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細菌感染症の診断、治療のため、当院で喀痰、尿、血液検体を

用いたグラム染色検査を受けられた入院・通院患者さんの診療

上必要な検査に使用したのち余った検体を用いた医学系研究

に対するご協力のお願い 

 
 

研究責任者 所属 臨床検査医学 職名 教授 
氏名  松下 弘道            
連絡先電話番号 03-5363-3710        

実務責任者 所属 臨床検査医学 職名 講師 
氏名  上蓑 義典            
連絡先電話番号 03-5363-3710        
 

 
このたび当院では、大阪大学および株式会社 GramEye と共同して、上記のご病気のために当院

で喀痰、尿、血液検体を用いたグラム染色検査を受けられた入院・通院患者さんの診療の臨床検査

に使用したのちに生じた残余検体を用いた下記の医学系研究を、医学部倫理委員会の承認ならびに

病院長の許可のもと、倫理指針および法令を遵守して実施しますので、ご協力をお願いいたします。 

この研究を実施することによる、患者さんへの新たな負担は一切ありません。また患者さんのプ

ライバシー保護については最善を尽くします。 

本研究への協力を望まれない患者さんは、その旨を「９ お問い合わせ」に示しました連絡先まで

お申し出下さいますようお願いいたします。 

 
１ 対象となる方 
細菌感染症の診断、治療のため、研究期間（研究実施許可日〜2028 年 3 月 31 日）中に当院で喀痰、

尿、血液検体を用いたグラム染色検査を受けられた入院・通院患者さんのうち、診療上必要な検査

を実施した上で、検体の残り（残余検体）が生じた方。 
 
２ 研究課題名 
承認番号 20221174 
研究課題名 解析 AI 搭載自動グラム染色装置の臨床性能評価 
 
３ 共同研究機関 
慶應義塾大学医学部・慶應義塾大学病院  （研究責任者：臨床検査医学教室 松下 弘道） 
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大阪大学医学部・大阪大学医学部附属病院 （研究責任者：感染制御学教室 忽那 賢志） 
株式会社 GramEye           （研究責任者：取締役 山田 達也） 
 
４ 本研究の意義、目的、方法 
微生物検査は、感染症の診療を行っていくのに不可欠な抗菌薬を選ぶ上で非常に重要です。しかし

微生物検査の中でも培養という方法によって感染症の原因の菌の名前を決めたり、抗菌薬の効き目

を調べる検査には多くの時間がかかります。その点、微生物検査の中でも、グラム染色といって、

スライドグラス上の検体（スライド標本）を、グラム染色液というもので色をつけ、顕微鏡で観察

する方法は、迅速に、検体中の菌の形、染色された色や量を知ることができます。そのため、グラ

ム染色の結果を利用して、培養検査の結果が出る前に、患者さんにとって最適な抗菌薬を医師が選

ぶことが可能になります。これにより、感染症に対する診療の質が向上するとともに、抗菌薬が効

かない菌が出現することを防ぐことができます。 

しかし、グラム染色は多くの検査室では手作業で実施されています。またグラム染色した標本を顕

微鏡で観察する際に、菌の形、染色された色や量は検査技師の経験に基づいて判定され報告されて

います。これを、染色から顕微鏡での観察までを全自動で行うことにより、グラム染色にかかる手

間を軽減でき、さらに経験の少ない検査技師でも、迅速かつ正確にグラム染色所見を医師に報告す

ることができるようになると考えられます。株式会社 GramEyeの開発した AI搭載自動グラム染色装

置 Magentaは、染色から顕微鏡での観察までを完全に自動化することができます。これが臨床検査

に導入されることで、迅速で正確なグラム染色検査が可能になり、抗菌薬を適正に使用できるよう

になると期待されます。 

そのため本研究は、診療上の目的で提出され、グラム染色検査など微生物検査を実施した上で余っ

た検体（残余検体）から作成された、個人情報と一切紐づかないスライド標本を用いて、AI搭載自

動グラム染色装置 Magentaによる全自動での顕微鏡による標本の観察結果の正確性を、病院検査技

師による顕微鏡での標本の観察結果の正確性と比較して評価することを目的として実施します。 

 

