
第 42回 研究倫理審査委員会 会議の記録の概要 
開催日時 令和 4年 1月 14 日（金） 16：00～16：45 

開催場所 2階第 1会議室 

出席委員 

原田和昌、時村文秋、山田浩和、太田日出、小林江里香、濃沼政美、後上順子、松嶋 由紀

子 

山田晋太郎、奥田晶彦、伊藤なほ子、八代嘉美、山代きよみ、森 淑子、那須 行信 

 

 

 

 

 

 

議 題 お よ

び 審 議 結

果 を 含 む

主 な 議 論

の概要 

 

審議事項は以下の通りである。 

【開催審査】 

 1.新規申請 

・R21-083：認知機能障害の重症度と睡眠・覚醒リズムの関係 

＜看護師：治久丸 尚美＞ 

  保留 

 

2.2021 年度 実施状況報告 

・R18-20：高齢患者の認知機能・生活機能が入院医療のプロセス・アウトカムに及ぼす影響の 

検証 

＜福祉と生活ケア研究チーム：石崎 達郎＞ 

 承認 

 

・R18-27：OCT検査所見と脳画像所見との比較検討 

＜社会参加と地域保健研究チーム：北村 明彦＞ 

 承認 

 

・R20-08：高齢者における聴覚機能改善に伴う複合効果の検討 

＜社会参加と地域保健研究チーム：桜井 良太＞ 

 承認 

 

・R20-48：虚弱のリスクがある高齢者を把握し社会参加を促進するための調査研究 

（第２回調査） 

＜社会参加と地域保健研究チーム：北村 明彦＞ 

 承認 

 

・R20-55：軽度認知症の人に対する趣味教室の効果検証にむけたパイロット研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-002：認知症高齢者のエンドオブライフ・ケアに関する意思決定支援のための 

インタビュー調査 

＜福祉と生活ケア研究チーム：井藤 佳恵＞ 

 承認 

 

・R21-005：読み聞かせボランティア活動におけるオンライン会議システム導入の効果 

＜社会参加と地域保健研究チーム：鈴木 宏幸＞ 

 承認 

  



・R21-007：PDCA サイクルに沿った介護予防の取り組み推進のための通いの場等の効果検証と 

評価の枠組み構築に関する研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

  

・R21-008：中高年者の健康と生活に関する長期縦断研究（JAHEAD 第 10 回調査） 

＜社会参加と地域保健研究チーム：小林 江里香＞ 

 承認 

 

・R21-014：認知症の医療・介護における多職種連携において専門職が他の専門職に期待する 

役割に関する調査 

＜福祉と生活ケア研究チーム：井藤 佳恵＞ 

 承認 

  

・R21-015：要介護高齢者における口腔の健康管理に関する調査研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-022：小学校における「SOS の出し方教育プログラム」導入効果のパイロット研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-023：院内の新たな緑の環境での入院患者の体験の分析 

＜自立促進と精神保健研究チーム：岡村 毅＞ 

 承認 

 

・R21-024：認知症とともに暮らせる社会の構築に向けた農園プログラムの実行可能性の検証 

＜自立促進と精神保健研究チーム：宇良 千秋＞ 

 承認 

 

・R21-026：要介護認定者数の推移に係る要因調査 

＜自立促進と精神保健研究チーム：杉山 美香＞ 

 承認 

 

・R21-027：渋谷区高齢者における介護予防の取り組みの効果検証 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-031：運動疫学セミナーの評価に関する調査研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：笹井 浩行＞ 

 承認 

 



・R21-033：都市高齢者の社会・経済・健康格差を乗り越える研究（お達者健診郵送調査） 

＜福祉と生活ケア研究チーム：河合 恒＞ 

 承認 

 

・R21-035：高齢者における口腔機能と腸内細菌叢に関する調査研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-036：通所サービス事業所における口腔関連サービスの算定状況に関する郵送調査 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-037：通所サービスにおける口腔機能向上サービスの提供に関する質的研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-039：通所事業所おける口腔関連サービス利用者の口腔保健に関する後ろ向き研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-042：コロナ禍に特定健診を受診しなかった国民健康保険加入者に対するナッジ理論を 

用いた受診勧奨ショートメッセージの効果検証 

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 洋史＞ 

 承認 

 

・R21-043：MCI・軽度認知症の人に対する趣味教室の効果検証に関するパイロット研究 

＜社会参加と地域保健研究 チーム：鈴木 宏幸＞ 

 承認 

 

