
1 

 

平成 26年度 第 10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 27年 2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、長谷川委員、稲田委員、 

髙坂委員、福田委員、牛島委員、武田委員 （出席委員 7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 
研究課題名 所属 申請者 

26-663 新規 

「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 Progression 

Markers Initiative)」 

病院  

神経内科診療部 
村田 美穂 

26-689 新規 
ベッカー型筋ジストロフィーにおける精神障害の

背景因子の検討 

病院  

神経内科診療部 
森 まどか 

26-692 新規 
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 

26-693 新規 

精神科病棟に入院中の患者およびその家族の

入院治療に対する満足度と看護介入の関連に

ついての調査 

病院  

看護部 
緒方 正通 

26-694 新規 

難治性疾患等政策研究事業  

希少難治性てんかんのレジストリ構築による総合

的研究（井上班） 

病院 

小児神経診療部 
須貝 研司 

26-695 新規 
前向き地域住民コホートを用いた、身体疾患と自

殺および他の外因死に関する研究 

精神保健研究所 

自殺予防総合対策ｾﾝﾀｰ 
山内 貴史 

26-696 新規 
精神疾患における脳形態異常の後方視調査（第

二期） 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

26-697 新規 

北茨城の被災地住民を対象とする精神医学的コ

ホート研究～「北茨城元気づくりプロジェクト」の

分担課題として～（第二期） 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

26-698 新規 プリオン病の自然歴に関する全国調査研究 病院 水澤 英洋 
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26-699 新規 
医療観察法による指定入院医療機関の入院期

間および行動制限に関する調査 

病院  

リハビリテーション部 
平林 直次 

26-700 新規 
筋ジストロフィーの臨床試験におけるアウトカムメ

ジャー研究 評価者間信頼性の検討 

病院  

小児神経科 
竹下 絵里 

26-701 新規 
筋ジストロフィーの臨床試験におけるアウトカムメ

ジャー研究 

病院  

小児神経科 
竹下 絵里 

26-702 新規 
嚥下造影検査後の進行性核上性麻痺患者の予

後の検討 

病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

26-703 新規 
傷痍軍人武蔵療養所・国立武蔵療養所期のカ

ルテ分析および医療体制の研究 

精神保健研究所  

精神保健計画研究部 
竹島 正 

26-704 変更 
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 

26-705 変更 
障害者虐待に対する地方公共団体による機関連

携の実施状況についての調査 

精神保健研究所  

社会精神保健研究部 
堀口 寿広 

26-706 変更 
心的外傷後ストレス障害の心理・生物学的特徴

に関する研究 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

26-707 変更 
持続エクスポージャー療法の客観的治療効果測

定指標および治療効果予測因子に関する検討 

精神保健研究所  

成人精神保健研究部 
金 吉晴 

26-708 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 

26-709 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 

26-710 変更 
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 

26-711 変更 神経・筋疾患研究資源レポジトリーの構築と運用 
TMC 

臨床開発部 
西野 一三 

26-712 変更 
抑うつ症状を持つアルツハイマー型認知症患者

に対する経頭蓋直流電気刺激-予備研究 

病院  

第一精神診療部 
横井 優磨 

26-713 変更 パーキンソン症候群の咳嗽反射評価 
病院  

神経内科診療部 
山本 敏之 

26-714 変更 
過敏性腸症候群に対する認知行動療法プログラ

ムの実施可能性および有効性に関する研究 

精神保健研究所  

心身医学研究部 
安藤 哲也 

26-715 変更 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者家族および

患者主治医に対する、ステロイド治療の実態調

査 

病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 
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26-716 変更 
神経筋疾患患者のための遅延聴覚フィードバッ

ク空間の構築とその効果 

病院  

リハビリテーション部 
織田 千尋 

26-717 変更 
【診療補助・院内製剤】先天性筋無力症候群に

対する（3,4-）ジアミノピリジン療法 

病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 

26-718 変更 
【診療補助・院内製剤】ミトコンドリア病に対するジ

クロロ酢酸療法 

病院  

小児神経診療部 
小牧 宏文 

26-719 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 

26-720 変更 
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 
栗山 健一 

26-721 変更 
岩手県被災地域における PTSDスクリーニング尺

度（PTSD3）の妥当性の検討 

精神保健研究所 

自殺予防総合対策ｾﾝﾀｰ 
川野 健治 

26-722 新規 
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（第二期） 

神経研究所  

疾病研究第三部 
功刀 浩 

26-746 新規 

統合失調症の診断、治療法の開発に関する研

究Ⅱ－「統合失調症の診断・治療を一歩よくする

実践ガイド」に関するアンケート調査 

病院 中込 和幸 

 

2.  承認条件の確認報告 

(1)  承認番号：A2014-118 

課題名：運動訓練と非侵襲電気刺激による局所性ジストニアの病態生理の解明 

申請者：花川隆（IBIC 先進脳画像研究部）  

 

 

3.  研究終了報告 

下記の 1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-160（21-3-事 1） 

課題名：パーキンソン病における T 細胞免疫反応に関する研究 

申請者：岡本 智子（病院 神経内科診療部）                                                                        

 

 

4.    検討事項 

    ・倫理委員会規程改訂案について 

 

 