方法としては研究に参加する慶應義塾大学病院、大阪大学医学部附属病院でそれぞれ、診療上の必

要性から、グラム染色も含めた微生物検査が依頼された痰・尿・血液の検体について、再検査等の

対応も含めて十分な検体量が存在する検体に限り、培養検査に必要な検体を使用し、診療に用いる

グラム染色用のスライド固定標本を作成した上で残った検体を用いて、研究用に 1 枚スライド標本

を作成します。この研究用標本については個人情報を一切添付せず、研究用の番号のみを記載しま

す。そして、研究用の番号と個人情報を紐づける情報は一切作成しません。すなわち研究用に作成

したスライド標本は誰のものか、誰にも全くわからない形にします。 
こうして作成した研究用スライド標本について、AI 搭載自動グラム染色装置 Magenta を用いて自

動的にグラム染色を実施します。このグラム染色済みの研究用スライド標本について AI 搭載自動

グラム染色装置 Magenta を用いて全自動で顕微鏡による観察を行い、AI を用いてその検査所見を

記録します。また同じグラム染色済みの研究用スライド標本を用いて、今度は各医療機関の臨床検

査技師が、顕微鏡による観察を行い、通常の検査業務で行っている判定に準じてその検査所見を記

録します。 
さらに、このグラム染色済みの研究用スライド標本を各医療機関から業務委託先の株式会社兵庫県
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臨床検査研究所に送付します、これを同社に所属する複数名の検査技師が、AI 搭載自動グラム染色

装置 Magenta や他の臨床検査技師による顕微鏡観察した所見について知らされない状態で、顕微

鏡で観察して所見を記録します。株式会社兵庫県臨床検査研究所の複数の検査技師によって一致し

た所見を正しい答えとして、各医療機関の臨床検査技師の観察所見、AI 搭載自動グラム染色装置

Magenta の AI による観察所見の正答率を算出し、両者で正答率に差がないかを比較することによ

り、AI 搭載自動グラム染色装置 Magenta の AI を用いた顕微鏡での観察能力を評価します。 
慶應義塾大学病院、大阪大学医学部附属病院からそれぞれ得られた AI を用いた検査所見、顕微鏡

の画像情報、臨床検査技師が観察した検査所見の情報（研究用番号のみが付与され誰のものか全く

わからない情報）を大阪大学医学部に送付します。また、株式会社兵庫県臨床検査研究所で実施さ

れた観察所見の情報（研究用番号のみが付与され誰のものか全くわからない情報）についても大阪

大学医学部に送付され、統計的に正答率の比較を行います。さらに、同じ情報は慶應義塾大学医学

部および株式会社 GramEye に送付され、AI 搭載自動グラム染色装置 Magenta のプログラム修正

や改良、研究結果の解釈に使用されます。本研究は慶應義塾大学、大阪大学、株式会社 GramEye
による多施設共同研究であり、慶應義塾大学は、データ収集を担当するとともに、研究の統括を担

