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研究に関するお知らせ 

児童思春期のメンタルヘルス・レジストリの構築に関する研究 

 

 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科では、以下に

ご説明する研究を行います。 

 この研究への参加を希望されない場合には、研究不参加とさせて頂きますので、下

記のお問い合わせ先にお申し出ください。お申し出になられても、いかなる不利益も

受けることはございませんので、ご安心ください。 

 

■研究目的・方法 

本研究にて、国立研究開発法人国立国際医療研究センターが、全国の病院に参加を呼

びか、2018年度から継続的に大規模のレジストリ（データーベース）構築を目指しま

す。日本の児童精神科診療の良質な均てん化、専門医の養成、あるいは専門医の質の

維持向上につながるレジストリが構築できます。 

 児童精神科を標榜する医療機関は極めて少なく、専門病棟で入院治療まで行える医

療機関は30施設ほどしかありません。各施設間での症例の評価方法や治療効果の測定

方法などの均一性がなく、多施設共同研究が行われにくい現状があります。精神疾患

のリスクファクターである児童虐待や被災体験を持つ児童の増加、児童思春期の自殺

率の増加、など、子どもの精神科治療の重要性は年々増しております。そのため、わ

が国における臨床レジストリの構築と同時に、介入研究を含めた臨床研究の構築を目

指していくべきであると考えております。 

 研究の方法については、レジストリへの登録については特別なアンケート調査や検

査等はありません。通常の診療を行うときに得られた情報のみを院内で集積して、レ

ジストリに蓄積していく予定です。 

 このレジストリが普及することで、これから様々な研究を行うときにレジストリに

蓄積された情報を使うことで、効率的に研究を実施することが期待されます。 

 

■研究期間 

理事長承認日～2038年3月31日 

 

■研究の対象となる方 

 児童精神科を受診された18歳未満の方が対象となります。ただし、本人が一度も受

診されていない方や主治医が対象外と判断した方は対象とはなりません。 

 

■ご協力頂く内容 

 上記の対象期間中に診療録に記録された診療情報（年齢、性別、診断、血液検査結

果、家族歴等）・アンケート等を、研究に使用させて頂きます。レジストリに登録さ

れた時点で匿名化され、個人が特定されることはありません。レジストリの使用に際
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しては、政府が定めた倫理指針に則って個人情報を厳重に保護し、研究結果の発表に

際しても、個人が特定されない形で行います。 

 

■外部への試料・情報の提供 

 研究データの提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行います。匿名

化対応表は、国立研究開発法人国立国際医療研究センターでは当センターの個人情報

管理者が保管・管理します。 

 

■研究組織 

国立国際医療研究センター国府台病院 宇佐美政英 ほか 

国立国際医療研究センター臨床研究センター 三上礼子 ほか 

愛育クリニック小児精神保健科 小平雅基 

東京都医学総合研究所 奥村 康之 

岩手医科大学医学部神経精神科学講座/いわてこどもケアセンター 八木淳子 

金沢医科大学病院精神神経学教室 木原弘晶 

名古屋大学医学部附属病院親と子どもの心療科 岡田俊 

国立精神・神経研究センター認知行動療法センター 堀越 勝 ほか 

東海大学医学部医学部専門診療学系精神科学 松本 英夫 ほか 

近畿大学医学部 精神神経科学教室 辻井農亜 ほか 

 

■研究計画書等の入手・閲覧方法・手続き等 

あなたのご希望により、この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、こ

の研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法に関する

資料をご覧いただくことや文書でお渡しすることができます。ご希望される方は、ど

うぞ記載のお問合せ先にお申し出ください。） 

 

■個人情報の開示に係る手続きについて 

本研究で収集させて頂いたご自身の情報を当院の規定に則った形でご覧頂くことも

出来ます。ご希望される方は、どうぞ記載のお問合せ先にお申し出ください。 

 

■当院の研究責任者： 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科 宇佐美政英 

 

■本研究全体の研究代表者： 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科 宇佐美 政英 

 

■お問い合わせ先 

実施機関名 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 

所属・役職 国府台病院児童精神科 診療科長 
担当者氏名 宇佐美政英 
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電話番号 
047-372-3501（代表）  
受付日時：平日 8 時 30 分から 17 時 15 分 

 

■掲示場所・交付場所 

国府台病院内・情報公開文書の掲示場  
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