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当院へ通院加療す る患者 さんヘ
当院では 卜
記 の臨床研究を実施 してお ります。
本研究 の対象者に該 当す る可能 性の ある方で、診療 情報等 を研究 目的に利用または提供 され
る ことを希望 され ない場合 は、下記 の問 い合 わせ先 にお問い合 わせ下 さい。
研究課題略 :肺 NIAC症 に対す るエ リスロマイ シン単剤長期投与 の臨床効果 の検討
研究代表者 :内 科部長 (呼 吸器 )中 村守男

本研究 の 目的 :肺非結核性抗酸菌、特 に起炎菌 が M,力 赫 e血 血 a嵐 血 お よび Nヶcめ由 dtllll

AC)で ある肺 lvlAC症 の うち、最 も頻度 が高 く比較的臨床症

httκ cndarc(以 下合 わせて Ⅳ

4ACに よる′
震性下気道感染症・
状 が軽度 である結節・気管支拡張型 (以 下 NB型 )、 即ち ■
長の臨床経過 ・ 臨床効
気管支拡 張症 に対 して、エ リス ロマイ シン (以 下 EM)単 剤 の長期 内月
果 ついて調査 を行 い、その特徴 と診療 の経過 の検討 を行 い ます。

調 査デ ー タ該 当期 間 :2014年 1月 か ら 2舵 1年 3月 まで

対象 となる患者 さん と研究 の方法 :肺 ■lAC ttNB型 の診断 され 、何 らかの理 由によ り標準
的多剤療法 の導入 を回避 された方で、気管支拡張症 として

EM少 量 単独投与 の期待 出来 る

臨床的効果 を 口頭 で説 明 し本内服治療 を希望 され、EM 20Xl‐ 400可 日の投与を 3ヶ 月以上
行 った方 を対象 としますЪ電子カル テに記載 のある診療記録、検体検査や画像 検査 のデー タ
を検討 します。

個人情報の取 り扱い

:

1)本 研究で取り扱 う患者 さんの個人情報は、患者番号のみです。その他の個人晴幸囲ま一切

取 り扱 いませ れ

2)本研究 で取 り扱 う患者 さんの診療情報 は、個人情報 をすべ て削除 し、第 3者 には一切わ
か らない よ うに匿翡化 したデー タとして取 り扱 い ます。

3)患 者 さんの個人情報 と匿名 化デー タとを結 びつ ける情報

(連 結情報)は 、本 研究 の個人

情報管理者 が研究終了まで厳重 に管理 し、研究 の実施 に必要な場合 のみに参照 します。また 、
研 究終了時 には完 全に抹消 しま九

o

連結 晴幸園ま、 当院内のみ で管理 し、他 の共同研究機 関等 には一切公 開い た しませ ん。

なお、本研究 の資金源 (利 益 相反):本研究に関連 し開示すべ き利益相反 関係 にある企業等
はあ りません。

お問い合 わせ

:

研 究 の計画書、研 究に関す る資料な どをご覧 にな りたい場合 、個人情報 の取 り扱 いに関す る
お問い合わせ な どは、下記研究代表者 に ご連絡下 さい。
また、本研究 の対象 となる方 または代理人 (ご 本人 よ り委任 を受けた方な ど)よ り、情報 の
利用 の停 止 を求める旨のお 申し出があつた場合 は、適切な措置 をいた します。その場合 も下
記 へ の連絡をお願 いいた します。
備考 :研 究 に同意 しないこ と、または同意 を撤回す る ことによつて不利 益な取 り扱 い を受 け
る こ とはあ りません。

研究代表者 :東京都済 生会 中央病院

内科 (呼吸器 )中 村守 男
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