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2017年1月1日～2021年12月31日の間に
当科を受診された患者さん， またはそのご家族へのお知らせ

一「抗菌薬適正使用ならびに手指衛生と耐性菌発生の関連性に関する検討」 へのご協力の

お願いー

本研究の内容は、研究に参加される方の権利を守るため、 研究を実施することの適否について川崎医科大

学・同附属病院倫理委員会にて審査され、既に審議を受け、 承認を得ています。 また、 学長と病院長の許可

を得ています。

研究責任者 川崎医科大学附属病院 中央検査部 副主任 石松 昌己

研究分担者

川崎医科大学附属病院 ノI、児科 副部長 大石 智洋

川崎医科大学附属病院 呼吸器内科 医長 吉岡 大介

川崎医科大学F付属病院 看護部 自市長 平田 早苗

川崎医科大学F付属病院 中央検査部 技師長 河口 豊

川崎医科大学附属病院 中央検査部 臨床検査技師 村上 悦子

J 11崎医科大学附属病院 薬剤部 部長 小林 美代子

川崎医科大学附属病院 薬剤部 薬剤師 藤井 哲英

川崎医科大学附属病院 薬剤部 薬剤師 森原 /I慎子

川崎医科大学附属病院 薬剤部 薬剤師 萱 智史

川崎医科大学総合医療センタ ー 外科 部長 羽井佐 実

川崎医科大学総合医療センタ ー 看護部 高lj師長 松田 真哉

川崎医科大学総合医療センタ ー 看護部 副主任 回日 開j士

川崎医科大学総合医療センタ ー 中央検査部 技師長 田村 昌代

川崎医科大学総合医療センタ ー 中央検査部 臨床検査技師 演野 政弘

川崎医科大学総合医療センタ ー 中央検査部 臨床検査技師 大村 正恵

川崎医科大学総合医療センタ ー 薬剤部 部長 監物 笑男

川崎医科大学総合医療センタ ー 薬剤部 部長補佐 滝波 昇悟

川崎医科大学総合医療センタ ー 薬剤部 薬剤師 立石 翼

1 研究の概要

本研究の目的は， 我が国の大学病院における抗菌薬の使用状況が薬剤耐性菌検出率と関連しているの
か否かを検討することです。 本研究は， 私立医科大学病院感染対策推進会議参加施設が行う， 他施設共

同研究です。

当検査部では， 川崎医科大学・同附属病院倫理委員会の承認を得て， 2017年1月1日から2021年12

月31日の聞に， 当院を受診された患者さんのうち，培養検査が施行された方の検査結果および治療に使
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用された抗菌薬の使用量を調査し「抗菌薬適正使用ならびに手指衛生と再村生菌発生の関連性に隠する検

討」についての後方視的調査研究を実施します。

2圃 研究の方法

1）研究対象者

2017年1月1日から2021年12月31 13の間に，J 11崎医科大学附属病院で情養検査が施行されたd志者さ

ん， またはご家族の 方

2）研究期間

2016年6月13日～2022年3月31日

3）研究方法

J 11崎医科大学・同附属病院倫理委員会の承認を得て， 2017年1月1日から2021年12月31日の間に，

当院を受診された愚者さんのうち，培養検査が施行された方の検査結果および治療に使用された抗菌薬の

使用量を調査し「抗菌薬適正使用ならびに手指衛生と骨付生菌発生の関連性に関する検討jについての後方

視的調査研究を実施します。

4）使用する試料・情報の種類

薬剤耐性菌の発生率， 抗菌薬の使用密度， アルコ ール十生手指消毒剤jの消費量， 等

5）外部への試料・情報の提供

東京慈恵医科大学附属病院へのデータの提供は， 特定の関係者以外がアクセスできない状態で行いま

す。

6）試料 E 情報の保存く及び二次利用＞

この研究に使用した情報は、研究の中止または論文等の発表から5年間、川崎医科大学中央検査部内で

保存させていただきます。電子情報の場合はパスワ ー ド等で制御されたコンピュ ー タ ー に保存し、その他

の情報は施錠可能な保管庫に保存します。 なお、保存した情報を用いて新たな研究を行う際は、倫理委員

会にて承認を得ます。

7）研究計画書および個人情報の開示

あなたのご希望があれば、個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲内で、 この研究計画

の資料等を閲覧または入手することができますので、 お申し出ください。

また、 この研究における個人情報の開示は、あなたが希望される場合にのみ行います。 あなたの同意に

より、 ご家族等（父母（毅権者）、配偶者、 成人の子又は兄弟姉妹等、後見人、 保佐人）を交えてお知ら

せすることもできます。内容についておわかりになりにくい点がありましたら、遠慮なく担当者にお尋ね

ください。

この研究にご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 また、 あなたの試料 ・ 情報

が研究に使用されることについて、あなたもしくは代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象と

しませんので、 (2022年3月1日までの 聞に）下記の連絡先までお申し出ください。 この 場合も診療な

ど病院サービスにおいて愚者さんに不利益が生じることはありません。

 



