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平成 25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 25年 5月 17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、長谷川委員、中村委員、稲田委員、髙坂委員、野田委員、永田委員 

 （出席委員 7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 

24-555 新規 

呼吸理学療法における排痰機器の選定と

有用性に関する後方視的研究 

−緊急時反応システムによる神経筋疾患患

者に対するに排痰ケアついて− 

病院  

リハビリテーション部 
寄本 恵輔 

25-001 新規 
病態・治療法解明のための炎症性筋疾患カ

ルテ調査 

病院  

神経内科診療部 
森 まどか 

25-002 新規 
自然歴解明のための先天性筋疾患カルテ

調査 

病院  

神経内科診療部 
森 まどか 

25-003 新規 
C 型肝炎ウイルス感染症に合併した封入体

筋炎の臨床実態調査 

神経研究所  

疾病研究第一部 
西野 一三 

25-004 新規 
口腔ケアの誤嚥性肺炎予防効果に及ぼす

予測因子の解明 

病院  

看護部 
福田 冨士美 

25-005 新規 
VSRAD advanceによる変性性認知症と大う

つ病の鑑別に関する研究 

脳病態統合 

イメージングセンター 
松田 博史 

25-006 新規 

他害行為を行った精神障害者に提供され

ていた精神科ケアに関する国際的調査研

究 

病院  

リハビリテーション部 
平林 直次 

25-007 新規 
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 雅子 

25-008 新規 
自閉症における言語特有の音韻体系の獲

得に関する研究 

精神保健研究所  

児童・思春期精神保健 

研究部 

神尾 陽子 
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25-009 新規 
児童期精神医学的障害の連続性に関する

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 

25-012 新規 
小児神経筋疾患の非侵襲的鑑別診断を目

的とした表面筋電図解析法の研究開発 

病院  

小児神経診療部 
石山 昭彦 

25-013 新規 
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 

25-014 変更 
インフォームド・コンセントに対する看護師の

意識調査 

病院  

看護部 
水野 由貴 

25-015 変更 

精神疾患の診断や治療効果の判定におけ

る MRI 及び MRS、DTI を組み合わせた画

像検査の有用性の検討 

神経研究所  

疾病研究第三部 
太田 深秀 

25-016 変更 
医療観察法指定通院医療機関からみた地

域処遇の実態と課題に関する研究 

精神保健研究所 

司法精神医学研究部 
長沼 洋一 

25-017 変更 
若年者の自傷行為に対する援助態度の研

究 

精神保健研究所  

自殺予防総合対策センター 
勝又 陽太郎 

25-018 変更 
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 

精神保健研究所  

自殺予防総合対策センター 
勝又 陽太郎 

25-019 変更 

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 

TMC  

臨床研究支援部 
中込 和幸 

25-020 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  
軍司 敦子 

25-021 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 

25-022 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 

25-023 変更 
脳脊髄液検査を用いた統合失調症・気分

障害の生物学的マーカーの開発 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

25-024 変更 
血液検査による統合失調症の診断法の開

発に関する研究 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 
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2.  承認条件の確認報告 

(1)  受付番号：23-430、承認番号：A2012-110 

課題名：「経頭蓋磁気刺激 NeuroStarによる治療抵抗性うつ病の治療と治療反応性の予測因子に関する 

神経生物学的・神経生理学的・神経画像学的アプローチによる包括的探索に関する予備的研究」 

申請者：病院 第一精神診療部 野田 隆政 

 

3.   研究終了報告 

下記の 13課題についての研究終了報告が提出された。 

 

(1) 承認番号： A2012-072 

課題名： 症状マネジメントの統合的アプローチを用いた進行期パーキンソン病患者の便秘を改善する看護介入

の検討 

申請者： 三好 智佳子 （病院 看護部 看護師） 

 

(2) 承認番号： A2012-051 

課題名： パーキンソン病患者の声量と音声障害の自覚についての検討 

申請者： 中山 慧悟 （病院 身体リハビリテーション科 言語聴覚士） 

 

(3) 承認番号： XXXX-287 

課題名： 新規先天性筋ジストロフィーの脂質分析に関する研究 

申請者： 西野 一三 （神経研究所 疾病研究第一部 部長） 

 

(4) 承認番号： XXXX-325 

課題名： 藤田保健衛生大学での「筋肉内に存在する幹細胞の制御による骨格筋の繊維化や瘢痕化の防止に

関する研究」に対する患者凍結筋切片の提供 

申請者： 西野 一三 （神経研究所 疾病研究第一部 部長） 

 

(5) 承認番号： A2011-080 

課題名： 治験のインフォームド・コンセント時に必要とされるコミュニケーション・スキルの抽出と評価法の妥当性

の検証 

申請者： 玉浦 明美 （病院 治験管理室 看護師長） 

 

(6) 承認番号：A2012-029 

課題名： 学生支援における大学ソーシャルワーカーの業務確立プロセスに関する研究 

申請者： 長沼 洋一 （精神保健研究所 司法精神医学研究部 研究員） 

 

(7) 承認番号： XXXX-269 

課題名： 進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ)における異所性骨化の分子機構の解析 

申請者： 林 由起子 （神経研究所 疾病研究第一部 室長） 
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(8) 承認番号： XXXX-159 

課題名： ミオパチーと脂肪萎縮症を合併する新規遺伝性疾患についての疾患概念の確立と治療法の開発に向

けた研究 

申請者： 林 由起子 （神経研究所 疾病研究第一部 室長） 

 

(9) 承認番号： XXXX-158 

課題名： 抗リン酸化ラミン A抗体の疾患特異性に関する研究 

申請者： 林 由起子 （神経研究所 疾病研究第一部 室長） 

 

(10) 承認番号： A2010-080 

課題名： 難治性てんかん患児をもつ家族への家族教室の効果とその要因（第 1報） 

申請者： 藤田 修 （病院 看護部 看護師） 

 

(11) 承認番号：XXXX-310 

課題名： うつ病入院患者の自殺の危険に対する熟練看護師の意思決定プロセス 

申請者： 梅原 佳代 （病院 看護部 看護師） 

 

(12) 承認番号： A2011-111 

課題名： 飲酒･喫煙･薬物乱用についての全国中学生意識･実態調査（2012年） 

申請者： 和田 清 （精神保健研究所 薬物依存研究部 部長） 

 

(13) 承認番号：A2010-029 

課題名： 司法精神医療の対象者が現実的な希望を再構築していくプロセス 

申請者： 冨澤 涼子 （病院 リハビリテーション部 作業療法士） 

 

4.   検討事項 

該当なし。 

 

 


