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申請番号： 886      

（申請番号  ） 

埼 玉 医 科 大 学 倫 理 審 査 申 請 書 

 

研究機関の長が委託する者 

☑埼玉医科大学学長 殿 

□埼玉医科大学病院長 殿 

□埼玉医科大学総合医療センター病院長 殿 

□埼玉医科大学国際医療センター病院長 殿 

  2018 年 04 月 23 日提出 

申請者（研究責任者） 

所属      社会医学             

資格       助教              

氏名     金田 光平          [印]  

☑新規  □変更  □修正  □再申請 

１．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－ 

（英語表記：                                ） 

２．利益相反（COI）の管理 

利益相反に関する事項はすべての共同研究者から報告を受け、該当する事項が無いことを確認し

た。また、開示すべき利益相反該当事項がないことを研究計画書に記載した。同様に、研究対象者等

に対しても別紙資料 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の効果に関する研究」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効果に関する研究」

調査協力のお願い（IPW10 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効果に

関する研究」調査協力のお願い（教員）“を用いて文書及び口頭にて説明する。 

    □  公的研究資金を用いた研究（複数の場合は、課題ごとに全て記載ください） 

    ①名  称： 

課題番号：     ／□申請中のため無し 

     課 題 名： 

     研究代表者： 

  ☑ 公的研究資金によらない研究（「埼玉県立大学、埼玉医科大学、城西大学、日本工業大学及

び埼玉県の相互協力・連携に関する協定書」に基づく医学部予算にて実施する ） 

３．審査の形態  

□通常審査  □迅速審査 

４．研究の内容 

①分類   □臨床研究（遺伝子解析研究） □臨床研究（遺伝子解析研究以外） 

□疫学研究  □先進医療   ☑その他（具体的に：医学教育研究 ） 

②侵襲  □有  □軽微な侵襲のみ有  ☑無 

③介入  □有（データベース名：   、登録番号：      ） ☑無 

 ④ヒト幹細胞 □樹立研究 □使用研究 □その他（具体的に：            ）   
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種類と名称（具体的に：） 

５．学外との共同研究状況 

①☑基盤機関  □共同機関  □本学（当院）のみで行う研究 

②□基盤施設を含む他施設で承認済 

☑本学（当院）承認後、各施設で審査予定 

□他施設の審査を本学（当院）にて行う 

□その他（具体的に：        ） 

６．学内の他委員会の申請状況 

委員会名 申請番号 承認年月日 

□大学病院 IRB  年   月   日 

□総合医療センター倫理委員会  年   月   日 

□国際医療センターIRB  年   月   日 

□大学倫理審査委員会  年   月   日 

□保健医療学部倫理審査委員会  年   月   日 
 

７．研究または医療行為実施者 

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・   〇金田光平 

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 

 共同研究機関名および研究責任者氏名 

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 

８．所属長（運営責任者）・学科長及び指導教員  

 所属（基本学科）社会医学   資格 教授    氏名  亀井 美登里     [印] 
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９．研究等の対象（対象者数を含む）、実施場所、および研究期間 

研究対象者の選定方針：（2018 年度の埼玉県立大学保健医療学部 4 年生在学の全員、埼玉医科大

学医学部、城西大学薬学部、日本工業大学建築学部において同年度 IPW 実習を履修した学生、及び

同実習に参加する教員） 

対象者数：当院予定症例数（40） 研究全体予定症例数（605） 

施設数（4） 

研究または医療行為実施場所：（埼玉医科大学医学部社会医学  □入院 □外来） 

研究期間：承認日～西暦 2022 年 03 月 31 日 

（登録期間：承認日～西暦 2022 年 03 月 31 日） 

（観察期間：承認日～西暦   年  月  日） 

１０．研究終了後の研究結果の公表方法 

☑ 有（方法：日本保健医療福祉連携教育学会、医学教育学会、Interprofessional care 等の学

会発表、論文発表） 

□ 無（理由：                              ） 

１１．試料・情報の保管と廃棄の方法  

・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統一番号を

付し、個人情報を取り除いた上で統合し管理する。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で分析する。 
・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 

 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。 
１２．個人情報保護の方法 

□①当院単独の臨床研究かつ試料および情報が外部に持ち出されないため匿名化不要 

□②個人識別符号 

□③要配慮個人情報 

匿名化 

④対応表  →☑有（管理場所： 医学部社会医学研究室        ）  

□無  
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 □⑤匿名加工情報   
 

＜個人情報の管理＞ 

・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。 
 □①遺伝子解析研究  

  個人情報管理責任者：  

  個人情報管理補助者：  
 

 ☑②遺伝子解析研究以外 

  個人情報管理責任者：  

  個人情報管理者：医学部社会医学 助手 植村真喜子 

１３．研究等における医学倫理的配慮について 

本研究は、ヘルシンキ宣言（平成 25 年 10 月改訂）および以下を遵守して実施する。また、埼玉医

科大学倫理委員会にて承認された後に実施する。 

□人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月 28 日一部改正） 

□ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月 28 日一部改正） 

☑ その他：    社団法人日本医学教育学会研究倫理指針          
 

(1) 研究等によって生ずる個人への不利益及び危険性 

 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効果に関する研究」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効果に関する研究」

