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Impact of Emergency Care in Khon Kaen Hospital, Thailand: an interrupted time series study 

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９月 13日 ～ 2023 年３月 31日 

研究課題 Impact of Emergency Care in Khon Kaen Hospital, Thailand: an interrupted time 

series study 

研究の概要 目的及び意義：本研究は、コンケン病院（タイ）の救急部（ED）における重症外傷患者の

症例死亡率に対する EMS利用の影響を中断時系列分析の分割回帰により評価し、EMS利

用と重症外傷患者の死亡率との関連性を調べることにより、国の機関による EMS 普及

と救急医療の有効性に関する縦断的効果を評価することを目的としている。 

方法：本研究は 2 つの部分からなる。第１は、各年度の院内死亡率（症例死亡率）と救急

車利用率に関する蓄積されたデータを用いる。第２に、EMS利用率と重度外傷患者の死

亡率との関連性を分析する。 

対象：本研究では、コンケン病院の Injury Surveillanceデータベースの 2 次データを

使用した。1997 年から 2021年のデータベースから患者データを抽出した。データは、

患者の搬送状況（EMS か非 EMSか）、年齢、性別、Injury Severity Score（ISS）、Glasgow 

Coma Scale（GCS）、血圧、脈拍、呼吸数、退院時の状態に関する情報であり、病院内の

データベースから抽出した。 

Objectives and Significance：This study aimed to evaluate longitudinal effect 

of national lead agency on EMS promotion and effectiveness of emergency care 

in Khon Kaen hospital by assess the impact of EMS use on case fatality of 

severe trauma patients in the Emergency Department (ED) in Khon Kaen hospital 

by Segmented Regression of Interrupted Time Series Analysis and investigate 

the association between EMS use and severe trauma patients’ mortality. 

Methods：This research has two parts. First part will use the accumulate data 

about in-hospital death proportion or case-fatality and proportion of EMS use 

in each year. The second part is analysis of association between EMS use and 

severe trauma patients’ mortality. 

Research Subjects：This study uses the secondary data from Injury Surveillance 

database of Khon Kaen hospital. Patients’ data would be extracted from the 

database in 1997-2021. The data includes information about transportation of 
patients (EMS or non-EMS), age, sex, Injury Severity Score (ISS), Glasgow Coma 

Scale (GCS), Blood Pressure (BP), Pulse Rate (PR), Respiration Rate (RR) and 

status at discharge day from hospital’s database. 
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個人情報の

取扱い 

本研究では、研究参加者の秘密を保持するために、以下のような個人情報管理を実施

している。 

・コンケン病院からデータを受け取った後、日本に持ち込む前に、すべてのデータを

匿名化した。匿名化の際、研究者は患者の識別番号と一致するコードを作成し、対応表

を作成した。この対応表は、共同研究者によって、タイ国コンケン病院救急部の鍵付き

キャビネットに安全に保管される。その後、研究者は匿名のデータを日本に持ち込む。 

・データは、パスワードで保護された記憶装置（USBフラッシュメモリー）に保存され

る。研究者がデータを分析し、神奈川県立保健医療大学大学院のパスワード付き個人

ロッカーに保管する。分析には研究代表者のパソコンを使用するが、パソコンのハー

ドディスクにはデータを記録しない。データはヘルスイノベーション研究科の外に持

ち出されることはない。 

・データは研究自身が分析し、他者には公開しない。ヘルスイノベーション研究科で

データを閲覧できるのは研究者だけである。 

This study has personal data managements to maintain confidentiality of the 

research participants as follows. 

• After received data from Khon Kaen Hospital, all data have been anonymized 

before bringing them to Japan. In anonymization procedures, the researcher 

created the correspondence table by creating codes as identification numbers 

which match to patient's identification. The correspondence table would be 

safely kept by co-researcher, in the locked cabinet in Emergency department, 

Khon Kaen Hospital, Thailand. Then, the researcher would bring the anonymous 

data to Japan. 

• The data will be kept in a password-protected storage device (USB flash 

memory drive). The researcher would analyze the data and keep the storage 

device in personal locker with password at Graduate School of Health 

Innovation, Kanagawa University of Human Services, Japan. the researcher’s 

personal computer will be used for the analyses but the data will not be 

recorded on the hard disc of the personal computer. The data will not be 

brought out of the Graduate School of Health Innovation. 

• The researcher analyzes the data herself and does not reveal the information 

to others. The researcher would be the only person who have access to the data 

in Graduate School of Health Innovation, Kanagawa University of Human Services. 
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その他 コンケン病院外傷センターの Facebookに本研究の情報をタイ語で公開し、研究対象者が

研究対象になりたくない場合は、研究代表者に連絡することで研究対象から外れること

ができる。 

The information of this study is disclosed via Facebook of the Khon Kaen Hospital 

Trauma Center. Those who would like to be excluded from the study can do so by 

contacting the primary investigator. 

 

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 Yapanan Papawadee 

 TEL：044-589-8100（代表） 

 


