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II. 成果の概要（総括研究報告） 
和文 

秋山剛部長（NTT 東日本関東病院，精神神経科）、丸田敏雅教授（聖徳大学、心理福祉学部）ら

のグループとともに、世界保健機関が主導して行なっている ICD-11 Ecological Implementation 
Field Studies を実施する体制を構築した。全国 23 の医療機関が参加する多施設共同研究であり、

成人を対象とした一致率プロトコルについて対象患者のリクルートを開始し、現在 28 症例の登録が

完了している。 
また、小児を対象とした一致率プロトコル、及び有用性プロトコルについては、診断ガイドライ

ン、評価医師トレーニング教材、データ入力システムの翻訳を行い、試験開始に向けた準備を行なっ

た。 
 

英文 
World Health Organization(WHO) is currently revising the International Classification of 

Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10). The ecological Implementation 
(clinic-based) field studies (EIFS) are planned to help guide the revision of the Chapter on Mental 
and Behavioual Disorders of the International Classification of Diseases and Related Health 
Problems, 10th Revision (ICD-10) to be incorporated in the 11th Revision of the classification, ICD-
11. 

The ICD-11 EIFS in Japan is a multi-center clinical trial that is carried out at 23 medical 
institutes. A participant recruitment has been started in clinical consistency protocol for adult 
patients and 28 participants have been registered. 

In order to start the clinical consistency study for child and adolescent patients and the clinical 
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utility study, the proposed diagnostic guidelines for ICD-11 for common childhood disorders, the 
training material of the clinical consistency protocol for child and adolescent patients and the 
online data collection platform were translated in Japanese. 
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