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研究実施計画書 

 

1. 課題名： 

救急医療機関における自傷・自殺未遂レジストリを用いた臨床研究 

 

2. 研究目的と研究の意義（背景）： 

 

1） 研究目的（概要）： 

全国の救命救急センターにおける自傷・自殺未遂症例登録システムの実装及びデータ登録と

その利活用方法を確立する。 

 

2） 研究の意義（背景）： 

自傷・自殺未遂の経験は，自殺の最大のリスクファクターである。自殺総合対策大綱（平成 29

年 7 月 25 日閣議決定）では，自殺未遂者の実態について調査研究を進めること，自殺未遂者の

再度の自殺企図を防ぐための対策を強化することが示されている。実効的な自殺対策を検討す

る際に，自殺既遂にいたる最重要リスクである自傷・自殺未遂の経験に関してその実態を明らか

にすることが必要であるが，いまだ本邦においては全国規模の縦断的な調査は実施されていな

い。 

WHO（2016）は，自殺未遂・自傷に関する調査システム（以下，自傷・自殺未遂レジストリ

と記載）の整備を呼びかけており，「Practice manual for establishing and maintaining surveillance 

systems for suicide attempts and self-harm」を刊行している。海外ではすでにいくつかの国と地域で

大規模なレジストリシステムが整備されており，そこから得られたデータは自殺対策に関する

政策にタイムリーに利活用されている。 

これまで本邦においても特定の地域やいくつかの施設間で連携した自傷・自殺未遂に関する

実態調査や，症例登録の仕組みが試みられてきたが（例えば，保坂ら 1991，中村ら 2010，豊田

ら 2008），全国的に統一された継続的な調査の仕組みを計画した事業はなく，調査や症例登録の

仕組みはいまだ確立されていない。 

他方，外傷や熱中症といった救急医療の領域では，その質を向上させるために診療データを利

活用し，現在行われている診療とその結果に関するデータを全国規模で広く集積し，分析を行っ

ている。それにより，小規模の検討では明らかにならなかった臨床への示唆を多く得ることが可

能になっている。 

本邦においても自傷・自殺未遂に関する全国的なレジストリを整備することで，救急医療の現

場で速やかに自傷・自殺未遂に関する情報を登録し，多くの施設でデータを集積し，分析に用い

ることができれば，これまでのような自殺既遂症例の検証では把握できなかった自殺行動につ

いての危険因子や保護因子が明らかにされることが期待できる。 

本研究は，2021 年度に実施された本研究の予備研究にあたる「自殺未遂者の再度の自殺企図

を防ぐための救急医療における自傷・自殺未遂レジストリの構築」（研究代表者：三宅康史）で

構築されたレジストリシステムを用いて，全国の救命救急センターにおいて自傷・自殺未遂症例

登録システムを実装し，自傷・自殺未遂で救命救急センターに搬送された症例の全てについて登
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録を行い，登録されたデータを自殺対策研究及び自殺対策に関する政策の立案，検証に利活用す

