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① 研究の名称 

地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究 
－IPW 実習の客観的評価に関する研究－ 
 

② 研究の実施体制 

 所属（基本学科）・学科   職種    資格・学籍番号   氏名 
医学部 社会医学  医師  助教・大学院生      金田光平 
医学部 社会医学  医師  准教授   柴﨑智美 
医療人育成支援センター地域医学推進センター 医師 助教   高橋幸子 
医学部 社会医学  保健師  特任准教授  本橋千恵美 
医学部 教養教育    講師   米岡裕美 
医学部 社会医学    講師   荒木隆一郎 
医学部 社会医学  臨床検査技師 講師   宮﨑 孝 
医学部 社会医学    助手   植村真喜子 
医学部 社会医学  医師  大学院生          松本佳祐 
医学部 社会医学  医師  教授   亀井美登里 
情報技術支援推進センター   教授   椎橋実智男 
医学教育センター  医師  教授   森 茂久 
 
学外共同研究者 
 埼玉県立大学保健医療福祉学部・理学療法学科 理学療法士 教授 田口孝行 
 埼玉県立大学保健医療福祉学部・社会福祉こども学科 社会福祉士 准教授 新井利民 
 埼玉県立大学保健医療福祉学部・作業療法学科 作業療法士 准教授 川俣実 
 城西大学薬学部・薬学科 薬剤師  准教授  細谷 治 
 日本工業大学建築学部    准教授  勝木祐仁 
本学が基盤機関として実施する。 

 

③ 研究目的及び意義・背景 

WHO は 2010 年にまとめた「専門職連携教育（Interprofessional Education：IPE）及び連携医療の

ための行動の枠組み」の中で、過去 50 年間の研究成果から得られた結果として専門職連携教育を受け

た人材が連携医療を実践することが、健康アウトカムの改善に繋がる革新的戦略であると提言した。

WHO のいう連携医療とは、「異なる専門分野の複数の医療従事者が患者、家族、コミュニティと連携し

て最高品質のケアを提供すること」であり、今まさに我が国で求められている地域包括ケアにおける医

療と介護が連携して提供する患者等のケアまでを含む概念である。このような連携は専門性が先鋭化し

ている現在の大学病院等で行う IPE では学ぶことが難しく、地域の保健医療福祉分野での IPE におい
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て学ぶことができる。 
平成 24 年度から平成 28 年度までの 5 年間、文部科学省の大学間連携共同教育推進事業の補助を受

けて、埼玉県にある保健医療福祉系の学部を持つ 3 つの大学（埼玉県立大学、埼玉医科大学、城西大学）

と建築や生活環境デザインを専門とする工学部（2017 年度より建築学部に組織改編）を持つ 1 つの大

学（日本工業大学）の 4 大学は、地域住民の暮らしを支える連携力を育成するための専門職連携教育を

共同で実施してきた（彩の国連携力育成プロジェクト、以下本プロジェクト）。「彩の国連携科目」の共

同開講共同開発を行い、4 つの大学で 5 つの科目（ヒューマンケア論、ヒューマンケア体験実習、IPW
（Interprofessional Work：専門職連携実践）論、IPW 演習、IPW 実習）を正規カリキュラムに位置づ

