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研究の目的及び意義
（１）研究の目的
初期〜後期臨床研修では幅広い臨床能力の獲得と医師としての人間性の修得が重要な課題
である。研修医の成長に関しては重要な促進因子、阻害因子等の先行研究があり 1.2)、指導医
に関する研究ではあるが、成長におけるプロセスに関する記述もある 3)。その中では、経験
と関係促進因子、振り返りが重要だと述べられている。これは Kolb’s learning cycle4)と
類似しているもので、沖縄県立中部病院での質的解析 5.6)でも「経験→フィードバック→振り
返り」が重要だと示され、先行する研究を支持するものであった。
では、これら成長因子に着目する。経験に関しては、どのような経験に意味があったかの研
究があり、その中で実際の手技や患者自身から学べることが重要だと述べられている 7) 。また、
「主体性」と「責任感」が重要だとする研究もある 8)。フィードバックに関しても、どのよう
なフィードバックが良いのか研究されている 9)。
振 り 返 り に 関 し て は 、 よ い 振 り 返 り を す る こ と が よ り 良 い 学 習 へ の つ な が り 、 Self
Regulation Theory がよく知られている 10)。この理論には複数のモデルがあり 11.12.13)、よい振
り返り一つは、自らが自分自身を成長しうる環境を選んでいくことにあるとされている 11)。実
際、自主性の重要性を述べた研究もある 14)。となると、いわばルールで決められているスーパ
ーローテートと方式はこれら自主性に反することになる。日本の初期研修はスーパーローテー
ト方式が行われている。この中では、例え志望する専門科が決まったとしていても、内科・外
科・小児科・産婦人科を研修しなければならない。
ただ、実際の現場では様々な科を回ってみて始めてその重要性に気づくこともある。例えば、
内科医志望の研修医が外科をローテーションする一つの意味は、今後、外科疾患を適切にコン
サルテーションできるようになる必要があるためだ。
【意義】自分で選んだ環境ではなく、与えられた環境の中でそのように自分が意味を見出
していくのか、この気づき（振り返り）の詳細を記述した先行研究はすくなく、本研究はそ
れを解明するための研究である。これがわかれば指導医が実際の臨床現場でより良い気づき
を研修医に与えられ、また志望科に沿ったよい研修内容の発展やローテーションの作成に寄
与できるだろう。
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（２）予想される医学上の貢献
研究成果により将来のより良い医学教育に寄与し、良い医師を育てることで医療の進歩に
貢献できる可能性がある。

研究の科学的合理性の根拠
・ 本研究は、「研修医自身が研修内容に意義を感じるとき」に着目した探索的研究であり、
面談対象者の状況を広く観察できる質的研究が妥当である。
・ 質的解析にはレコーディングした内容を文章に起こし、その上で解析を行うので約６ヶ月
間は必要である。

研究の方法及び期間
平成 28 年 3 月〜平成 32 年 3 月に面談と同時に解析を行い、必要に応じて追加面談を行う。

（１）研究のデザイン
質的研究。面談者は面接対象者に半構造化面接を用いる。

（２）研究対象者の選定方針
沖縄県立中部病院と岡山大学の臨床研修医２−４年目。
1）選択基準
① 自由意思による研究参加の同意を本人から文書で取得可能な研修医
② 同意取得時に臨床研修医２−４年目である者
この全ての基準を満たす者
２）除外基準
① 研究の途中で同意を撤回した者
② 臨床研修を行ってない者
これらいずれかの除外項目を満たす者。

（３）予定する研究対象者数
全体で 15 人（内訳：岡山大学 5 人，沖縄県立中部病院 10 人）

（４）対象者数の設定根拠
本研究は日常診療下の質的研究であり，研究期間内での実施可能数として設定した。

（５）評価の項目及び方法
1）主要評価項目
研修医が研修内容に意義を感じている状況の詳細を記述できること。
2）副次的評価項目
特になし。

（６）統計解析方法
質的な解析を行う。解析方法は SCAT 法を用いる。

（７）観察の対象となる治療方法
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特に治療方法はない。

（８）観察および検査項目（用いる情報）とその実施方法
面接手法
本研究では面談者（研究責任者、共同研究者）が面談対象者へ会話により質的データを収
集する。この研究では、半構造化面接という手法も用い、まずオープンクエッションで会話
を始め、目的としている回答を得ていく、もしくは全く新しい視点から回答がでてくるとい
うものである。例えば、まずインタビューガイドに基づき「『研修医自身が研修内容に意義
を感じるとき』はいつか、という問いから始め、研修生活を思い起こし、自分自身が研修に
意義を感じた状況を回想していく。その中に、本研究の目的とするものが見つかると考えら
れる。
記録方法
面接内容を録音機器へ音声として録音、また紙媒体にインタビューメモをとる。
実施場所
岡山大学内の隔離された個室で行う。ここでは、個人情報が外部に漏れないように配慮し、
面談対象者が不快に感じる等の場合は速やかにこれを変更できる。
面接時間
30 分から１時間を予定する。ただし、面談対象者の体調等で速やかに中止することもある。
面接者
研究責任者である徳増・小比賀が行う。

