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東 京 都 済 生会 中央 病 院 で 診 療 を受 け られ る皆 様 へ
東京都済生会中央病院(以 下、当院)で は、以下 の臨床研究を実施 してお ります。この研究
は、通常 の診療 で得 られた過去 の記録をま とめることによって行 います。この ような研究は、
厚生労働省 の「人を対象 とす る生命科学 。医学系研究 に関す る倫理指針」の規定 によ り、研
究内容 の情報 を公開す ることが必要 とされてお ります。 この研究 に関す るお問 い合 わせな
お問い合わせ先】へ ご連絡 ください。
どあ りま したら、下記 の 【
研究 の名称】
【
アゾール系抗真菌薬併用 がベネ トクラクス錠 の有害事象投与患者 に及ぼす影響 の調査
研究機関及び研究責任者】
【
研究機関

:東 京都済生会中央病院 ・薬剤部

研究責任者

:新 井瞬

研究 の 目的】
【
ア ゾール系抗真菌薬 がベネ トクラクス錠服用患者 の 副作用症状 、臨床検査値 等 に及 ぼす影
響 を調査 ,検 討す ること。
研究 の方法及 び期間】
【
研究 の方法

:通 常 の診療 で得 られた過去の記録 をまとめる ことに よって行 い ます。

研究 の期間

:当

院 の臨床研究倫理審査委員会承認後から 2023年 3月 31日 まで。

研究対象者 の選定 について】
【
。対象 となる患者 さん

2019年 11月 1日 から 2021年 12月 31日 までの間 に東京都済生会中央病院 において
ベネ トクラクス錠 が投与開始 とな った患者 さん。
・利用す る診療情報
年齢、性別、身長、体重、診断名、既往歴、臨床検査値 (ア スパ ラギ ン酸 トランス フェラー
ゼ、アラニ ンア ミノ トランスフェラーゼ、総 ビ リル ビン、血清 クレアチエ ン値、クレアチニ
ンクリランス、推算糸球体濾過量、血清 カ リウム値、尿酸値、血清 リン値、血清 カルシウム
値、自血球数、好中球数、赤血球数、血小板数)、 ベネ トクラクス錠服用 の有無、アゾール
系抗真菌薬投与 の有無・種類、その他併用薬 の有無 。種類
対象 となる患者 さん に生 じる負担並びに予測 され るリスク及 び利益 】
【
本研究は通常 の診療 で得 られた記録 をまとめることに よって行われ、新た にア ンケー トを
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とることは致 しません。よって患者 さんへ の負担、リス ク及 び利益 は発生 しないと考 えます
が、ご自身のデー タを研究 に利用す ることを承諾 されない方は下記 の 【
問 い合 わせ先】にご
連絡下 さい。
その場合 も、診療上何 ら不利な扱 い を受 けることはあ りません。
【
個人情報 の取 り扱 い】
利用す る情報からは、お名前、住所 など、患者 さんを直接同定 で きる個人情報 は削除 します。
また、研究成果 は学会や学術雑誌 で発表 されますが、その際 も患者 さんを特定 できる個人情
報 は利用 しません。また、ご自身のデータを研究に利用することを承諾 されない方は以下 の
問 い合わせ先】にご連絡下 さい。その場合 も、診療上何 ら不利 な扱 いを受けることはあ り
【
ません。
本研究 の実施 について】
【
本研究は、臨床研究倫理審査委員会 に よる審査 の上、研究機関 の長 による承認 を得て実施
してお ります。
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問 い合わせ先】
【
東京都港区三 田

1‐

4‑17

東京都済生会中央病院 薬剤部
担当 新井 瞬
目
言言雪03‑3451‑8211