けることができた。また、教育プログラムの質保証を目的として、共通教材や地域基盤型 IPW コンピ

テンシー、ルーブリック、客観的評価指標を開発するとともに、IPW 実習ファシリテータガイドを作成

し教員の研修を行った。平成 30 年 3 月に公表された文部科学省の事後評価では S 評価（計画を超えた

取組が行われ、優れた成果が得られていることから本事業の目的を十分に達成できたと評価できる）で

あり、本教育プログラムのさらなる質保証の取組が期待されている。 
本プロジェクトでは、連携と統合を建学理念とする埼玉県立大学が 4 年生全学必修科目として地域の

保健医療福祉の場で患者利用者のより良い暮らしの実現のための方策を検討することを通して多職種

の相互の理解とチーム形成のプロセスを学ぶことを目的とした IPW 実習を平成 24 年度より実施して

おり、埼玉医科大学でも医学部 4 年生が地域社会と健康ユニット実習の一部として選択必修で、また課

外学習プログラムとしても参加してきた。本実習は上記の「彩の国連携科目」の最終段階に位置付けら

れ、4 大学あるいは 2 大学の学生が 5‐6 人で 1 チームを形成し、4 大学の教員 1 名がチームの指導教

員として参加して行うものである。事前の 2 回のオリエンテーションと 4 日間にわたり埼玉県内の保健

医療福祉に関する施設において、ひとりの患者・利用者の質の高い暮らしの実現のための援助計画を作

成する実習と地域の専門職、住民を交えた報告会を通して、①チーム形成のプロセス、②他領域の相互

理解のプロセス、③患者・利用者・施設・地域の課題解決のプロセス、④個人とチームを振り返り自ら

の課題を発見するプロセスを体験することを目標とした実習である。 
本研究は、文部科学省の補助事業終了後も埼玉県を交えて連携協定を締結している 4 大学（埼玉県立

大学、埼玉医科大学、城西大学、日本工業大学）が連携して取り組む共同研究である。特に国内外でも

先進的な建築系の学生が保健医療福祉系の専門職を目指す学生と一緒に学ぶ IPW 実習による学修効果

を明らかにすることと、さらなる教育プログラムの質保証のための評価方法を開発することを目的とし

ている。 
実習最終レポートを質的に検討し、学生の学びについて明らかにするとともに、医学教育、薬学教育

を中心に導入が始まっている Outcome Based Education：OBE として耐えうる教育プログラムとして

いくために、文部科学省補助期間中に本プロジェクトで作成したコンピテンシーを意識した客観的評価

表が、正規科目の評価として使用可能であるのか、具体的にどのようにすれば使用できるのかについて、

信頼性、妥当性、実行可能性について検討する。 
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④ 研究の方法及び期間 

本研究は以下の実習①と実習②のそれぞれについて 4 日間の実習前後に、学生は埼玉県立大学で通常

の教育活動で用いられているセキュリティの担保された e-learning システムである WebClass と紙媒

体を用いた調査に回答し、実習指導教員は学生の実習期間中の行動を観察する、提出されたレポートを

もとに回答する。実習前の第 2 回オリエンテーションにおいて学生に研究の目的、方法、予想される結

果、研究への協力は任意であること、成績には関係しないこと、一度同意しても撤回可能であること等

について説明し、WebClass 上で研究協力の同意、不同意を入力することで研究協力の意思を確認する。

実習指導教員には、第 1 回実習オリエンテーションまでに文書で研究協力を依頼し、研究協力の同意、

不同意についての回答を文書で得る。 
実習① 
平成 30 年 8 月 6 日、17 日に事前オリエンテーションを行ったのち、平成 30 年 8 月 20－23 日に 4

大学の学生が 1 チーム 5－6 人で地域の保健医療福祉施設にて地域基盤型 IPW 実習を行う。（約 15 チ

ーム、学生数約 70 名、指導教員約 15 名） 
実習② 
平成 30 年 8 月 6 日と 9 月 28 日に事前オリエンテーションを行ったのち、平成 30 年 10 月 2 日－5

日に埼玉県立大学と本学医学部の学生が実習①と同様の実習を行う。（約 70 チーム、学生数約 420 名、

指導教員約 70 人） 
 
本研究では上記実習にて以下の 4 つの調査を行い、情報を収集する。 
学生を対象とした調査に関しては、2.3 の調査は個人情報を取り除いた電子データを作成し、回答状