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。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
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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効果に関する研究」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。 
 

 (2）対象者に期待される利益 

☑ 直接的な利益は期待できない 

□ 直接的な利益が期待できる（詳細：                       ）   

□ 将来的に利益が期待できる（詳細：                    ） 
 

 (3) 医学上の貢献の予測 

本邦では本学も含め医学教育における Outcome Based Education：OBE の導入が進められている。

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

かにする報告はない。履修学生が専門職連携教育を受けたことによって達成した学修成果を明らかに

することで、今後少子高齢化、人口減少社会において、地域包括ケアを提供するための人材育成の方

法論を確立することができる。また、今後の患者中心の医療、チーム医療の担い手となる医師の卒前

教育の一部として地域で展開される専門職連携教育の効果を明らかにし、客観的評価に反映すること

ができ、医学教育改革への貢献が期待される。 
 

 (4) その他 

特になし 
 

 (5) 重篤な有害事象への対応  ☑ 該当せず   

重篤な有害事象発現時の対応(当院委員会での審議／報告の必要性等) 

 （                                       ） 

  臨床研究に伴い対象者に健康被害等の有害事象が生じた場合の補償 

  □ 保険診療による対応 

  □ 保険診療以外の補償制度の用意あり（詳細：                  ） 

  □ 臨床研究保険による対応 

□ その他（詳細：                                                  ）   
 

 (6) 遺伝子解析研究の場合  ☑ 該当せず 

  
 

 (7) 遺伝カウンセリング体制  ☑ 該当せず 

 
 

 (8) 対象者に理解を求め同意を得る方法 

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 2“「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の効果に関する研究」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効果に関する研究」

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
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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

携教育の効果に関する研究」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効果に関する研究」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効果に関する研究」

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

の効果に関する研究」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。 
・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。 
・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。 
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１４．インフォームド・コンセント（IC）を受ける手続等 

☑①新たに試料・情報を取得する場合の IC 等の手続 

研究対象者のリスク・負担 

IC 等の手続 研究の例 
侵襲 介入 

試料・情報の 
種類 

□有 ― 

― 

□文書 IC 

未承認の医薬品・医療機器を用いる研

究、既承認薬等を用いる研究、終日行

動規制を伴う研究、採血を行う研究 等 

☑無 

□有 □文書 IC 

□口頭 IC＋記録作成 

食品を用いる研究、うがい効果の有無

の検証等 の生活習慣に係る研究、日常

生活レベルの運動負荷をかける研究 

等 

☑無 

□人体取得試料 唾液の解析研究 等 

☑人体取得試料

以外 

☑文書 IC 

□口頭 IC＋記録作成 

□オプトアウト 

匿名のアンケートやインタビュー調

査、診療記録のみを用いる研究 等 

 

□①-1. 個人識別符号 □同意（文書 IC が望ましい） 

□①-2. 要配慮個人情報 
□同意（文書 IC が望ましい） 

□オプトアウト 

□文書 IC が不可能な理由（         ） 
 

□②既存試料・情報を利用する場合の IC 等の手続き 

利用方法 □自機関利用  □他機関への提供  □他機関から取得 

手続き方法 
□文書 IC    □口頭 IC+記録+通知  □通知 

□公開        □オプトアウト       □手続き不要 
 

１５. 実施に伴う費用の負担 

（各病院・施設共通） 

研究対象者等の経済的負担 □有 ☑無（内容：   ） 

謝礼 □有 ☑無（方法：                       ） 

 

【診療行為の費用負担について】 

□ すべて保険診療の範囲内       □ 保険診療外のため研究費負担 

□ 一部の保険診療外は研究費負担    □ 病院負担  □ 自費診療  

☑ 費用負担は発生しない 

【医療行為以外の費用負担について】    

 （                                         ） 

１６.新たな診療・治療方法や技術を導入する場合について 

 該当しない 

１７. モニタリング  

□ 有（方法：                           ） 

 ☑ 無（理由：侵襲がないため                    ） 
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１８. 監査  

 □ 有（方法：                           ） 

 ☑ 無（理由：侵襲がないため                     ） 

１９．その他  

【研究計画書の配布の必要性】 ☑ 該当せず 

(１)本研究の通院治療センターでの実施   □無  □有 

→同所に研究計画書を配布する必要性  □無  □有 

(２)薬剤部に研究計画書を配布する必要性  □無  □有 

(３)看護部に研究計画書を配布する必要性  □無  □有 

(４)   に研究計画書を配布する必要性  □無  □有 
 

【他の委員会等での審査の必要性】 

(１)薬事委員会で審査する必要性         ☑無  □有 

(２)抗悪性腫瘍薬適正使用会議で審査する必要性  ☑無  □有 

(３)医療材料委員会で審査する必要性       ☑無  □有 

２０．添付資料 

 ☑ （資料 1）研究計画書 

 ☑ （資料 2）説明文書（学生向け、教員向け） 

☑ （資料 3）調査票 

☑ （資料 4）e-learning 受講証明書 

☑ （資料 5）COI 自己申告書の写し 

 

通知 

年月日 

 
通知

番号 

 

 