ることを目的とするものである。 

予備研究である「自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための救急医療における自傷・自殺未遂

レジストリの構築」については，2021 年度，研究代表者の所属機関である帝京大学医学系研究

倫理委員会に，約 10 ヵ所の医療機関，救命救急センターにおける症例登録の許可を申請し，承

認を得た（帝倫 21－105 号）。それに加えて今回一括審査を担当するいのち支える自殺対策推進

センターにおいても倫理審査を受け承認を得た（通知番号 R03-02）。上記研究の開始に先立ち，

日本臨床救急医学会『自殺企図者のケアに関する検討委員会』内に，｢自殺企図者のレジストリ

構築ワーキンググループ｣が設置され，上記研究においては，同ワーキンググループと帝京大学

をはじめとする約 10 箇所の共同研究機関により，自傷・自殺未遂レジストリのプロトタイプが

構築された。その後，すべての研究施設においてシステムの検証とテストデータの入力を行い，

項目の修正等を経て，その信頼性と安全性の検証を行なっているが，現時点までに特段の問題は

発生していない。 

今後，相当数の救命救急センターにおいて，本レジストリの登録が開始され，自傷・自殺未遂

患者の実態把握を行うことが可能となれば，これまで明らかにならなかった自殺既遂に至る危

険因子の同定や，社会情勢によりリスクに晒される脆弱な集団や模倣される自殺企図手段など

を同定できる可能性があり，そのような知見は自殺者の減少に有効な対策に活用することがで

きる。また，本邦は世界でも類を見ない詳細な自殺既遂統計の仕組みを持っており，これと合わ

せた検討により，世界の自殺対策研究に一石を投じる示唆が得られるものと期待される。 

今回の自傷・自殺未遂レジストリでは，精神科領域に関するいくつかの項目に関するデータも

収集するが，日本臨床救急医学会は，2012 年に救急医療における精神症状評価と初期診療

（PEEC：Psychiatric Evaluation in Emergency Care）についてガイドブックを作成し（2018 年改定

版作成），合わせてテキストに基づく講習会を繰り返し実施している。それにより，救急外来や

救急病棟・救命救急センターの医療スタッフについては，精神科医のいない状況でも精神症状を

呈する患者に安全で患者にとっても安心である標準的な初期診療を行う体制が徐々に出来つつ

あり，近年のこのような救急医療における精神科的症状を呈する患者への対応力の向上により，

本レジストリについても適切な構築と運用が実現できると解される。 

 

3. 研究の方法： 

本研究は 2021 年度に実施された「自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための救急医療におけ

る自傷・自殺未遂レジストリの構築」（研究代表者 三宅康史）において開発された症例登録シス

テムをもとに，項目などの修正及びシステムの見直しなどを行った。研究方法の詳細については

以下に記載する。 

 

1） 研究デザイン： 

観察研究（レジストリ研究），人体試料なし，侵襲なし 

 

2） 対象者： 

研究開始後に共同研究機関または共同研究機関に付帯する医療施設を受診したすべての自
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傷・自殺未遂患者（病院到着時心肺停止者，死亡転帰となった者，未成年者，障害等により意

思決定が十分にできない者を含む）のうち，自らの意図で自傷・自殺未遂を行った者で，偶発

的な発生ではない全ての患者（WHOが定義した対象者の選定基準及び除外基準に準拠する）。

各共同研究機関で登録対象者にばらつきが出ないよう，データ入力者(レジストラ)向けの教育

動画を作成し，データ入力者が誰であっても，同様の基準で登録対象者が選定される体制を確

保する。 

3） 調査項目： 

WHOが示す主要及び付加項目に加えて，本邦の自殺の特徴や対策を鑑みた独自項目を含む調

査項目を設定する。主要なものとしては次の通りである。 

施設情報，基本情報（年齢，性別，国籍など），医療情報（受診日時，自傷・自殺未遂の日

時，来院手段，希死念慮の有無，自傷・自殺未遂の手段，自傷・自殺未遂の場所，バイタルサ

イン，自傷・自殺未遂時の薬物の使用，身体的診断，入院の有無・入院先及び転帰，妊産婦に

ついての情報，他の支援機関等へのつなぎの有無など），既往に関する情報（WHO PS，身体

的健康問題の治療歴，精神科の受診歴，精神科の通院状況，精神科の入院歴，自傷・自殺未遂

歴など），社会経済状況（生活環境，配偶者・パートナーの有無，同居人の有無，生活保護の

利用の有無，障害者手帳の利用の有無，職業など） 

 