況を大学別、学科専攻別に集計し、実習前後の変化を比較する。学生の最終レポートは計量テキスト分

析を用いて解析し、学生の学びについて大学別、学部別、学科専攻別に明らかにし、専門分野別の学び

の共通点と違いを明らかにする。 
教員を対象とした調査である 1 の客観的評価表については、回答状況を大学別、学科専攻別に集計す

るとともに、学生のプロセス達成度自己評価と地域基盤型専門職連携教育の事後自己評価の結果とを比

較し、客観的評価の信頼性、妥当性を検証する。 
1． 地域基盤型 IPW 実習の客観的評価表：資料 3 
実習①では実習指導教員が担当チームの履修学生全員について、実習中の行動を観察する、毎日の振

り返りシートや最終レポートから、客観的評価表を用いてひとりひとりの行動をWebClass に記録する。 
実習②では実習指導教員に担当学生のうち 1 名について、実習中の行動を観察する、毎日の振り返りシ

ートや最終レポートから、客観的評価表を用いてひとりひとりの行動を WebClass に記録する。 
また、評価表の記入しやすさについてアンケート調査を別紙「IPW 実習の客観的評価表の使用につ

いてアンケート」（資料 3）実施する。 
実習①を担当する教員は 4 大学で本客観的評価指標開発に関わってきた評価表の内容を熟知してい

る教員（本プロジェクトのメンバー）が多い。そのため実習①においては教員が担当する全学生に対

して評価をするが、実習②は教員の負担を考えて、担当する学生のうち 1 名の学生についての評価を

することとした。 
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2． 地域基盤型専門職連携教育の自己評価に関する調査：資料 3 
実習①、②において、従来からプログラム評価を目的として履修学生全員が実習前後に埼玉県立大学

WebClass 上で回答している自己評価について、学生の同意を得て、研究に利用する。この自己評価表

は既に妥当性が検証されているものであり、本自己評価の結果と客観的評価との検討を行うことで、客

観的評価指標の信頼性・妥当性を検証する。 
3． IPW のプロセス達成度に関する意識調査：資料 3 
実習①において、第 2 回オリエンテーション時に、事前に IPW の目標別プロセス別に、そのプロセ

スが IPW を進めるために必要かどうかについて 4 段階（「強くそう思う」から「全くそう思わない」）

の何れかに回答する。また、実習最終日の報告会終了後には、事前アンケートと同じ内容に加えて、自

分はそのプロセスを達成できたかどうかについても 4 段階（「強くそう思う」から「全くそう思わない」）

の何れかを選び回答する。 
4．最終レポート：資料 3 
実習①あるいは②を履修した学生全員が実習後にWebClass に提出した振り返りレポートのファイル

を学生の同意を得て研究に利用する。KH-coder を用いて計量テキスト分析を行い、大学、学部、学科

専攻別に解析する。 
上記の概略を次ページの図 1 に示した。 

・研究期間 

 承認日～2022 年 3 月 31 日 

・観察・検査項目 

 学生には本実習前後において、IPW のプロセス達成目標について、IPW に関する自己評価について

の質問項目について回答を依頼し、最終レポートを記載し提出させる。教員には下記のⅠを用いて学生

の評価記載を依頼し、Ⅰの意見をⅠ-2 に記載するよう依頼する。 
調査（資料 3） 

Ⅰ．地域基盤型 IPW 実習の客観的評価表 
Ⅰ-2．客観的評価表記入に関するアンケート 

Ⅱ．地域基盤型専門職連携教育の自己評価（事前）（事後） 
Ⅲ．IPW のプロセス達成度に関する意識調査表（事前）（事後） 
Ⅳ．IPW 実習最終レポート 

上記Ⅰ.Ⅱ.については同等の内容の回答様式を埼玉県立大学の WebClass 上に作成する。 
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 図 1：本研究の概略図 
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⑤ 研究対象者の選定方針 