当します。 
 
５ 協力をお願いする内容 
以下の点につきご協力をお願いします。 
・臨床上の必要性から検査室に提出された痰・尿・血液の微生物検査検体の検査に使用した余りを

用いて、研究用スライド標本（誰のものか、誰にも全くわからない標本）を作成し使用すること。 
 
６ 本研究の実施期間 

研究実施許可日 〜 （西暦）2028 年 3 月 31 日 
 
７ プライバシーの保護について 

1) 本研究では患者さんの個人情報は取り扱いません。 
2) 本研究で痰・尿・血液の微生物検査検体の検査に使用した余りを用いて作成する、研究用

スライド標本は個人情報を一切伴いません。 
3) 研究用スライド標本と患者さんの個人情報を結びつける情報は作成しません。よって、本

研究で使用する研究用スライド標本は完全に匿名加工（誰のものか、誰にもわからない処

理）をいたします。 
 

８ 利益相反 
 本研究では、AI 搭載自動グラム染色装置 Magenta を開発し、製造販売する予定の企業である株

式会社 GramEye から研究資金の提供、AI 搭載自動グラム染色装置 Magenta の無償貸与を受ける

予定です。加えて、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）、AMED（日本医療研究開発

機構）、JST（科学技術振興機構）から提供される研究費を使用する予定です。なお株式会社GramEye
は、今回評価する AI 搭載自動グラム染色装置 Magenta の基礎技術に関する特許を出願中です。な

お本研究における研究者の利益相反については、各研究機関の利益相反マネジメント委員会等にお
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いて、公正な研究を行うことができると判断を受けたうえで実施しています。 
 