4） データ収集と入力方法等： 

（収集されるデータ） 

 対象者に関する調査項目についてのデータの収集は，共同研究機関において治療のために収

集される情報をそのまま利用する。カルテその他の資料に記載されているものについてはそれ

を転記し，救急隊員その他の関係者から収集できる情報についてはその者から収集するが，そ

のような方法で収集できないデータについては，治療の一環として対象者本人から直接聴取す

る情報をそのまま利用する。対象者から情報を収集するタイミングは，治療の観点から精神的

に落ち着き各種の情報を収集できる状態になってから以降となり，それ以前にレジストリのた

めの情報収集を目的とした事情聴取はされない。本人の属性，自殺未遂・自傷行為の経緯等，

事情聴取にあたって考慮されるべき事情についても，すべて治療的な観点から判断されるもの

である。収集するデータには個人を特定できる情報（氏名，住所，生年月日等）は含まれな

い。 

 治療にあたって収集されたデータをレジストリに利用することがあることについては，医療

機関のWEBページや院内の掲示（オプトアウト）で告知することとし，そのようなデータ利用

を拒む対象者については，治療上得られたデータをレジストリの登録に用いないことが，ま

た，一旦データが登録された者についても事後的に登録データの抹消を求めることが保障され

る。 

（データの入力方法） 

本レジストリは，レジストリプラットフォームREACHを使用して運用される。 

各共同研究機関は，研究責任者，情報管理責任者及び(問い合わせ窓口)担当者を選任し，自

傷・自殺未遂レジストリ事務局（以下事務局とする）に届け出る。事務局は情報管理責任者に

対してIDとパスワードを付与する。各共同研究機関のデータ入力者（レジストラ）については
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職種を問わず，データ入力者は情報管理者に付与されたIDとパスワードを利用してREACHにア

クセスし，必要なデータを入力し，症例登録を行う（IDとパスワードについては共同研究機関

の情報管理責任者が厳重に管理し，共同研究機関内の限定された者だけがそれを使用してデー

タを登録できるものとし，共同研究機関と直接雇用関係にない委託業者あるいは派遣社員等が

行う場合は，委託業者あるいは派遣元との間で守秘義務に関する契約を締結し，実際に登録を

担当する者に研究倫理に関する教育プログラムの受講を義務づけることとする）。登録は，対

象者が受診後に遅滞なく診療録からレジストリ登録に必要な情報を抽出して仮登録を行い，転

帰が確定したとき概ね１ヶ月以内に最終確定を行う。 

REACHにおいては，入力されたデータはMicrosoft社が提供しているAzureをクラウドサービ

スとして使用し，REACHにおけるデータは全てAzure上に保存される。 

症例登録は個人情報を含まない情報のみが登録されるが，各共同研究機関では登録対象者に

研究用IDを付し，登録症例に付したIDと患者を連結しうる対照表を作成，保存することとす

る。これにより，症例登録を実施した当該共同研究機関において，当該研究機関が登録した情

報に限って登録対象者と実際の患者を連結可能とするが，これは，事後的に患者から本レジス

トリから情報を削除してもらいたいとの申し出があった場合等にデータを抹消できるようにす

るためのものであり，対照表については，それを作成した各共同研究機関以外の者が閲覧，使

用することはできない。 

 

5） データの保管方法： 

a）REACHにおける保管： 

REACHに入力済みのデータはMicrosoft社が提供しているクラウドサービスAzure上で保管さ

れる。Azure のインフラストラクチャは，業界の国際的なコンプライアンス標準に適合する

ように設計、管理されている。具体的なデータ管理体制についてはAzureに関する下記のホワ

イトペーパーを参照のこと。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/physical-security  

b）各共同研究機関における保管： 

 本レジストリに入力したデータは基本的には各共同研究機関における診療録等に記載され

たデータである。それらの資料自体は，各共同研究機関において定められた管理方法により

管理されるが，各共同研究機関が入力したデータ及び登録データと実際の患者を連結しうる

対照表は，各共同研究機関の情報管理責任者がLANに接続しない管理PC端末で行う。 

 本レジストリから各共同研究機関が入手した分析用データは，紛失・漏えい・改ざんが起

こらないよう各共同研究機関の情報管理責任者が責任をもって厳重に保管する。 

 

