
 

（研究実施に関する情報を公開する場合：単施設研究）        Version1.1（西暦 2019 年 1 月 22 日） 

（倫理審査委員会承認日以降） 

研究に関するお知らせ 

（研究の名称： HIV感染者・AIDS発症者数の動向とART（antiretroviral therapy）の医療経済

的解析についての後ろ向き研究） 

 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 臨床研究センター数理疫学研究室、エ

イズ治療・研究開発センター、研究所では、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。未成年者の方では、保護者さん等からの研究不参加のお申し出やお問い合わせ

に対してもご対応いたします。 

 

■研究目的・方法 

2014年に国連合同エイズ計画(UNAIDS）は、2020年までにHIV感染者全体の90%を診断し、その内の

90%にARTを実施、さらにその90%の感染者の血中ウイルス量を抑制する、いわゆる90-90-90計画を

設定した。しかし、わが国の状況がこの目標とどの程度の開きがあるのか、具体的な数値は明ら

かでない。また、わが国で報告・公表されているのはHIV感染者の診断数であるが、感染者数実数

の推計が必ずしも行われているわけではない。実数の推計はわが国の医療政策上必要不可欠であ

り、本研究は、診療記録から情報を抽出して統計解析し、感染者実数の推計、将来の動向予測、

医療経済効果を検討することによって医療政策に寄与することを目的とする。 

 

■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 

2000年 1月 1日～2018年 10月 31日にエイズ治療・研究開発センター（ACC）を受診された方（日

本国籍以外の方も含む） 

 

■研究に用いる試料・情報の種類 

上記の対象期間中に診療録に記録された診療情報（生年月日、性別、国籍等）・アンケート等を、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。 

 

■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。 
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■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。 

 

■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 臨床研究センター 数理疫学研究室 尾又 一実 

 

■お問い合わせ先 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

〒162-0052 東京都新宿区戸山1-21-1 

03-3202-7181 

担当者： 菊池嘉 （エイズ治療・研究開発センター） 
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Notification about research 

（Research title： Retrospective study on trend of the numbers of HIV carriers and AIDS 

patients and cost-effectiveness of ART (antiretroviral therapy)  

 

Center for Clinical Sciences, AIDS Clinical Center, and Research Institute in National 

Center for Global Health and Medicine are performing a research described below. 

If you do not hope to participate in this research, please feel free to tell us. Your 

nonparticipation never gives you any disadvantages. For a person under age, parents or 

guardians can inquire about nonparticipation. 

 

■Objective and Method of the Research 

In 2014, the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) set the 90-90-90 target: 

by 2020, 90% of all people living with HIV will know their HIV status; by 2020, 90% of all 

people with diagnosed HIV infection will receive sustained ART; by 2020, 90% of all people 

receiving ART will have viral suppression. However, it is not clear how large the discrepancy 

between this UNAIDS goal and the present epidemiological situation in Japan is. While it 

is the number of HIV/AIDS diagnoses that has been reported and published, the actual number 

has not necessarily been estimated. Such estimate plays an important role for the 

medico-economical policy in Japan. The present research will analyze the medical data 

collected in ACC, and implement the statistical estimate of the actual number of 

HIV-infected people, the prediction of future trend, the investigation of the 

cost-effectiveness, and thereby lend support to the medical decision-making. 

 

■Research Duration 

From date of NCGM-chairman’s approval to 31 March 2020 

 

■Expected Participants of the Research 

Patients who consulted ACC in the period from 1 Jan. 2000 until 31 Oct. 2018. 

 

■Clinical Data Used in the Present Research 

The present research will use data (birthdays, gender, nationality, etc) recorded in the chart history 

during the above time period. We protect your private information in conformity with the ethical 

guidelines provided by the Government, and the results of the research will be published such that the 

participants can never be specified.  
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■Access to the Documents about this Research 

You can read or obtain the documents about the design or methodology of the present research unless 

the private information of the participants and the originality of the research are infringed. Please do not 

hesitate to contact us by using the contact information below if you’d like the document access.  

 

■Access to the Private Information of Yourself 

You can access to the private information of yourself collected in this research in conformity with the 

NCGM regulations. Please feel free to contact us by using the contact information below if you’d like the 

information access.  

 

■Principal Investigator： 

Kazumi Omata 

Center for Clinical Sciences, National Center for Global Health and Medicine 

 

■Contact: 

AIDS Clinical Center, National Center for Global Health and Medicine 

1-21-1 Toyama, Shinjuku, Tokyo 162-0052 

Tel. 03-3202-7181 

Person in charge： Yoshimi Kikuchi （AIDS Clinical Center） 
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