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II. 成果の概要（総括研究報告）
平成２８年度は、倫理支援、倫理教育、倫理研究の三業務を実施した。倫理支援においては、倫理相談
窓口の整備、研究ミーティングにおける倫理的助言、倫理担当者会議における情報提供等を実施した。倫
理教育については、倫理セミナーを開催する等、研究者教育、研究倫理委員会委員および研究倫理支援者
教育、専門家教育を実施した。倫理研究は精神・神経疾患研究の倫理に関する研究、BMI 研究の倫理を
中心に、倫理ガイドの作成を目指して理論研究、調査研究を実施した。

In 2016, we have engaged in three main work: ethics support, ethics education, and ethics research.
The ethics support included management of ethics consultation desk, proposal of ethical advices at
research meetings, and provision of information at research ethics committee. With respect to the
ethics education, we have organized research ethics seminars and offered education for research
ethics committee members and research ethics supporters. Also, we have conducted professional
education of research ethics for them. With respect to the ethics research, we have focused on research
1

ethics on psychiatric and neurological disorder research and BMI research, and carried out theoretical
research and survey research, purposing establishment of an ethics guidance.
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