6） 登録を拒絶した者及び登録情報の抹消を申し出た者に関する情報の取扱い： 

患者の希望により自傷・自殺未遂レジストリへ情報を登録しないことができることについ

て，情報公開文書を院内に掲示することにより周知し（オプトアウト），患者から申し出があ

れば登録しない。また，一旦登録されたデータについても，患者からの申し出があれば，シス

テムから抹消することができることを同様に周知し，申し出に対応することとする。 

 死亡症例については，死亡者の４親等内の親族（法律上の親族に限らず，内縁の配偶者や
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同性パートナーシップ制度の適用を受ける同性パートナーも含む）からの申し出により登録せ

ず，又は一旦登録した情報を抹消することとする。親族間で意見の相違がある場合，死亡者の

情報の登録拒否あるいは抹消申出が，遺族等への心理的影響に鑑み認められている趣旨を考慮

して，一名でも情報登録の拒否又は登録情報の抹消を希望する者がある場合，当該症例は自

傷・自殺未遂レジストリへ情報を登録せず，又は一旦登録したデータを抹消することとする。 

未成年者及び障害等により意思決定が十分にできない者については，親権者や成年後見人等

の法定代理人からの申し出により同様の対応をする。なお，未成年者については中学校等の課

程を修了している又は16歳以上であり，かつ本研究において自らの情報が登録されることにつ

いて十分な判断能力を有すると判断される場合には当該未成年者自身の申し出についても同様

の対応をする。 

 

抹消にあたっては，各共同研究機関の問い合わせ窓口担当者が本人や代理人等から事情を聴

き，情報抹消申出書への記載を求める。提出された情報抹消申出書をもとに対照表から当該患

者のIDを確認し，事務局へIDと情報抹消申出があったことを報告する。事務局は当該患者の氏

名等の個人情報は把握せず登録情報を抹消し，情報抹消申出書は各共同研究機関で保管する。 

 

7） データの廃棄方法： 

REACH上のデータの廃棄については，REACHの使用するクラウドサービス上でデータの破

棄が行われるものであり，データの廃棄を行った場合はレジストリサービス業者（バーズ・ビ

ュー株式会社）による証明書を取得する。 

 各共同研究機関においては，各共同研究機関が保管するデータをそれぞれの研究機関が定め

る方法により廃棄する。 

 

8） データの利活用方法： 

データの利活用に関し，データへのアクセス権限は，管理者（日本臨床救急医学会及びいのち

支える自殺対策推進センター）と共同研究機関とで異なる取扱いがなされている。共同研究機関

は自施設のデータにしかアクセスできず，他施設のデータにアクセスすることはできないが，管

理者は登録されたすべてのデータにアクセスが可能である。 

共同研究機関からの申し出によりどのような分析用データを出力し，どのような分析用デー

タを交付するか，本レジストリに登録されているデータを活用できる範囲を共同研究機関外に

拡げるかどうかといったことは今後レジストリの運用を進める中で，引き続き検討がなされる

こととなる。当面は，各共同研究機関について，データ登録のために付与された ID とパスワー

ドを利用して REACH にアクセスして，直接クラウド上から必要なデータをダウンロードできる

仕組みを構築する予定である。 

いずれにしても，データの利活用にあたって，分析用データは研究目的の達成に必要最小限と

するよう留意し，研究者は必ず匿名化された電子データのみを扱うこととする。 

 

9) データ及び成果の公開等： 

本研究はその実施に先立ち，厚生労働省が整備するデータベース（jRCT:Japan Registry of 
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Clinical Trials）に登録を行い，適宜修正や報告事項について反映を行い，終了時には遅滞なくそ

