機構に関する研究 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

24-016 変更 

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 

神経研究所 

遺伝子疾患治療研究部 
武田 伸一 

24-017 変更 
多発性硬化症の再発に関与するリンパ球の

機能解析研究 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

24-018 変更 
中枢神経炎症における自己抗体の病原性に

関する研究 

神経研究所  

免疫研究部 
山村 隆 

 

2. 研究終了報告 

下記の 25課題についての研究終了報告が提出された。 

(1) 承認番号： A2010-004 

課題名： 精神疾患の罹患による所得等への影響に関する検討 

研究者名： 野田 寿恵（精神保健研究所 社会精神保健研究部 室長） 

 

(2) 承認番号： XXXX-232 

課題名： 高次脳機能障害によるコミュニケーション障害についての問診表の有効性についての検討 

研究者名：廣實 真弓（病院 リハビリテーション科 言語聴覚士） 

(3) 承認番号： XXXX-179 

課題名： 神経筋疾患患者における嚥下機能スクリーニング検査の信頼性の検討 

研究者名： 廣實 真弓（病院 リハビリテーション科 言語聴覚士） 

 

(4) 承認番号： XXXX-271 

課題名： 精神科作業療法に対する作業療法士の意識調査 

研究者名：伊藤 弘人（精神保健研究所 社会精神保健研究部 部長） 
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(5) 承認番号： A2010-030 

課題名： 大脳半球切除術後の水頭症の合併についての国際共同調査 

研究者名： 大槻 泰介（病院 脳神経外科診療部 部長） 

 

(6) 承認番号： XXXX-216 

課題名： 外傷性ストレス体験の認知に関する研究 

研究者名：金 吉晴（精神保健研究所 成人精神保健部 部長） 

 

(7) 承認番号： XXXX-134 

課題名： ヒト皮質形成異常における CI-トランスポーター発現の免疫組織科学的検討 

研究者名： 大槻 泰介（病院 脳神経外科診療部 部長） 

 

(8) 承認番号： XXXX-262 

課題名： てんかんにおける展望的記憶機能に関する研究 

研究者名：大槻 泰介（病院 脳神経外科診療部 部長） 

 

(9) 承認番号： XXXX-260 

課題名： てんかん術後の情動生起過程に関する心理学的検討 

研究者名： 大槻 泰介（病院 脳神経外科診療部 部長） 

 

(10) 承認番号： A2011-023 

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チ

ームによる支援（ACT）に関する医療経済的研究 

研究者名：伊藤 順一郎（精神保健研究所 社会復帰研究部 部長） 

 

(11) 承認番号： XXXX-250 

課題名： 抗結核薬および抗てんかん薬による恐怖記憶消去効果の時間生物学的検討 

研究者名： 栗山 健一（精神保健研究所  成人精神保健研究部 室長） 

 

(12) 承認番号： A2011-056 

課題名： 多職種チームによる医療の実際と効果に関する研究 ２－１ ～多職種による事例検討会の機能と活用法の明

確化～ 

研究者名：山口 しげ子（病院 看護部 看護師長） 
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(13) 承認番号： A2011-059 

課題名： 多職種チームによる医療の実際と効果に関する研究 ２－２ ～『対象者』の社会復帰に向けた指定入院医療機

関における多職種の連携について～ 

研究者名： 山口 しげ子（病院 看護部 看護師長） 

 

(14) 承認番号： XXXX-164 

課題名： 小児期発症の難治性てんかん例の治療前後における非侵襲的脳機能評価 

研究者名： 中川 栄二（病院 小児神経科 医長） 

 

(15) 承認番号： XXXX-108 

課題名： 薬物乱用・依存者における HIV 感染の実態とハイリスク行動についての研究 －医療施設に入院した薬物依存

者に関して－ 

研究者名： 和田 清（精神保健研究所 薬物依存研究部 部長） 

 

(16) 承認番号： XXXX-109 

課題名： 薬物乱用・依存者における HIV 感染の実態とハイリスク行動についての研究 －医療施設を受診していない薬

物依存者に関して－ 

研究者名： 和田 清（精神保健研究所 薬物依存研究部 部長） 

 

(17) 承認番号： XXXX-327 

課題名： パーキンソン病に対する LSVT®BIGの効果 ～オープン試験～ 

研究者名： 坂元 千佳子（病院 リハビリテーション科 理学療法士） 

 

(18) 承認番号： XXXX-119 

課題名： 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー（DMRV）の自然歴調査 

研究者名：森 まどか（病院 神経内科診療部 医師） 

 

(19) 承認番号： XXXX-103 

課題名： 抗結核薬および抗てんかん薬が情動記憶・条件付け学習に与える影響に関する研究 

研究者名： 栗山 健一（精神保健研究所 成人精神保健研究部 室長） 

 

(20) 承認番号： A2010-026 

課題名： 薬物使用に関する全国住民調査 （第 9回 飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート調査） 

研究者名：和田 清（精神保健研究所 薬物依存研究部 部長） 
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(21) 承認番号： XXXX-020 

課題名： 健康についてのスリランカにおける縦断研究  

研究者名： 川村 則行（精神保健研究所 心身医学研究部 室長） 

 

(22) 承認番号： XXXX-051 

課題名： 非行少年における家族内暴力と家族関係に関する縦断研究 

研究者名： 富田 拓郎（精神保健研究所 司法精神医学研究部 研究員） 

 

(23) 承認番号： XXXX-079 

課題名： 児童養護施設における子どものトラウマ症状が行動・情緒に与える影響に関する研究 

研究者名： 高橋 洋子（精神保健研究所 司法精神医学研究部 研究員） 

(24) 承認番号： A2010-023 

課題名： X連鎖性ミオチュブラーミオパチーの出生前遺伝子検査 

研究者名： 西野 一三（神経研究所 疾病研究第一部 部長） 

 

(25) 承認番号： A2011-100 

課題名： X連鎖性ミオチュブラーミオパチーの出生前遺伝子検査 

研究者名：西野 一三（神経研究所 疾病研究第一部 部長） 

 

3. 検討事項 

該当なし。 

 

 

 

 

 

    


