研 究実施 につい てのお知 らせ

令和 2年 12月 7日
研究課題名 】
【
集 中治療室入室患者 における末梢皮膚穿刺採血 と動脈 ライ ン採血による血液培養 の コン
タ ミネー シ ョン割合 の比較
研究期間】
【
承認 日 〜

2021年 12月 27日

研究対象】
【

2018年 12月 1日

〜

2021年

12月 27日 の間に集 中治療室に入室 した 20歳 以 上の患

者 さんの中で入室 中に血液培養検査 を受 けた方
研究 目的 。意義】
【
採血の難 しい集 中治療室 の患者 さんにとつて、よ り負担 が少なく、効率的な 「血液培養」
の採血 の仕方 を検討す るための臨床研究を当院集 中治療室では行 つています。
集 中治療室に入院 している患者 さんは菌 に対する抵抗力 が落 ちて しまつていることが多
く、体 の中に菌 が入 りこむ ことで高熱 がでた り、ひ どく血圧が下がつて意識 が もうろ うと
して しま うことが あ ります。 このよ うな状態を 「菌血症」 と呼びます。速や かに検査 して
抗菌薬での治療 を開始 しなければな らない状態 です。「菌血症」になってい るか ど うかは、
血液 の中に菌がい るかを培養 して確 かめる 「血液培養」 とい う採血検査で調べ ることがで
きます。
「血液培養」は菌血症 の診断のために とても大切な採血検査ですが、欠点 もあ ります。
それは採血す るときに患者 さんの皮膚 の表面にくっついてい る菌が混 じり込んで しまい、
「悪 さをしていない菌」 が検出され て しま うことです。特に集 中治療室に入 院 している患
者 さんは病気のために手足がむ くんで しまっていた り、血 管が細 くなって しまっているこ
とが多 く、採血が難 しいため、患者 さんの皮膚 の表面 の菌 が 「血液培養」 の検査に混 じつ
て しま うことが あ ります。診療 のために血 管内に留置 されてい るライ ンか ら血液 を採取す
る方法 もあ りますが、一般的な採血方法 と比べ て どちらが効率的な血液培養 の方法かわか
つていません。
研究方法】
【
この研究では、「菌血症」 の診断のために必要 とされ る 「2回 の血液培養」の採 血検 査の う
ち、1回 を 「皮膚 を穿刺す る 般的な採 血方法」で、残 りの 1回 を 「動脈 ライ ン」か ら引き
出す採血方法で行われた血液培養 の結果 を集計 します。2種 類 の採血方法において、「悪 さ
を していない菌」 が混 じって しま う割合 を比較す ることで、 どちらが効率的な血液培養 の
採血の仕方 かを調 べ ていきます。通常の診療で取得 された情報 のみを用 いますので、追力日
の検査や治療、費用は生 じません。

研究に用 い られ る試料・情報 の種類 】
【
情報 :血 液培養採取 の方法、動脈 ライ ンの情報、血液培養検査結果、人工呼吸器や体外循
環機器使用 の有無、ICU入 院 日数、重症度、在院 日数、入院時 の年齢、性別、血圧 、血液
検査結果、退院時転帰、などの 日常診療 を行 う上で取得 された範囲の情報 が用 い られます。
なお、収集 した情報は患者 さんの名前などの個人情報 を外 した状態で保管 されます。
試料 :な し
外部へ の試料・ 情報 の提供】
【
本研究は研究代表施設

(沖 縄県立 中部病院)を 含 めた全 国約

5施 設にて行われます。収集 し

たデー タは,各 研究実施施設内で患者氏名な どの個人情報を削除 した状態でデー タベース
化 されます。デー タは磁気・ 光学媒体 で提供 され研究代表施設 (沖 縄県立 中部病院)に 集
約 されます。デー タ収集時 の資料および匿名化時 の対応表は,各 研究実施施設内で厳重に保
管 され院外に持ち出 されることはあ りません。研究代表施設 (沖 縄県立 中部病院)か ら外
部へ の情報 の提供はあ りません。
【
個人情報 の取扱 い 】
本研 究で収集 したデ ー タは,各 研究実施施設内で患者氏名な どの個人情報 を削除 した状態
でデー タベース化 されます。デー タ収集時の資料お よび匿名化時 の対応表 は,そ れぞれ各
研究実施施設 において、物理的及 び技術的安全管理措置を適切 に実施 して管理 されます。
対応表は各研究実施施設内で厳重に保管 され院外 に持ち出され るこ とはあ りません。その
ため研究代表施設では研究協力施設か ら提供 されたデー タと個人識別情報を連結す るこ と
はで きませ ん。研究代表施設 (沖 縄県立 中部病院)で は自施設の対応表は集 中治療 室の施
錠できる保 管庫 で管理 されます。
尚 、研究参力日の拒否が表明された時点で,電 子化 されたものについ ては当該デ ー タを削 除
し,そ の他 の資料については復元不可能な状態で廃棄 されます。
本研究に係 る研究対象者 の個人情報は、「個人情報 の保護 に関す る法律についてのガイ ドラ
イ ン (通 則編)平 成 29年 3月 一部改正」お よび 「人を封象 とした医学系研究に関す る倫理
指針 (平 成 29年 5月 29日 一部改正)」 を遵守 して取 り扱われます。

本研究に関す る問い合わせ先】
【
沖縄県立 中部病院 診療科名 :集 中治療部
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TEL:098‐ 973‐ 4■ 1(代 表)
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