の報告を行う。 

患者情報の運用及び管理については毎月速報値として各共同研究機関に患者情報を提供でき

るようにし，加えて，年度ごとに確定値として各共同研究機関に患者情報を提供できるようにす

る。（3 か月ごと，あるいは半年ごとにある程度のクリーニングを済ませた暫定値を提供するこ

とも併せて検討している。） 

共同研究機関は，個々にレジストリデータを活用した研究や報告を計画し，自殺企図者のレジ

ストリ構築ワーキンググループ等と事前協議した上で，許可を得てデータの提供を受け，研究を

推進する。研究の成果は，関連する学術機関での報告や査読付き雑誌への論文投稿などをもって

発表される。 

また，学会発表や論文で掲載可能なものについてはポータルサイト JA-RSA net.上で公表し，

年度ごとの Annual Report として自傷・自殺未遂レジストリに登録された患者情報や簡易統計な

ども併せて公開する予定である。 

 

4. 目標対象者数： 

本研究は特定の仮説を検証するためのデータ収集ではなく，大規模なデータ収集を行い，多目

的にデータ分析を行うことを目的とした登録事業である。全体としての目標症例数は年間約 4000

人程度を見込んでいる。本研究では河西（2008 年）の報告を参考に，救急医療機関における救急

搬送者数における 10%程度が自傷・自殺未遂患者であると推測したうえで，対象者は１機関あた

り年間 50 人程度存在するものと考え，初年度として 80 機関程度の参加を見込んで目標症例数を

設定した。 

 

5. 研究組織と責任体制： 

・研究代表者 三宅康史 

一般社団法人日本臨床救急医学会 自殺企図者のケアに関する検討委員会 委員長 

厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター客員研究員 

帝京大学医学部 救急医学講座 教授 

・情報管理責任者 大内衆衛 

厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター自殺未遂者支援室長  

本研究は多機関共同で実施される。なお，厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える

自殺対策推進センターについては，症例登録は行わず，本レジストリの管理，運用及び研究に携

わるものである。また，上記の研究代表者及び情報管理責任者は多機関共同の研究組織全体の責

任者である。各共同研究機関における研究責任者はそれぞれの機関における対象者への対応(患者

情報の登録等に伴って高じた不安への対応なども含む)及び研究全体の責任者であり，加えて各共

同研究機関における情報管理責任者は自施設におけるレジストリデータの利活用及び保管，

REACH にアクセスするための ID 及びパスワードの管理等に対する責任を負う。登録情報の抹消

を申し出た者に関する対応等は(問い合わせ窓口)担当者を通してまず各共同研究機関において行

うものとし，対応が困難な場合にはいのち支える自殺対策推進センターに設置された事務局で対

応するものとする。 
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円滑な研究の遂行のため，日本臨床救急医学会『自殺企図者のケアに関する検討委員会』内に

設置された ｢自殺企図者のレジストリ構築ワーキンググループ｣と各共同研究機関が協働して，本

研究は進められる。各共同研究機関に対して，事務局が窓口となって相談対応を行い，必要に応

じて｢自殺企図者のレジストリ構築ワーキンググループ｣に諮る。 

 

6. 研究期間： 

研究期間：研究倫理審査委員会承認後から 2025 年 3 月 31 日まで。 

 

7. 研究における倫理的配慮： 

本研究は，「ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則」及び「人を対象とする生命科学・医学系研究

に関する倫理指針」「個人情報保護法」等，国の法令・指針・ガイドライン等に従い，本計画書を

遵守して実施する。 

 なお，共同研究機関においては，あらかじめ研究責任者を初めとする研究者に倫理研修プログ

ラムの受講を義務づけているが，本研究が自傷・自殺未遂者に関する医療情報という重大かつ特

殊な情報を取り扱うことに鑑み，特に配慮すべき症例への対応など，事前に受講した倫理研修プ

ログラムにおいては取り上げられていない，本レジストリにおいて必要とされる倫理的配慮に関

して，事務局と上記ワーキンググループにより教材を作成し，本研究に関わる研究者及び関係者

に受講を義務づけることとする。現時点で想定できる問題については，本年１１月末までに教材

を作成し，研究者らに受講してもらい，今後，レジストリの運用開始後，明らかになる様々な問

題点に基づき定期的に教材の内容を見直すこととする。 

 