・R21-045：プロボノワーカーの活動とボランティア経験の効果の検証に関する実態調査 

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 洋史＞ 

 承認 

 

・R21-046：眼球運動に基づく認知機能評価法の研究開発 

＜社会参加と地域保健研究 チーム：鈴木 宏幸＞ 

 承認 

 

・R21-05：地域における介護予防推進システムの構築と評価に関する長期縦断研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

 



・R21-051：次世代多目的コホート研究で収集されたアンケート・健診・追跡などの匿名化 

された既存情報を用いたデータ解析研究 

＜自立促進と精神保健研究 チーム：岩崎 正則＞ 

 承認 

 

・R21-054：高齢者の感謝感情が身体的・精神的・社会的健康に及ぼす影響 

＜福祉と生活研究チーム：小野 真由子＞ 

 承認 

 

・R21-055：コロナ禍における健康情報についての調査研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：光武 誠吾＞ 

 承認 

 

・R21-06：地域高齢者の包括的生活機能調査「お達者健診」による老年症候群など健康アウト 

カムの評価および予測指標の開発のための長期縦断研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-064：「中年からの老化予防に関する心理学的調査」データを活用した大都市部在住中 

高年者における心身機能の変化ならびにその健康長寿との関連を明らかにする 

二次分析研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：稲垣 宏樹＞ 

 承認 

 

・R21-069：次世代多目的コホートにおける歯科疾患と生活習慣、食生活および全身疾患との 

関連についての分析疫学的研究 

＜自立促進と精神保健研究 チーム：岩崎 正則＞ 

 承認 

 

・R21-075：地域住民による主体的な介護予防活動の担い手「介護予防リーダー」への追跡 

調査 

＜福祉と生活ケア研究チーム：河合 恒＞ 

 承認 

 

・R21-100：高齢者の身体活動と健康に関する縦断的・学際的研究（中之条研究） 

＜社会参加と地域保健研究チーム：青栁 幸利＞ 

 承認 

 

・R21-101：乳酸菌飲料摂取と健康に関する疫学調査 

＜社会参加と地域保健研究チーム：青栁 幸利＞ 

 承認 

 



・R21-103：認知症、要介護、死亡の要因解明と発症予測に関する地域コホート統合研究 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-104：地域在住高齢者の認知症予防を促進する社会関連要因の解明 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-105：震災創生期における地域高齢者のアパシー等心理的要因とフレイルとの関連 

（聞き取り調査） 

＜老化制御研究チーム：藤田 泰典＞ 

 承認 

 

・R21-106：介護支援機器導入の阻害・促進要因に関する意識調査：家族介護者調査 

＜福祉と生活ケア研究チーム：涌井 智子＞ 

 承認 

 

・R21-108：介護支援機器導入の阻害・促進要因に関する意識調査：中高年横断調査 

＜福祉と生活ケア研究チーム：涌井 智子＞ 

 承認 

 

・R21-109：新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況における配食事業者のサービス提供 

体制と課題整理に関する調査研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：横山 友里＞ 

 承認 

 

・R21-110：世代間支援促進プログラムの効果評価のための住民調査 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-113：渋谷区民の食に関する実態調査 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-114：住民および行政等と協働した地域ぐるみのフレイル予防の有効性評価に関する 

研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：野藤 悠＞ 

 承認 

 

・R21-115：一般高齢者と要支援者のグループ活動参加の関連要因の検討 

＜高齢者健康増進事業支援室：西田 和正＞ 

 承認 



・R21-116：通所型介護予防事業の新規要介護認定発生に対する効果 

＜高齢者健康増進事業支援室：西田 和正＞ 

 承認 

 

・R21-13：日常生活歩行速度と実験室歩行速度との比較・フレイル関連指標との関係の検討 

＜福祉と生活ケア研究チーム：河合 恒＞ 

 承認 

 

・R21-14：地域資源の利用や社会参加に対するニーズが乏しい高齢者（無関心層）への効果的 

アプローチを探るための聞き取り調査 

＜社会参加と地域保健研究チーム：西 真理子＞ 

 承認 

 

・R21-15：地域特性に応じた「通いの場」推進のための住民の実態とニーズの把握 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-23：日常歩行速度の基準値の確立と季節変動に関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-27：専門職後見人のアドバンスケアプランニングへの取り組みに関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：島田 千穂＞ 

 承認 

 

・R21-28：自治体のアドバンスケアプランニングの取り組みに関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：島田 千穂＞ 