研究対象者は、2018 年度の埼玉県立大学保健医療学部 4 年生在学の全員（約 430 人）、埼玉医科大学

医学部で 2018 年度に本実習を履修した学生（約 40 人）、城西大学薬学部（約 40 人）、日本工業大学建

築学部（約 10 人）において今年度 IPW 実習を履修した学生、及び 2 つの実習に引率する実習指導教員

（約 85 名）である。 
 

⑥ 研究の科学的合理性の根拠 

本邦では ECFMG から、「2023 年以降は、国際基準で認定を受けた医学校の出身者にしか申請資格を

認めない」との通告（いわゆる 2023 年問題）を受け、全ての医学部が（Japan Accreditation Council 
for Medical Education :JACME）による医学教育分野別評価を受診する方針となっている。JACME が

公開した「医学教育分野別評価基準日本版 Ver.2.2」では OBE への転換が強く求められており、本学で

もこれに準拠した教育改革が進行している。OBE を実践するにあたり、評価は目標とする学修成果を

学生が達成したことを保証するものとされ、その妥当性・信頼性を確保することは講義科目・実習科目

を問わず重要である。また、専門職連携教育に関しては履修者についての学修成果を測る尺度として国

内でも幾つかの報告がなされているが、いずれも自己評価に用いる尺度で、教員による客観的評価によ

る学修成果を明らかにした報告はなく、本研究は今後専門職連携教育推進のために意義がある。 
本研究は本邦では稀である地域基盤型 IPW 実習による学修成果を明らかにすることと客観的評価表

の妥当性と実行可能性を検証するために、埼玉県立大学では正規カリキュラムとして実施され、4 大学

学生が参加する全学生約 520 名とチームごとの全指導教員約 85 名の同意を得て行うものである。 
調査票Ⅰに関しては、IPW 実習①において調査票Ⅰの作成に関わった教員を含む約 15 名の 4 大学の

教員が担当する全学生（約 90 名）の評価結果から学修成果を明らかにする。一方 IPW 実習②では実習

指導教員数が多く、専門分野や経験年数も多様であること、調査票Ⅰ作成に関わった教員は少ないこと

から、教員の負担を考え、調査票記入の精度を高めるためにも、担当グループ内の学生 1 名に限定して

調査票Ⅰによる評価を実施するとともに、調査票Ⅰ-2 のアンケートに記入してもらうこととした。 
調査票Ⅲは調査票Ⅰの作成にあたり IPW 実習で体験すべき行動を列挙した自己評価表であり、両者

を比較するため、調査票Ⅰについて全員の評価が行われる IPW実習①のみで調査票Ⅲの調査も実施し、

実習②では行わない。 
調査票Ⅱは既に本プロジェクトの研究で妥当性が検証された自己評価表であり、調査票Ⅰと比較し、

調査票Ⅰの妥当性を検討する。また調査票Ⅳは質的研究方法を用いて、調査票Ⅱと比較することで学修

成果を明らかにするために、IPW 実習①と②の両方で調査を行う。 
本研究は埼玉医科大学の倫理審査委員会の承認を得て実施する。 
 

⑦ 第 12 の規定によるインフォームド・コンセントを受ける手続等 

本調査では、それぞれ以下の方法でインフォームド・コンセントを実施する。 
・調査票Ⅱ．Ⅲ．Ⅳについては第 2 回事前オリエンテーション時に各地域担当教員が文書（別紙資料

https://www.jacme.or.jp/pdf/wfmf-jp_ver2.2.pdf
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2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究」調査協力のお願い（IPW8 月）

“、別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究」調査協力のお願い

（IPW10 月）“と PowerPoint を使用し学生に研究の目的、方法、予想される結果、調査の協力は任意

であること、成績には関係しないこと、一度同意しても撤回可能であること等について説明する。学生

には、実習初日までに個人で WebClass にアクセスし、調査票Ⅱの事前評価を回答する際、最後の質問

において研究協力の同意、不同意を入力することで、調査票Ⅱ．Ⅲのうち実習前に回答したものについ

ての研究協力の意思を確認する。そして実習後個人で WebClass にアクセスし、調査票Ⅱの事後評価を

回答する際、最後の質問において研究協力の同意、不同意を入力することで、調査票Ⅱ．Ⅲのうち実習

後に回答したものと調査票Ⅳについての研究協力の意思を確認する。 
・調査票Ⅰ．Ⅰ-2 については、研究対象教員宛に別紙“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の