1） インフォームド・コンセント： 

・取得方法 診療録に記載されたデータ等，治療の過程で得られた情報を登録，分析する研究

であることから，本レジストリへの登録について個別の同意取得は行わないが，各共同研究

機関のウェブサイトあるいは院内掲示（オプトアウト。なお，添付資料4は情報公開文書

（院内掲示）の標準例として推奨するものである）等により本研究に関する情報提供を行

い，自らに関するデータが本レジストリに利用されることを承認しない者については，治療

上得られたデータをレジストリの登録に用いないこと，また，一旦登録された情報について

も抹消されることを告知する 

・自傷・自殺未遂レジストリポータルサイト「JA-RSA net.」（https://ja-rsa.net/） にも本研究に

関する情報，自らに関するデータが本レジストリに利用されることを承認しない者について

は治療上得られたデータをレジストリの登録に用いないこと，および一旦登録された情報に

ついても抹消されることが保障されることを掲載する。  

・研究についての質問，資料閲覧，各共同研究機関における(問い合わせ窓口)で対応困難な場

合などの連絡先 

いのち支える自殺対策推進センター 自傷・自殺未遂レジストリ事務局  

Email: registry@jscp.or.jp 

 

 

https://ja-rsa.net/
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2） データの保管及び廃棄の方法： 

本システムは，個人情報を含まないデータを取り扱うものである。 

データの保管及び廃棄の方法は「研究の方法」の「4 データ収集と入力方法等」「5 試料・情

報の保管方法」「7 データの廃棄方法」において述べた通りである。死亡症例が含まれる場

合，患者の死亡後は，個人に関する情報も個人情報とはならないが，それ以外の症例と同様の

方法によりデータを取り扱うことにより，個人が特定されることはない。 

なお，本レジストリへ登録後でも申し出によりその時点より後に作成される分析用データから

個々の対象者のデータを抹消することは可能であるが，申し出時点以前に作成された分析用デ

ータ及び分析済みの結果からの抹消は不可能である。登録後のデータは完全にシステムから消

去できないが，各データを抹消したうえでアクティブな患者リストから外し，分析に使用され

ないようにすることができる（インアクティブなリストには登録の事実は残る）。 

 

3） 苦情等に対する連絡先： 

いのち支える自殺対策推進センター 自傷・自殺未遂レジストリ事務局  

Email: registry@jscp.or.jp 

 

8. 研究に参加することにより起こりうる危険並びに必然的に伴う心身に対する不快な状態（有害事象） :  

本研究は，診療録から抽出する項目を含め，治療の過程で得られた情報を事後的に用いる観察研

究（レジストリ研究）であり，研究参加により対象者に有害事象が生じることは無い。 

 

9. 研究に参加することにより生じる利益及び研究期間中にかかる対象者の医療費： 

本研究は，診療録から抽出する項目を含め，治療の過程で得られた情報を事後的に用いる観察

研究（レジストリ研究）であり，研究参加に基づく対象者への謝礼は発生せず，研究に起因する

医療費も発生しない 。 

 

10. 研究の中止の条件とその対応： 

現在想定していない事態により研究の中止が必要となった際には，速やかに倫理委員会ととも

に研究対象者への報告を行い，情報・試料を 5 年間保管の後に廃棄する。 

 

