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2020/03/24 

（倫理審査委員会承認日以降） 

研究に関するお知らせ 

（研究課題名：SARS-COV-2 感染者における、入院中の精神的負担・スト

レスと退院後の不安に関する質的研究） 

 

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い

ただきますので、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。また、認知機能が低下された

方に関しましては、代諾者の方からの研究不参加の申し出やご相談などに対応させていただきま

す。 

 

■研究目的・方法 

2019年12月から中国の武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎の集団発生が確認されまし

た。その後の流行拡大に伴い、日本政府が武漢市から日本に帰国するためのチャーター便を手配

し、2020年2月4日時点で600名近くの日本人が帰国しました。国立国際医療研究センターで

は、この帰国チャーター便や、横浜港のクルーズ船ダイアモンドプリンセス号からの患者さんを

はじめ、国内流行早期よりSARS-CoV-2感染症患者さんの入院診療を継続しております。 

本研究では、SARS-CoV-2感染症患者さんにおける、入院中の精神的ストレスやご負担、退

院後の不安点などを調査することを目的としています。 

 

■研究期間 

理事長承認日～西暦2021年9月1日 

 

■研究の対象となる方 

 2020年 1月以降に SARS-CoV-2感染症が確認され、国立国際医療研究センターにご入院

された 20歳以上の方。 

 

■ご協力頂く内容 

 上記の対象期間中に対象となった方の、診療上必要な収集された情報をもとに、入院中の精神

的ストレスやご負担（入院費やプライバシーの問題など）、退院後の不安点（復職や家族とのか

かわりなど）などを調べさせていただきます。 

 

■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。また、厚生労働省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。 
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■利益相反について 

利益相反の状況については NCGM 利益相反マネジメント委員会に報告し、その指示を受けて

適切に管理します。本研究に関する研究全体及び研究者個人として申告すべき利益相反の状態は

ありません。 

 

■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 国際感染症センター  森岡 慎一郎 

 

■お問い合わせ先 

東京都新宿区戸山1-21-1 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 

国際感染症センター  森岡 慎一郎 

03-3202-7181（代表） （月～金 ９:０0～17:15） 
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2020/03/24 

（After the date of approval of the Ethics Committee of the Center Hospital of the National 

Center for Global Health and Medicine） 

 

Notification 

Research Title: Psychiatric Findings in Confirmed Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2 Patients Quarantined in a Tertiary Care Hospital: A 

Retrospective Chart Analysis 

 

The Disease Control and Prevention Center, National Center for Global Health and Medicine, 

conducts the research described below. If you do not wish to participate in this research, 

please contact us at the listed reference. Please be assured that you will not have any 

disadvantages if you decline. In addition, for those with cognitive impairment, we will reply 

to your inquiries. Thank you.  

 

■ Research purpose and method 

Outbreak of pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-

2) was confirmed in Wuhan, China from December 2019. During the outbreak, the Japanese 

government arranged a charter flight from Wuhan to return to Japan. Until February 4, 2020, 

approximately 600 Japanese had returned. The National Center for Global Health and 

Medicine has been providing inpatient care for SARS-CoV-2 infected patients including those 

from charter flights returning to Japan and from the Diamond Princess cruise ship in 

Yokohama Port. 

The purpose of this study is to investigate the psychiatric burden during hospitalization and 

concerns after discharge insolated SARS-CoV-2 infected patients. 

 

■ Research period 

Date of approval of the Ethics Committee of the Center Hospital of the National Center for 

Global Health and Medicine -September 1, 2021 

 

■ Participants 

Patients aged 20 years or older who have been diagnosed with SARS-CoV-2 infection since 

January 2020 and have been hospitalized at the National Center for Global Health and 

Medicine. 

 

■ Items investigated 

Mental stress and burdens during hospitalization (such as hospitalization fees and privacy 

issues) and concerns after discharge. 

 

■ Provision of samples and information to outside 
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Providing research data will be done as necessary. Only authorized parties can access to the 

data. The anonymization correspondence table is stored and managed by the personal 

information manager in the Disease Control and Prevention Center, National Center for 

Global Health and Medicine. In addition, personal information is strictly protected in 

accordance with the ethical guidelines set by the Ministry of Health, Labor and Welfare, and 

research results are announced in a form that does not identify individuals. 

 

■ Conflicts of interest 

The status of conflicts of interest will be reported to the National Center for Global Health 

and Medicine Conflict of Interest Management Committee, and will be managed 

appropriately in response to the instructions. There are no conflicts of interest that should be 

declared as a whole study or as an individual researcher for this study. 

 

■ Disclosure of research plan and procedures 

At your request, we are able to provide the research plan and materials on the research method 

as long as they do not interfere with the protection of personal information of those who 

participated in this research. Please contact us at the listed reference if necessary. 

 

■ Disclosure of personal information 

You can also provide your personal information collected in this study in accordance with the 

rules of this hospital. Please contact us at the listed reference if necessary. 

 

■ Principal Investigator: 

The Disease Control and Prevention Center, National Center for Global Health and Medicine 

Morioka Shinichiro, M.D. 

 

■ Contact 

Morioka Shinichiro, M.D. 

The Disease Control and Prevention Center 

National Center for Global Health and Medicine 

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

03-3202-7181 (Monday to Friday 9:00 to 17:15) 