質保証に関する研究」調査協力のお願い（教員）“（資料 2）を配送し、調査票Ⅰ-2 の最終に研究協力の

同意、不同意についての項目を設け、意思確認を行う。 
なお上記インフォームド・コンセント取得に際しては以下の内容を明記或いは口頭で説明する。 

・研究の説明方法と強制のかからない任意の同意を得る方法 
オリエンテーションにおいて、教員がパワーポイントと文書を用いて、本研究の目的や方法、意義、

予想される結果、意義を明示し、本研究への協力は任意であること、協力の有無に寄らず成績評価等に

一切不利益は無いこと等を明示・説明する。プログラム評価として、調査票Ⅱについては全員事前事後

評価に協力していただき、調査票Ⅳについても全員に提出していただくことをお願いするが、回答或い

は提出と研究への協力は別であることを説明する。調査票Ⅲについては、答えたくない質問には答えな

くてもよいことを説明する。また、回答したくない質問への回答を強制しない、一旦調査に協力した場

合でも、協力を取り消したいときには、連絡（担当者の連絡先明記）があれば個人が識別できる段階に

おいては集計の対象から除くことを明示・説明する。同意の有無の確認も WebClass 上で行うため、教

員の目の前で回答するのとは異なり、強制力の少ない自らの意思表示をしやすい環境を設定する。 
・研究開始前に対象者からインフォームド・コンセントを受けない場合、その理由と結果の公表前にイ

ンフォームド・コンセントをとる方法 
別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究」調査協力のお願い

（IPW8 月）“、別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究」調査協

力のお願い（IPW10 月）“および別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関

する研究」調査協力のお願い（教員）“に本研究の目的や意義、本プロジェクトに関する報告書として冊

子およびホームページでの公表、保健医療福祉関連学会で報告することを明記した上で、学生について

は WebClass への同意の意思表示を以て協力の意思を確認したとし、教員については調査票Ⅰ-2 にて本

研究への協力の意思を確認する。教員から研究協力の同意を得られなかった場合は、学生から得られた

データのみ分析に用い、教員からのデータとの突合は行わない。 
・インフォームド・コンセントを簡略化して実施する場合、その理由と対象集団へ掲示等で研究実施の

情報を知らせて対象者が協力の拒否ができる方法 
 本研究では、すべてインフォームド・コンセントを得て研究を実施するが、本研究の実施に関しては、

基盤研究機関である埼玉医科大学医療人育成支援センター地域医学推進センターの学外ホームページ

上に倫理申請に関する書類を掲示し、対象者が研究の詳細を知る機会、協力を拒否する機会を担保する。 
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・研究開始前から存在していた既存のデータを使用する場合、使用の許可を得る方法 
本研究では既存のデータは使用しない。 

 

⑧ 個人情報等の取り扱い・資料の保管 

・個人が特定されないような情報保護、匿名化の方法 
調査票Ⅲには所属学科名、学籍番号、氏名が記載され、調査票Ⅰ．Ⅱ．Ⅳについての WebClass 上で

の回答では所属学科名、学籍番号、氏名とリンクしている。調査票Ⅲは電子化の段階で共同研究者の植

村真喜子が統一番号を付し、WebClass のデータについては、埼玉県立大学の非常勤講師であり、本学

の共同研究者である柴崎がシステムからデータをダウンロードし、共同研究者の植村真喜子がデータに

統一番号を付す。全ての情報は統一番号で統合し管理する。統一番号と学籍番号、氏名との対応表は研

究代表者が所属する医学部社会医学研究室において実習の運営に直接関わっていない共同研究者の植

村真喜子が電子媒体で作成し、専用 USB にて保管し、医学部社会医学研究室内にある鍵付きキャビネ

ットにて共同研究者の植村真喜子が管理する。電子化されたデータ内には、個人を識別する情報は含ま

れない形とし分析に用いる。 
・資料の保管方法（鍵のかかる保管庫に保管）と保管期間、資料を破棄する方法 
 返送された調査票は、本研究代表者（金田）の研究室内の鍵のかかるキャビネット内に保管する。保

