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2019/07/05 

研究に関するお知らせ 

 東京オリンピック・パラリンピックに向けた 

外国人患者の救急外来での受け入れ状況とその転帰に関する研究 

 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 救急科では、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 

当院はオリンピック病院にも指定されており、大会期間中は、外国籍の患者診療が求められ

ています。その一方で、外国籍の方や訪日外国人旅行者がどのような理由で医療機関を受診

しているのか、また受診後の転帰については不明な点が多いのが現状です。本研究は、国立

国際医療研究センター病院を受診した外国籍の患者数の経年的な変化を調査すると共に、救

急外来に来院した外国籍患者の転帰を同時期の日本人患者と比較して、その差異について検

証することを目的とします。 

■研究期間 

理事長承認日～西暦2020年3月31日 

■研究の対象となる方 

平成 27年 4月 1日から平成 30年 11月 30日までの間に、当センター病院救急外来を受診し

た成人の外国籍および日本国籍の患者です。 

■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、国籍、基礎疾患、救急車

での来院の有無、通訳理由の有無、保険証の有無、旅行者もしくは居住者、転帰、最終診

断、入院した場合が入院日数・死亡の有無）を、研究に使用させて頂きます。使用に際し

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。情報は研究関係者以外が取り扱えないように管理します。 

■研究組織 

・柳澤 如樹 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国際医療協力局 

客員研究員 
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・忽那 賢志 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院  

国際感染症センター 国際感染症対策室医長 

国際診療部 副部長 

・大曲 貴夫  

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 

理事長特任補佐 

国際感染症センター長 

・深野賢太朗 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 

救急科 レジデント  

・木村昭夫 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 

救命救急センター長 

・蜂矢 正彦 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局 

運営企画部 保健医療開発課 課長  

■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。 

■当院の担当研究者： 

救急科 深野 賢太朗 

■当院の研究責任者： 

忽那 賢志 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院  

国際感染症センター 国際感染症対策室医長 

国際診療部 副部長 

■お問い合わせ先 

施設名：国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 救命救急センター 救急科 

住所：〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1 

電話：03-3202-7181(内線4712) FAX：03-3207-1038 
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担当：救急科 深野賢太朗 
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To All Research Participants: 

 

Research Project: "Present status and outcomes of non-Japanese patients in the 

emergency department for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games: an 

observational study"  

 

1. Summary of the Research project  

The number of travelers visiting Japan has increased sharply in recent years. This trend 

is expected to continue as Tokyo will be hosting the Olympic and the Paralympic Games 

in 2020 (Tokyo 2020). The Center Hospital of the National Center of Global Health and 

Medicine (NCGM) is designated as the official hospital during Tokyo 2020, and will be 

one of the main hospital to take care of patients regardless of nationality. Although the 

demands of hospitals taking care of non-Japanese patients have risen dramatically, the 

trends and outcomes of these patients requiring emergency medical care is not fully 

understood.  

The aim of this research project is to clarify the trend in the number of non-Japanese 

patients who visit the emergency department at NCGM, and compare the outcomes with 

Japanese patients who visited the hospital during the same time period.  

 

2. Research method  

We will review medical charts to analyze the trends and outcomes of the patients visiting 

the emergency department at NCGM during April 1, 2015 through November 30, 2018. 

We will collect the following data: age, sex, nationality, traveler or resident, underlying 

medical disease, use of ambulance, need for an interpreter, health insurance status, final 

diagnosis, and outcome (admission or outpatient, length of hospital stay, status at 

discharge). The rates of hospitalization and clinical outcomes among non-Japanese and 

Japanese patients will be compared. 

 

3. Research period 

Date of approval by the Ethics Committee through March 31, 2020. 

 

4. Personal information protection  

The data will be handled securely so that they are not disclosed to other persons. Prior to 

data analysis, measures will be taken to ensure that the data are not linked in any way to 

the personal information. The data will be stored under strict supervision at NCGM.  
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5. Publication of research results  

After measures have be taken to ensure that personal information will not be disclosed, 

the products of the research may be published, via methods such as a presentation at an 

academic society, in an academic journal, and in a database.  

 

6. Data handling after the research period 

The data will only be used for this research project. After the research period, the materials 

will be stored for 3 years in a secure place at NCGM. If any new research is performed 

using these materials in the future, the research will require approval by the Ethics 

Committee at NCGM before the materials are used.  

 

7. Other information  

 This research has been approved by the Ethics Committee of the National Center for 

Global Health and Medicine. 

 As long as you do not hinder the protection of personal information of others and 

secure the originality of the research, you are entitled to view or receive the research 

plan document upon request. 

 You can also view your own information collected in this research in accordance with 

the regulations of our hospital.  

 

8. Contact information  

If you have any opinions or questions, please feel free to contact the below researchers. 

 

Satoshi Kutsuna, MD, PhD (Principal investigator) 

Disease Control and Prevention Center 

National Center for Global Health and Medicine. 

1-21-1, Toyama, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-3-3202-7181 Ex. 4562 

 

Kentaro Fukano, MD 

Department of Emergency Medicine and Critical Care 

National Center for Global Health and Medicine 

1-21-1, Toyama, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-3-3202-7181 Ex. 4712 