11. モニタリング及び監査： 

本研究は侵襲を伴わず，対象者に対する介入もないことから，本来モニタリング及び監査は不

要であるが，取り扱うデータの重要性等に鑑み，次のような対応をとることとする。 

まず，事務局において，各共同研究機関におけるデータ登録状況等を逐次観察し，ID 及びパスワ

ードの管理に問題がないかどうか，REACH システムに対する不正アクセスがないかどうか等を

チェックする。また，登録されたデータについても一定期間毎にチェックして，異常値や欠損値

などから誤登録や登録漏れの有無を監視する。これらの点について問題が発見された場合には，

研究代表者並びに当該共同研究機関の長，当該研究機関における研究責任者，情報管理責任者及

び(問い合わせ窓口)担当者に連絡し，生じた問題の解消と再発防止に向けて必要な対応をとるも

のとする。 
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 また，患者情報の運用及び管理体制として，各共同研究機関に対しては毎年度当初に研究責任

者，情報管理責任者及び(問い合わせ窓口)担当者の届出を求め，年度ごとに各共同研究機関におけ

る責任体制が整っているかどうかを確認する。さらに，患者登録の拒絶例や一旦登録したデータ

の抹消申し出については，そのような事象が生じる都度，当該共同研究機関から報告を受けるも

のとし，その理由も確認し，本レジストリの意義の周知が不足しているといった事態が見受けら

れるときには，必要な対応をとるものとする。 

 以上述べた事項について，毎年度開始後概ね３ヶ月以内に前年度に生じた問題点とそれへの対

応，当年度の各共同研究機関における責任体制等を事務局でまとめて，「自殺企図者のレジスト

リ構築ワーキンググループ」に提示し，その監査を受けるものとする。「自殺企図者のレジスト

リ構築ワーキンググループ」は，前年度に生じた問題点とそれへの対応，当年度の各共同研究機

関における責任体制等について，必要があれば追加の調査をしたうえで，意見を述べることとす

る。なお，監査にあたって，ワーキンググループのメンバーが所属する共同研究機関については，

当該メンバーは監査の担当から外れるものとする。 

 

 

12. 研究実施後の研究対象者への対応： 

本研究は，診療録から抽出する項目を含め，治療の過程で得られた情報を事後的に用いる観察

研究（レジストリ研究）であり，基本的には研究実施後の研究対象者への対応は行わない。事後

的に自らに関する情報を本レジストリの登録から抹消することを希望する対象者については，ま

ず，各共同研究機関の(問い合わせ窓口)担当者が対応し，対応が困難な場合等は，いのち支える自

殺対策推進センター 自傷・自殺未遂レジストリ事務局が対応する。 

 

13. 研究成果の取りまとめとその扱い： 

データ登録の時点で個人が特定できない扱いになっており，集計・分析の結果を公表する際に

も，個人が特定できない形で行われる。 

 

14. 研究資金源： 

令和３年度に実施されたレジストリの構築に向けての予備研究である「自殺未遂者の再度の自

殺企図を防ぐための救急医療における自傷・自殺未遂レジストリの構築」については革新的自殺

研究推進プログラム（厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター）

委託研究に採択されて，委託研究費で賄ったが，本研究の管理・運用に関する資金については，

ランニングコストの調達が主たる目的となり，共同研究機関の一つである，厚生労働大臣指定法

人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターから研究資金の提供を受けて行われる。 

 

15. 利益相反： 

研究組織を構成するメンバーの全員について，利益相反はない。 

 

16. 倫理委員会への経過及び最終報告予定： 

実際に開始した時期，実施状況（症例数），倫理的配慮の状況，不利益・有害事象の発生状況，
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研究成果，公開データベースへの登録などについて，年一回中間報告書を，また研究終了時に報

告書を倫理委員会に提出する。 

 

 

17．引用文献： 
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247-253． 
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'ACTION-J'（厚労科学研究費補助金事業自殺対策のための戦略研究）その背景と研究の概要．精
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＊当研究計画書は令和4年10月～11月にかけて、いのち支える自殺対策推進センターで行われた

共同研究機関に対する一括倫理審査において使用されたものです。現在当研究計画書に記載され

た内容とは一部異なる点がございますので、その点ご注意ください。 

                    自傷・自殺未遂レジストリ事務局 令和5年2月10日 