管期間は、カリキュラム改革の影響を今後継続して評価していく可能性があること、医学教育学会研究

倫理指針では 5 年間保管が勧められているため、研究期間終了 5 年後の 2027 年 3 月 31 日までとする。

研究期間終了後、調査票は研究代表者（金田）が責任を持ってシュレッダーにて破棄する。 
・電子データの管理方法、コンピューターやネットワーク上のセキュリティの確保 
電子データはパスワードつけて USB に保存し、共同研究者と共有する。研究期間終了後、電子デー

タは研究代表者（金田）が共同研究者からすべてのデータを回収し廃棄処分する。 
・公表時のプライバシーの保護の方法 
個人が識別できる情報を削除し集団として集計・分析するため、公表時にプライバシーが侵害される

ことはない。 
 

⑨ 研究対象者に生じる負担並びに予想されるリスク及び利益、これらの総

合的評価並びに当該負担及びリスクを最小化する対策 

本研究の対象者である学生には、同意の有無によって自身が受ける教育指導内容や評価に影響するこ

とはないことを明記している。調査に協力が得られない場合でも一切不利益は無いことを対象者に伝達

するとともに別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究」調査協力

のお願い（IPW8 月）“、別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研

究」調査協力のお願い（IPW10 月）“に明記する。同意の有無の確認も WebClass 上で行うため、教員

の目の前で回答するのとは異なり、自らの意思表示をしやすい環境で回答できる。学生がそれぞれ記載

する調査Ⅲは回答に 5～10 分程度かかるが、オリエンテーションの時間中に十分な時間をとって行う。
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調査Ⅱについては、WebClass 上での回答には 5~10 分かかることが見込まれるが、これは、従来から

カリキュラム評価の項目として学生全員が提出することを前提として実施しているものであり、本研究

のために増える項目は研究同意の有無に関する項目のみである。また調査Ⅳの最終レポートについては

本研究に協力することにより新たに必要となる記載はないため、負担は増えないと考えている。 
従来から指導教員はファシリテータとして、4 日間の実習期間、実習の現場で学生の学習を促進する

役割が求められている。調査Ⅰ客観的評価表はそのファシリテートの視点を提示するものとして、教員

にとっては教育技能としてのファシリテータ能力の向上に繋がることが期待される。調査Ⅰにそって学

生ごとの評価を行うことは、指導教員の役割をこえて行うものではないため、負担が大きくは増えない。

WebClass での回答には 15 分～20 分程度かかることが見込まれるため、別紙資料 2“「地域住民の暮ら

しを支える専門職連携教育の質保証に関する研究」調査協力のお願い（教員）“に明記するとともに、Ⅰ

-2 のアンケートにおいて教員の意見を聴取する。 
 

⑩ 試料・情報（研究に用いられる情報に係る試料を含む）の保管及び破棄

の方法 

・資料の保管方法（鍵のかかる保管庫に保管）と保管期間、資料を破棄する方法 
提出・記入された回答書及びデータは、本研究代表者（金田）の研究室内の鍵のかかるキャビネッ

ト内に保管する。保管期間は、カリキュラム改革の影響を今後継続して評価していく可能性があるこ

と、医学教育学会研究倫理指針では 5 年間保管が勧められているため、研究期間終了 5 年後の 2027 年

3 月 31 日までとする。研究期間終了後、回答書は研究代表者（金田）が責任を持ってシュレッダーに

て破棄する。 
・電子データの管理方法、コンピューターやネットワーク上のセキュリティの確保 
電子データはパスワードつけて USB に保存し、共同研究者と共有する。研究期間終了後、電子デー