 承認 

 

・R21-29：地域高齢者の生活機能の加齢変化とそれを修飾する要因の解明（鳩山町スタディ） 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-30：鳩山町高齢者に対する悉皆調査の追跡研究（健康状態と転帰情報、介護保険情報、 

医療費・介護費との関連の検討） 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-31：血漿アミノ酸プロファイルによる軽度認知機能障害およびアルツハイマー型認知症 

の発症予測に関する臨床研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 



・R21-32：医療・介護レセプトデータを用いた高齢者の医療・介護資源消費に関する研究 

：大都市近郊地域居住者の地域包括ケア施策の検討 

＜福祉と生活ケア研究チーム：石崎 達郎＞ 

 承認 

 

・R21-39：独居認知症高齢者行方不明に対する市町村の取り組みに関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：菊地 和則＞ 

 承認 

 

・R21-41：独居認知症高齢者の行方不明に対する市町村の取り組みに関する事例研究 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-46：生体センサによる初期認知機能低下予測システムに関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-50：新しい生活指標の開発に関する調査研究 

＜福祉と生活ケアチーム：増井 幸恵＞ 

 承認 

 

・R21-51：新しい生活指標の標準値策定のための調査 

＜福祉と生活ケアチーム：増井 幸恵＞ 

 承認 

 

・R21-52：現代高齢者における生活機能障害のスクリーニングを目的とした新生活機能評価 

指標の応用研究 

＜福祉と生活ケアチーム：吉田 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-53：高齢者のライフスタイルの実態とその背景についての調査研究 

＜福祉と生活ケアチーム：吉田 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-54：高齢者における認知機能低下抑制を目指した多面的な「認知の予備力」測定尺度の 

開発 

＜福祉と生活ケアチーム：吉田 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-55：認知機能障害あるいは精神疾患のある人の共生基盤としての福祉と農業の融合に 

よるケアに関するケース研究：我が国の「農福連携」を対人援助サービスの視点 

から紐解く 



＜自立促進と精神保健：宇良 千秋＞ 

 承認 

 

・R21-56：健常高齢者を対象とする低栄養リスク改善のための栄養介入試験 

＜社会参加と地域保健研究チーム：成田 美紀＞ 

 承認 

 

・R21-57：世代間関係の意識と実態に関する研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：小林 江里香＞ 

 承認 

 

・R21-58：地域拠点で実施する認知症当事者と地域住民のセルフ・ヘルプ・グループの実証 

研究 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-62：新型コロナウイルスの高齢者への影響に関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-63：ライフモニタリングによるフレイルの発見と健康増進サービス提供による健康寿命 

延伸効果に関する研究 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-64：地域住民による介護サービスの提供が事業所へ与える影響 

＜高齢者健康増進事業支援室：伊藤 久美子＞ 

 承認 

 

・R21-65：通所型サービス事業所で地域住民を介護人材として養成することに対する促進要因 

と阻害要因 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-66：人工知能を使った「通いの場」地域実践支援の定量化の試み 

＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

 承認 

 

・R21-67：住民主体の通いの場における継続支援方法の構築 

＜福祉と生活ケア研究チーム：江尻 愛美＞ 

 承認 

 

・R21-68：基礎自治体と研究者が長期に調査研究をするための現場の知恵のヒアリング 

＜自立促進と精神保健研究チーム副部長：岡村 毅＞ 

 承認 

 



・R21-69：認知症とともに生きる単身高齢者等が尊厳をもって暮らせる環境作りのための研究 

：高島平研究三次調査の追跡調査 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-70：認知症と暮らせる社会を創出するために、新しい地域拠点を作り効果を検証する 

研究 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-71：行動分析学理論を援用した介護保険サービス事業所の離職率ゼロの実現方策に 

関する研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：多賀 努＞ 

 承認 

 

・R21-72：在宅医療における歯科衛生士の在り方に関する予備的検討 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-73：在宅医療における歯科衛生士の口腔ケアの提供状況と家族支援の実態把握に関する 

ウェブ調査 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-74：長寿コホートの総合的研究（高島平スタディの調査データ二次解析） 

＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

 承認 

 

・R21-75：高齢者の口腔機能の簡便かつ、わかりやすい表示方法の開発 

（「お達者健診」データ二次解析） 

＜自立促進と精神保健研究チーム：平野 浩彦＞ 

 承認 

 

