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The Factors Affects the Delay in Treatment After Stroke Onset in Thanh Hoa, Vietnam. 

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 ～ 2022年 12月 30日 

研究課題 The Factors Affects the Delay in Treatment After Stroke Onset in Thanh Hoa, 

Vietnam. 

研究の概要 目的及び意義：本研究の目的は、急性期脳卒中患者の症状発現から最終的な治療を遅ら

せる要因を分析することである。特に、病院への到着方法、直接病院へ行ったか、紹介

されたかに注目し、患者（親族）の特性、健康追求行動、意識が治療の遅れにどのよう

に関連しているかを調査する。 

方法：治療遅延の構成要素である病院到着の遅れ、病院での処置の遅れに関連する要因

を調査し、患者特性、健康追求行動、意識を梗塞例と出血例で比較検討する。 

対象：患者（親族）の意識、病院までの交通手段（救急車を含む）、病院での処置などを

対象とし、地域と病院の両方における無適応要因を明らかにする。 

Objectives and Significance：The aim of study is analyzed factors that delay 

definitive treatments of the acute stroke patient from symptom onset. There are 

three main objectives that we would like to achieve when conduct this study 

include investigating how the patient (relatives) characteristics, health-

seeking behaviors, and awareness are associated with the treatment delay, with 

special attention to mode of reaching the hospital, directly going to the 

hospital, or referred. 

Methods：The study design is prospective observational study. Two data forms 

were designed to collect the clinical data of patient in parallel with the 

clinical procedure in hospital. At the same time, a questionnaire was designed 

to obtained patient social demographic, knowledge, and awareness about stroke 

by a private interview. After the interview, patient and their relative were 

received a brief education about stroke. The data was analyzed using SPSS version 

20. Measure for continuous variables is the median and interquartile range (IQR).  

Univariate/Multivariate logistic regression model was used to show the 

correlation between independent variables and outcome 

Research Subjects: For the study subjects, stroke patients who were treated in 

Thanh Hoa General Hospital who met our included and excluded criteria. Patient 

must have acute focal neurological symptoms that occurred outside hospital and 

sought medical help at emergency department of Thanh Hoa General Hospital within 

7 days from symptoms onset. Patient who has received any definitive treatments 
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in referring hospitals were excluded from study (e.g., thrombolytic therapy and 

mechanical thrombectomy for ischemic stroke; administration of hemostatic agents 

and antagonist of anticoagulation therapies.  
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個人情報の

取扱い 

 各患者には ID コードが付与され、データには研究目的のため付与された通し番号と個

人を特定できる情報がリンクされたエクセルファイルの対応表が作成される。データ解

析の柔軟性を高めるため、これらのエクセルファイルはすべてパスワードで保護された

USBに保存され、SHIの鍵付きキャビネットに保管される。データセキュリティの管理は、

研究責任者が行う。SHI では、データの評価は研究代表者のみ許可される。収集されたデ

ータは研究目的のみに使用され、他の目的には使用されない。 

Each patient is given an ID code, the data is assigned serial numbers for the 

research purposes and a corresponding table in excel files, in which the serial 

numbers are linked to the information that can identify the individual. The data 

are anonymized as number for data analysis. For flexibility in data analysis, 

all those excel files are stored in the password-protected USB which will be 

secured in a locked cabinet in SHI. The principal investigator is in charge in 

the process of data security. 

At SHI, the assessment of data is granted only to principal investigator. The 

data collected is used for research purposes only, not for any other purpose. 

その他  

 

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 Truong Thi Hoa 

TEL：044-589-8100（代表） 

 