く問い合わせ ・ 連絡先＞

川崎医科大学附属病院 中央検査部

氏名．石松 昌己

電話： 086 462 1111 内線23121 （平日・8時30分～17持00分）

ファックス・086 464-1141

＜研究組織〉

研究代表機関名 東京慈恵医科大学附属病院
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研究代表責任者 東京慈恵医科大学附属病院 感染対策部 中津 靖 ほか

共同研究機関

私立医科大学病院感染対策推進会議参加病院 53機関（資料l参照）

3. 資金と利益相反

本研究は私立医科大学病院感染対策推進会議の運営費を使用しますが本院への受け入れはありませ

ん。 本研究について， 利益相反委員会にこの内容を申請し， 適正に管理されています。

 



（資料1) 私立医科大学病続感染対策推進会議参加病院および研究代表者一覧

No. 大学病院名 研究責任者 No. 大学病院名 研究責任者

本 院 分 院

1 岩手痘科大学附属病院 棲井滋 30 日本医科大学多摩永山病院 丸山弘

2 日本大学医学部I付属板橋病院 矢内充 31 日本医科大学千葉北総病院 驚藤伸行

3 日本医科大学付属病院 根井貴仁 32 東邦大学医療センター大橋病院 松瀬厚人

4 東邦大学医療センター大森病院 宮崎泰斗 33 東邦大学医療センタ ー 左倉病院 長島誠

5 東京塁科大学病院 渡遺秀裕 34 東京医科大学茨城医療センター 渡遺秀裕

6 東京女子医科大学病院 満田年宏 35 東京慈恵会医科大学附属柏病競 塚田弘樹

7 東京慈恵会医科大学附属病院 中津靖 36 順天堂大学医学部附属浦安病院 佐々木信一

8 慶熔義塾大学病院 長谷川直樹 37 縞天堂』J学医学師附属｜領天堂東京『工車両齢者医掠kンタ」唱 金井美紀

9 昭和大学病院 詫間隆博 38 順天堂大学医学部附属練馬病院 杉田学

10 順天堂大学医学部附属順天堂医院 堀賢 39 関西医科大学総合医療センタ） 清原隆'ii;

11 関西医科大学附属病院 宮下修行 40 関西医科大学香里病院 吉田秀行

12 大阪医科大学附属病院 浮村聡 41 久留米大学医療センタ 大津寧

13 久留米大学病続 渡遺浩 42 北里大学北呈研究所病院 鈴木幸男

14 北里大学病院 高山陽子 43 J 11崎医科大学総合医療センタ」 f可口 豊

15 杏林大学医学部付属病院 河合伸 44 聖7リアンナ医科大学東横病院 竹村弘

16 JI［崎医科大学F付属病院 河口 豊 45 聖マワアンナ医科大学横浜市西部病院 竹村弘

17 聖マリアンナ医科大学病院 竹村弘 46 川崎市立多摩病院 竹村弘

18 帝京大学医学部附属病院 松永直久 47 福岡大学筑紫病院 永田忍彦

19 藤岡医科大学病院 石川清仁 48 自治医科大学F付属さいたま医療センター 市橋光

20 兵庫医科大学病院 竹末芳生 49 埼玉医科大学総合医療センター 大野秀明

21 愛知医科大学病続 ＝鴨讃繁 50 時玉医科大学国際医療センター 光武耕太郎

22 福岡大学病院 高田徹 51 近畿大学奈良病院 嶋田高広

23 自治医科大学附属病院 森津雄司 52 東海大学医学部付属東京病院 海老原明典

24 埼玉医科大学病院 樽本 憲人 53 東海大学医学部付属八王子病院 坂本春生

25 金沢医科大学病院 飯沼由嗣

26 1聞協医科大学病院 福島篤仁

27 近畿大学病続 吉田耕一郎

28 東海大学医学部付属病院 宮地勇人

29 産業医科大学病院 粛藤光正

 