・R21-76：若年性・壮年期成人における口腔機能と腸内細菌叢の関連性に関する検討 

＜自立促進と精神保健研究チーム：平野 浩彦＞ 

 承認 

 

・R21-77：インターネット上の健康情報の利用実態に関する横断研究 

＜福祉と生活ケア：光武 誠吾＞ 

 承認 

 

・R21-78：大都市部高齢者の健康長寿の要因を解明する長期縦断研究 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

 



・R21-79：アウトリーチ型認知症高齢者相談事業の対象となる高齢者に関する調査 

＜福祉と生活ケア研究チーム：井藤 佳恵＞ 

 承認 

 

・R21-80：地域の特性に応じた認知症早期診断・早期対応システムの構築関する実践的研究 

：千代田区プロジェクト 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-81：デイサービスの地域拠点化により高齢者の新たな役割を創出する取り組み 

＜高齢者健康増進事業支援室：伊藤 久美子＞ 

 承認 

 

・R21-82：認知症と共に生きる地域高齢者の口腔機能把握に向けた訪問口腔調査研究 

：高島平スタディ三次調査の追跡研究 

＜自立促進と精神保健研究チーム：枝広 あや子＞ 

 承認 

 

・R21-83：老年期の人生設計とアイデンティティ再構築の支援の検討 

＜福祉と生活ケア：池内 朋子＞ 

 承認 

 

・R21-84：未来時間展望と Well-being の関連の解明およびヨガ介入効果の検証 

＜福祉と生活ケア：池内 朋子＞ 

 承認 

 

・R21-85：シルバー人材センターを基軸としたフレイル予防教室の実施上の課題の検討 

＜社会参加と地域保健研究チーム：野藤 悠＞ 

 承認 

 

・R21-87：全国の認知症疾患医療センターの運営事業管理状況に関する調査 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-88：地域在住高齢者が持つ生活支援ニーズ量の将来推計方法の確立 

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 洋史＞ 

 承認 

 

・R21-89：高齢期の社会参加を促すメッセージに関する専門職のユーザビリティ評価 

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 洋史＞ 

 承認 

 

・R21-90：介護老人保健施設等における業務改善に関する調査研究事業 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 



・R21-91：国民健康保険加入者に対する特定保健指導利用・実施率向上のための勧奨方法に 

関する研究 

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 洋史＞ 

 承認 

 

・R21-93：東京都足立区における独居認知症高齢者等の生活実態調査（二次調査） 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R21-95：新型コロナウイルス感染拡大による都市部生活支援コーディネーターの業務の実態 

と課題の検証 

＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

 承認 

 

・R21-96：高齢者の職場で簡便に評価可能な転倒指標の開発 

＜自立促進と精神保健研究チーム：大須賀 洋祐＞ 

 承認 

 

・R21-97：レセプト・健康診査データを用いた保健医療介護システムの評価 

＜福祉と生活ケア研究チーム：石崎 達郎＞ 

 承認 

 

・R21-99：「認知症とともに暮らせる社会をつくる」検討会議の実現可能性を有用性を検討 

するパイロット研究 

＜社会科学系副所長：粟田 主一＞ 

 承認 

 

・R20-12：リウマチ性疾患治療中に生じた COVID-19 感染症に関する研究 

＜膠原病・リウマチ科：久保 かなえ＞ 

 承認 

 

・R20-002：新型コロナウイルス感染症に伴う集中治療後症候群の研究 

＜呼吸器外科：吉岡  孝房＞ 

 承認 

 

・R20-001：アルツハイマー病脳中 Aβオリゴマーの seed 能発揮機序の解析 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R20-003：神経変性疾患における網羅定量プロテオミクス解析 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R20-007：ヒト死後脳を用いた神経変性疾患の発症予測因子の探索 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 



・R20-008：中枢神経系における生理活性脂質および関連蛋白質の役割 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-029：ヒト老人脳におけるゲノム DNA の変異に関する研究 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-040：パーキンソン病、レビー小体型認知症における早期診断・確定診断法の研究 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-048：嗜銀顆粒性認知症の随伴神経・精神症状と責任病巣に関する神経病理学的研究 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-050：アルツハイマー病患者脳内に存在するウイルスを検出する試みとその脳での影響 

の解明 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

・R21-074：認知症関連疾患における異常タンパク質の検討 

＜老年病理学研究チーム：齊藤 祐子＞ 

 承認 

 

 