タは研究代表者（金田）が共同研究者からすべてのデータを回収し廃棄処分する。 
 

⑪研究機関の長への報告内容及び方法 

彩の国連携力育成プロジェクトの一環として協定を締結している 4大学の共同研究として実施してお

り、プロジェクトの成果として研究機関の長に対して文書による報告を行う。 
 

⑫研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究

者等の研究に係る利益相反に関する状況 

本研究における研究責任者や共同研究者は、特定の団体等から個人的な資金提供や便宜は受けておら

ず、金銭的な利益やそれ以外の個人的な利益のために本研究の実施や報告の際に分析内容を変更するこ

とはない。また、研究対象との間に雇用関係や親族，師弟関係等は一切存在しない。 
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⑬研究に関する方法公開の方法 

本研究の結果は、彩の国連携力育成プロジェクトのホームページや各大学のホームページにおいて公

開されるほか、日本公衆衛生学会総会、日本保健医療福祉連携教育学会，医学教育学会などの保健医療

福祉領域の学術集会発表、及び「医学教育」、「保健医療福祉連携」、Journal of Interprofessional care
などの学術雑誌への論文投稿等により公表する。 
 

⑭研究対象者及びその関係者からの相談等への対応 

 本研究の対象者から相談等があった場合には、適宜対応する。 
 
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 
埼玉医科大学 医学部社会医学 
TEL 049-276-1168 
FAX 049-294-6907 
Email kaneda@saitama-med.ac.jp 
担当 金田 光平 
 

⑮ 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合には、第 13 の規

定による手続（第 12 及び第 13 の規定による代諾者等の選定方針並びに説

明及び同意に関する事項を含む。）  

本研究では代諾者からのインフォームド・コンセントは受けない。 
 

⑯ インフォームド・アセントを得る場合には、第 13 の規定による手続（説

明に関する事項を含む。）  

本研究ではインフォームド・アセントを得ない。 
 

⑰ 第 12 の５の規定による研究を実施しようとする場合には、同規定に掲げ

る要件の全てを満たしていることについて判断する方法  

第 12 の 5 の規定による研究を実施しない。 
 

⑱ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容 

mailto:kaneda@saitama-med.ac.jp
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⑲ 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には、重篤な有害事象が発生

した 際の対応  

本研究では謝礼はない。また本研究では侵襲は伴わない。 
 

⑳ 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補

償の有無及びその内容  

本研究の調査の一部分は従来正規の教育活動として行われているものであり、学生・教員の同意を得

て研究を行うものである。追加で行われる調査の回答（WebClass への入力含む）に要する時間は学生・

教員ともに 15～20 分程度と予想している。本研究を遂行することによる調査対象者への身体的精神的

侵襲、社会的・経済的負担はない。 
 

㉑ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研究対象者への研究

実施後における医療の提供に関する対応 

本研究は医学教育研究であるため医療行為は行わない。 

 

㉒ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴

等に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、研究対象者に係る

研究結果（偶発的所見を含む。）の取扱い  

該当しない。 
 

㉓ 研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務内容及び委託先の

監督方法  

本研究では研究に関する業務の委託はしない。 
 

㉔ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を

受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の



課題名：地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の質保証に関する研究－IPW 実習の客観的評価に関する研究－ 
資料 1 

13 
 

研究機関に提供する可能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点にお

いて想定される内容 

本研究は、彩の国連携力育成プロジェクトの一環として医学部在学中の新しい学習プログラムの効果

の検証のために実施していることから、今後、卒後の経過も含め、再度調査を行う可能性が否定できな

い。埼玉医科大学医療人育成支援センター地域医学推進センターの学外ホームページ

（http://www.saitama-med.ac.jp/chsc/project.html）上で、本研究についての概要を公開する。他の研

究機関に提供する可能性はない。 

 
 

㉕ 第 20 の規定によるモニタリング及び監査を実施する場合には、その実施

体制及び実施手順 

本研究は侵襲を伴わず、非介入研究であるためモニタリング・監査は必要ない。 

http://www.saitama-med.ac.jp/chsc/project.html

