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Effectiveness of voice analysis on depression assessment in Ho Chi Minh City, Vietnamに関す

る研究のお知らせ 

 

神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科では以下の研究を行います。 

本研究は、倫理委員会の審査を受け承認された後に、関連の研究倫理指針に従って実施されるものです。 

研究期間  2022 年７月４日 ～ 2023年３月 31日 

研究課題 Effectiveness of voice analysis on depression assessment in Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

研究の概要 目的及び意義：世界的に重要な公衆衛生問題として認識されているにもかかわらず、低・

中所得国ではメンタルヘルスケアの優先順位は依然として低い。自己記入式の心理テ

ストやバイオマーカーなどの従来の方法では、メンタルヘルス評価への利用に限界が

ある。近年、特に日本において、メンタルヘルスの状態を評価・モニタリングするため

に、MIMOSYSと呼ばれる音声分析システムが実用化されている。音声分析は非侵襲的で

あり、専門的な機器を必要とせず遠隔で簡単に実施することができる。また、音声デー

タの解析研究は日本語のほか他の言語でも行われ、うつ病の評価で良好な結果を示し

ている。心理検査の偏りを克服し、実施・管理が容易で、患者・医療従事者双方の負担

を軽減できるという利点があることから、音声分析技術はベトナム語を用いたベトナ

ム人のうつ病評価ツールとなる可能性がある。 

方法：参加者は自己記入式の心理テストを行う。その後、17 の定型句を読み上げる音声

データを収録する。 

対象：健康な人（ベトナム ホーチミン市医科薬科大学公衆衛生学部の学生及び教職員） 

   うつ病患者（ベトナム ホーチミン市の Le Van Thinh病院にて実施） 

Objectives and Significance：Despite being recognized as an important global 

public health problem, mental health care remains a low priority in low- and 

middle-income countries.Conventional methods such as self-administered 

psychological tests and biomarkers have some limitations in use of mental 

health assessment. Recently, a voice analysis system called MIMOSYS is in 

practical use to assess and monitor mental health status, particularly in 

Japan. Voice analysis is non-invasive, requires no specialized equipment, and 

can be performed easily and remotely. In addition to the Japanese language, 

voice data analysis studies have been conducted in other languages showing 

good results in the assessment of depression. Therefore, voice analysis 

technique can be a potential tool to assess depression in Vietnamese 

individuals, using Vietnamese language, with the advantage of overcoming bias 

of psychological tests, easy to implement and manage, thus may help reduce 

the burden on both patients and medical staff. 

Methods：Participants will be asked to perform self-administered psychological 

tests . Then participant’s voice data will be recorded from reading 17 fixed 
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phrases. 

Research Subjects：Healthy individuals（students and staffs from the Faculty of 

Public Health, University of Medicine and Pharmacy at Hochiminh City, Vietnam） 

Patients with depression（conducted from Le Van Thinh Hospital, Ho Chi Minh 

City, Vietnam） 

研究組織 研究代表者：ヘルスイノベーション研究科 修士課程 LE TRUONG VINH PHUC 

研究分担者（指導教員）：德野 慎一 

研究分担者（指導補助教員）：渡邊 亮 

個人情報の

取扱い 

氏名、住所、個人識別番号など、参加者を特定できる情報は収集しません。 

参加者の音声データは、パスワードで保護されたノートパソコンに保存されます。デ

ータを転送する場合は、安全なクラウドサービスを経由して、研究チームの権限のある

担当者によって行われます。 

アンケートデータ、音声データを含むデータの解析は、研究代表者が SHI３階のデータ

ルーム、SHI２階のレクチャールーム、または指導教員室のいずれかにて行う予定です。

これらの部屋は登録者以外立ち入ることはできません。 

収集したデータは、本研究の目的以外には使用しません。サンプルやデータの使用・閲

覧は、研究代表者、研究分担者のみが行うことができます。 

Participant’s identifying information such as name, address, personal 

identification (ID) number, etc. will not be collected.  

Voice data from participants will be stored on a laptop secured with password. 

In case of data transportation, it will be done via a secure cloud service, by 

authorized personnel of the research team. 

Data, including data from questionnaires and voice data, will be analyzedby 

the principal researcher in one of the following rooms: the Data Room on SHI3F, 

or the Lecture Room on SHI2F, or the academic advisor's room. Only registered 

personnel can access these rooms.  

Collected data will not be used for any other purpose than this study. Only 

the principal researcher, research manager, assistant manager can use and browse 

the samples and data. 

その他  

 

対象となる方で、研究の内容や、ご自身の検査結果などの研究への使用に関して、より詳しい情報をお知

りになりたい場合は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

〔問い合わせ先〕 

研究代表者： ヘルスイノベーション研究科 修士課程 LE TRUONG VINH PHUC 

 TEL：044-589-8100（代表） 

 