【報告】 

 ①新規申請 

・R21-078：SGLT2 内服中の高血圧合併慢性心不全患者における ARNI 追加後の安全性、 

有効性の評価 

            ＜循環器内科：鳥羽 梓弓＞ 

 

・R21-085：地域子育て支援拠点事業における父親の居場所感の醸成および支援者の支援方略 

に関するインタビュー調査                    

＜介護予防・フレイル予防推進支援センター：田中 元基＞ 

 

・R21-087：シニア向けマンション居住者のつながりと心身の健康に関する調査                    

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 洋史＞ 

 

・R21-090：アミロイド PET 画像の体動補正法の研究                    

＜神経画像研究チーム：石井 賢二＞ 

 

 



・R21-094：デス・エデュケーションのためのデスカフェ研究インタビュー調査                    

＜福祉と生活ケア研究チーム：井藤 佳恵＞ 

 

 

②変更申請 

・R17-43：当院における経カテーテル的大動脈弁植込施行患者の術前の特性と術後歩行能力 

に影響する因子の検討 

                   ＜リハビリテーション科：金丸 晶子＞                         

 

・R18-19：新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 

                              ＜化学療法科：橘 盛昭＞                           

 

・R19-22：副腎組織のストレス性変化とテロメア長の相関についての検討 

                   ＜老年病理学研究チーム：野中 敬介＞ 

 

・R21-007：PDCA サイクルに沿った介護予防の取り組み推進のための通いの場等の効果検証 

と評価の枠組み構築に関する研究 

                   ＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-007：PDCA サイクルに沿った介護予防の取り組み推進のための通いの場等の効果検証 

と評価の枠組み構築に関する研究 

                   ＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-021：高齢就労者に対するフレイル予防プログラムの有効性を評価する PROBE 法に 

よる多施設予備的試験                    

＜自立促進と精神保健研究チーム：大須賀 洋祐＞ 

 

・R21-26：単身中高年への相談援助に関する探索的研究                    

＜社会参加と地域保健研究チーム：村山 陽＞ 

 

・R21-27：専門職後見人のアドバンスケアプランニングへの取り組みに関する研究                    

＜福祉と生活ケア研究チーム：菊地 和則＞ 

 

・R21-28：自治体のアドバンスケアプランニングの取り組みに関する研究                    

＜福祉と生活ケア研究チーム：菊地 和則＞ 

 

・R21-29：地域高齢者の生活機能の加齢変化とそれを修飾する要因の解明 

（鳩山町スタディ）                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 



・R21-30：鳩山町高齢者に対する悉皆調査の追跡研究 

（健康状態と転帰情報、介護保険情報、医療費・介護費との関連の検討）                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-31：血症アミノ酸プロファイルによる軽度認知機能障害およびアルツハイマー型 

認知症の発症予測に関する臨床研究                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-32：震災創生期における地域高齢者のアパシー等心理的要因とフレイルとの関連 

（聞き取り調査）                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-066：COVID-19 感染症ウイルス（SARS-CoV-2 virus）に対するワクチン接種後 

の血清抗体価測定に関するまえ向き観察研究                    

＜福祉と生活ケア研究チーム：半田 宣弘＞ 

 

・R21-112：虚弱のリスクがある高齢者を把握し社会参加を促進するための調査研究                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-113：渋谷区民の食に関する実態調査                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-114：住民および行政等と協働した地域ぐるみのフレイル予防の有効性評価に関する 

研究                    

＜社会参加と地域保健研究研究チーム：藤原 佳典＞ 

 

・R21-115：一般高齢者と要支援者のグループ活動参加の関連要因の検討                    

＜高齢者健康増進事業支援室：大渕 修一＞ 

 

・R21-116：通所型介護予防事業の新規要介護認定発生に対する効果                    

＜高齢者健康増進事業支援室：大渕 修一＞ 

 

 

③終了報告 

・R21-117：都市型自立賃貸住宅居住者の健康効果に関する研究 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

・R21-118：住民との協働による介護予防のまちづくりの効果検証  

―地域コントロールトライアル― 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

・R21-119：地域高齢者の網膜構造と生活機能との関係の検討 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 



・R21-120：スマートフォン内蔵 GPS による日常生活平均歩行速度測定の再現性の検証 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

・R21-121：Community as Partner モデルによる Frail 予防効果の検証 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：大渕 修一＞ 