９ お問い合わせ 
本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記へご連絡下さい。 

また本研究の対象となる方またはその代理人（ご本人より本研究に関する委任を受けた方など）

より、余りの検体の使用の停止を求める旨のお申し出があった場合は、適切な措置を行いますので、

その場合も下記へのご連絡をお願いいたします。 
 
研究責任者 
慶應義塾大学医学部臨床検査医学 教授 
松下 弘道 
03-5363-3710（直通電話） 

以上 


	(ver. 2017.04)
	細菌感染症の診断、治療のため、当院で喀痰、尿、血液検体を用いたグラム染色検査を受けられた入院・通院患者さんの診療上必要な検査に使用したのち余った検体を用いた医学系研究に対するご協力のお願い
	研究責任者 所属　臨床検査医学　職名 教授
	氏名　　松下　弘道
	連絡先電話番号　03-5363-3710
	実務責任者 所属　臨床検査医学　職名 講師
	氏名　　上蓑　義典
	連絡先電話番号　03-5363-3710
	このたび当院では、大阪大学および株式会社GramEyeと共同して、上記のご病気のために当院で喀痰、尿、血液検体を用いたグラム染色検査を受けられた入院・通院患者さんの診療の臨床検査に使用したのちに生じた残余検体を用いた下記の医学系研究を、医学部倫理委員会の承認ならびに病院長の許可のもと、倫理指針および法令を遵守して実施しますので、ご協力をお願いいたします。
	この研究を実施することによる、患者さんへの新たな負担は一切ありません。また患者さんのプライバシー保護については最善を尽くします。
	本研究への協力を望まれない患者さんは、その旨を「９ お問い合わせ」に示しました連絡先までお申し出下さいますようお願いいたします。
	１　対象となる方
	細菌感染症の診断、治療のため、研究期間（研究実施許可日〜2028年3月31日）中に当院で喀痰、尿、血液検体を用いたグラム染色検査を受けられた入院・通院患者さんのうち、診療上必要な検査を実施した上で、検体の残り（残余検体）が生じた方。
	２　研究課題名
	承認番号 20221174
	研究課題名 解析AI搭載自動グラム染色装置の臨床性能評価
	３　共同研究機関
	慶應義塾大学医学部・慶應義塾大学病院　　（研究責任者：臨床検査医学教室　松下　弘道）
	大阪大学医学部・大阪大学医学部附属病院　（研究責任者：感染制御学教室　忽那　賢志）
	株式会社GramEye　　　　　　　　　　　（研究責任者：取締役　山田　達也）
	４　本研究の意義、目的、方法
	方法としては研究に参加する慶應義塾大学病院、大阪大学医学部附属病院でそれぞれ、診療上の必要性から、グラム染色も含めた微生物検査が依頼された痰・尿・血液の検体について、再検査等の対応も含めて十分な検体量が存在する検体に限り、培養検査に必要な検体を使用し、診療に用いるグラム染色用のスライド固定標本を作成した上で残った検体を用いて、研究用に1枚スライド標本を作成します。この研究用標本については個人情報を一切添付せず、研究用の番号のみを記載します。そして、研究用の番号と個人情報を紐づける情報は一切作成しま...
	こうして作成した研究用スライド標本について、AI搭載自動グラム染色装置Magentaを用いて自動的にグラム染色を実施します。このグラム染色済みの研究用スライド標本についてAI搭載自動グラム染色装置Magentaを用いて全自動で顕微鏡による観察を行い、AIを用いてその検査所見を記録します。また同じグラム染色済みの研究用スライド標本を用いて、今度は各医療機関の臨床検査技師が、顕微鏡による観察を行い、通常の検査業務で行っている判定に準じてその検査所見を記録します。
	さらに、このグラム染色済みの研究用スライド標本を各医療機関から業務委託先の株式会社兵庫県臨床検査研究所に送付します、これを同社に所属する複数名の検査技師が、AI搭載自動グラム染色装置Magentaや他の臨床検査技師による顕微鏡観察した所見について知らされない状態で、顕微鏡で観察して所見を記録します。株式会社兵庫県臨床検査研究所の複数の検査技師によって一致した所見を正しい答えとして、各医療機関の臨床検査技師の観察所見、AI搭載自動グラム染色装置MagentaのAIによる観察所見の正答率を算出し、両者...
	慶應義塾大学病院、大阪大学医学部附属病院からそれぞれ得られたAIを用いた検査所見、顕微鏡の画像情報、臨床検査技師が観察した検査所見の情報（研究用番号のみが付与され誰のものか全くわからない情報）を大阪大学医学部に送付します。また、株式会社兵庫県臨床検査研究所で実施された観察所見の情報（研究用番号のみが付与され誰のものか全くわからない情報）についても大阪大学医学部に送付され、統計的に正答率の比較を行います。さらに、同じ情報は慶應義塾大学医学部および株式会社GramEyeに送付され、AI搭載自動グラム染...
	５　協力をお願いする内容
	以下の点につきご協力をお願いします。
	・臨床上の必要性から検査室に提出された痰・尿・血液の微生物検査検体の検査に使用した余りを用いて、研究用スライド標本（誰のものか、誰にも全くわからない標本）を作成し使用すること。
	６　本研究の実施期間
	研究実施許可日　〜　（西暦）2028年3月31日
	７　プライバシーの保護について
	1) 本研究では患者さんの個人情報は取り扱いません。
	2) 本研究で痰・尿・血液の微生物検査検体の検査に使用した余りを用いて作成する、研究用スライド標本は個人情報を一切伴いません。
	3) 研究用スライド標本と患者さんの個人情報を結びつける情報は作成しません。よって、本研究で使用する研究用スライド標本は完全に匿名加工（誰のものか、誰にもわからない処理）をいたします。
	８　利益相反
	本研究では、AI搭載自動グラム染色装置Magentaを開発し、製造販売する予定の企業である株式会社GramEyeから研究資金の提供、AI搭載自動グラム染色装置Magentaの無償貸与を受ける予定です。加えて、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）、AMED（日本医療研究開発機構）、JST（科学技術振興機構）から提供される研究費を使用する予定です。なお株式会社GramEyeは、今回評価するAI搭載自動グラム染色装置Magentaの基礎技術に関する特許を出願中です。なお本研究における研究者の...
	９　お問い合わせ
	本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記へご連絡下さい。
	また本研究の対象となる方またはその代理人（ご本人より本研究に関する委任を受けた方など）より、余りの検体の使用の停止を求める旨のお申し出があった場合は、適切な措置を行いますので、その場合も下記へのご連絡をお願いいたします。
	研究責任者
	慶應義塾大学医学部臨床検査医学　教授
	松下　弘道
	03-5363-3710（直通電話）
	以上