・R21-122：口腔機能の発育に不全が認められる児童に対する口腔機能向上プログラムの 

効果 

                   ＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

・R21-123：口腔機能向上サービスの効果に関する調査 

                   ＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

・R21-124：要介護高齢者に対する口腔ケアの実態と介護負担度との関連 

                   ＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

・R21-125：通いの場における歯科衛生士の参画状況に関する調査 

                   ＜自立促進と精神保健研究チーム：小原 由紀＞ 

・R21-126：中高年者の健康と生活に関する長期縦断研究 

                   ＜社会参加と地域保健研究チーム：小林江里香＞ 

・R21-127：都内における地域型認知症予防事業の普及に関する研究 

                    ＜自立促進と精神保健：宇良 千秋＞ 

・R21-128：足立区認知症訪問支援事業の評価 

                    ＜自立促進と精神保健：宇良 千秋＞ 

・R21-129：中年単身介護者がケアラーズカフェを活用することによる影響 

                    ＜福祉と生活ケア研究チーム：菅 亜希子＞ 

・R21-130：体操番組を活用したフレイル高齢者に対する在宅型運動プログラム（TVEｘ）の実行可能

性・安全性・有効性を評価する PROBE 法による探索的試験 

                    ＜自立促進と精神保健研究チーム：大須賀洋祐＞ 

・R21-131：地域在住高齢者における食事摂取パターンとフレイルとの関連に関する栄養疫 

学研究 

                   ＜社会参加と地域保健研究チーム：横山 友里＞ 

・R21-132：高齢期の栄養・食事と健康アウトカムに関するコホート総合研究 

                   ＜社会参加と地域保健研究チーム：北村 明彦＞ 

・R21-133：認知症と関連する腸内微生物の探索 

                   ＜社会参加と地域保健研究チーム：北村 明彦＞ 

・R21-134：ドラッグストアを拠点としたフレイル改善プログラムの効果検証 

                   ＜社会参加と地域保健研究チーム：藤原 佳典＞ 

・R21-135：介護予防自主グループへの参加関連要因の検討 

                     ＜高齢者健康増進事業支援室：西田 和正＞ 

・R21-136：住民参加型の介護予防体操制作における検討会の利点と課題の整理 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：江尻 愛美＞ 

 

・R21-137：基本チェックリストの使用項目の違いによる新規要介護認定発生の予測精度 

の比較 

                     ＜高齢者健康増進事業支援室：伊藤久美子＞ 



・R21-138：介護予防・日常生活支援総合事業におけるリハビリテーション専門職の連携に 

関する研究 

                     ＜高齢者健康増進事業支援室：伊藤久美子＞ 

・R21-139：世帯構造から見る介護従事の関連要因分析 －国民生活基礎調査の経年データ 

を用いた家族介護力の将来予測に関する研究－ 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：涌井 智子＞ 

・R21-140：全国レベルデータによる地域在住国民の医療・介護・福祉における実態と 

その関連要因－国民生活基礎調査の経年分析による地域包括ケア推進のための 

ヘルスケアサービスリサーチ－ 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：涌井 智子＞ 

・R21-141：地域在住要介護高齢者と家族の災害対策についての研究 －医療と介護の継続 

的なサービス提供における課題の明確化と情報支援－ 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：涌井 智子＞ 

・R21-142：家族介護者の精神健康及び介護継続に影響を与える地域制及び環境要因に関す 

る縦断的研究 

                     ＜福祉と生活ケア研究チーム：涌井 智子＞ 

・R21-38：認知症高齢者の社会的包摂を実現するための稲作作業の効果に関する研究 

（その１）；Feasibility study 

                     ＜自立促進と精神保健：宇良 千秋＞ 

・R21-43：認知症高齢者の社会的包摂を実現するための稲作作業の効果に関する研究 

（その２）；Feasibility study 

                     ＜自立促進と精神保健：宇良 千秋＞ 

・R19-66：胃がん胃切除後高齢患者における退院後の効果的な栄養指導方法の検討  

－食事摂取量と必要栄養量の充足率を指標としてー 

                     ＜栄養科：引地和佳子＞ 

・R18-16：後期高齢者の ADL 維持・改善に着目した栄養療法の開発（多施設共同研究） 

                     ＜糖尿病・代謝・内分泌内科：荒木 厚＞ 

・R21-053：甲状腺穿刺吸引細胞診の施行状況及び陽性率についての検討 

                     ＜糖尿病・代謝・内分泌内科：千葉 優子＞ 

 

 

 

④2021 年 12 月度の第 41 回研究倫理審査委員会議事録について提示した。 

以上 

 
 
 
 
 