（９）研究対象者の研究参加予定期間
平成 28 年 3 月 23 日〜平成 32 年 3 月 31 日。

（１０）研究参加者に対する研究終了（観察期間終了）後の対応
特になし。

（１１）研究参加の中止基準
1）研究中止時の対応
研究責任者または研究分担者は，次に挙げる理由で個々の研究対象者について研究継続が
不可能と判断した場合には，当該研究対象者についての研究を中止する。
その際は，必要に応じて中止の理由を研究対象者に説明する。また，中止後の研究対象者
の治療については，研究対象者の不利益とならないよう，誠意を持って対応する。
2）中止基準
① 研究対象者から同意の撤回があった場合
② 研究責任者、共同研究者が研究継続できなくなった場合
③ 下記（１２）により本研究全体が中止された場合
④ その他の理由により，研究責任者が研究の中止が適当と判断した場合

（１２）研究の変更，停止・中止，終了
1）研究の変更
本研究の研究実施計画書や同意説明文書等の変更または改訂を行う場合は，あらかじめ研
究倫理審査専門委員会（以下，委員会）の承認を必要とする。
2）研究の停止・中止
研究責任者は，以下の事項に該当する場合は，研究実施継続の可否を検討する。
① 研究対象者の組み入れが困難で，予定症例数に達することが極めて困難であると判断
されたとき。
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② 委員会により，研究実施計画等の変更の指示があり，これを受入れることが困難と判
断されたとき。研究責任者は，委員会により停止又は中止の勧告あるいは指示があっ
た場合は，研究を中止する。
また，研究の停止または中止を決定した時は，遅滞なく病院長及び研究科長にその理由と
ともに文書で報告する。
3）研究の終了
研究の終了時には，研究責任者は遅滞なく研究終了報告書を病院長及び研究科長に提出す
る。

（１３）研究実施期間
平成 28 年 3 月 23 日～平成 32 年 3 月 31 日（研究対象者登録締切日：平成 32 年 3 月 31 日）

（１４）他機関への情報の提供
本研究は沖縄県立中部病院との共同研究であるため、面談で得られた質的データを送付する。
その際は、個人情報がわからない状態にして送付する。

インフォームド・コンセントを受ける手続き
（１）手続き方法
文書を用いて説明・同意を取得する。

（２）同意取得の具体的方法
・別紙「「研修医が目の前の行為に意味を見出すとき〜モチベーションの転換〜」
に関する説明書」にて面談対象者に説明を行い、「同意書」にサインをもらうことで、研
究参加の同意とみなす。

個人情報等の取扱いと匿名化の方法
（１）個人情報の取扱い
本研究に係わるすべての研究者は，「ヘルシンキ宣言」および「人を対象とする医学系研
究に関する倫理指針」を遵守して実施する。
研究実施に係る情報を取扱う際は，研究独自の番号を付して管理し，研究対象者の秘密保
護に十分配慮する。情報を研究事務局等の関連機関に送付する場合はこの番号を使用し，研
究対象者の氏名，生年月日などの情報が院外に漏れないよう十分配慮する。また，研究の結
果を公表する際は，氏名，生年月日などの研究対象者を特定できる情報を含まないようにす
る。研究の目的以外に，研究で得られた研究対象者の情報を使用しない。

（２）匿名化の方法
研究対象者には研究用 ID を割振り，氏名と研究用 ID との対応表を作成する。元データか
らは，研究期間を通して対応表ファイルはパスワードをかけ，漏洩しないように厳重に保管
する。
対応表を作成する理由：研究対象者の意思を確認する目的で，同意を撤回した研究対象者
の情報を特定できるようにするため。
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研究対象者に生じる負担並びに予測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
（１）研究対象者に生じる負担
・本研究の参加により、面談によって研修時代の辛い体験が想起されるなどの精神的負担となる
場合がある。
・面談中、時間的に拘束されるという負担が生じる。

（２）予測されるリスク
特になし

（３）予測される利益
本研究は過去の臨床研修における質的研究であり，研究対象者に直接の利益は生じない。

（４）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
研究対象者への負担は面談時が主である。面談時には，研究対象者の体調をよく確認し，
不調であれば，面談を中止する。精神的負担を感じた場合に、回答拒否や録音中止、メモ取
り中止を研究対象者から申し出ることができる。

情報等の保管及び廃棄の方法
（１）本研究で得られた情報
本研究で収集した情報は，研究の中止または研究終了後５年が経過した日までの間施錠可
能な場所（沖縄県立中部病院）で保存し，その後は個人情報に十分注意して廃棄する。保管
している情報を他の研究の用いる場合は，情報公開し，研究参加への拒否機会を設けるよう
にする。保管期間終了後はパーソナルコンピュータ内の電子情報は削除し、紙媒体での情報
はシュレッダーにて裁断する。
保管が必要な理由：研究終了後も論文作成やデータ確認を行う事が想定されるため。

（２）研究に用いられる情報に係る資料
研究責任者は，研究等の実施に係わる重要な文書（申請書類の控え，病院長・研究科長か
らの通知文書，各種申請書・報告書の控，同意書，その他，データ修正履歴，実験ノートな
ど研究に用いられる情報の裏付けとなる資料または記録等）を，研究の中止または研究終了
後５年が経過した日までの間施錠可能な場所で保存し，その後は個人情報に十分注意して廃
棄する。

研究機関の長への報告内容及び方法
研究責任者は以下について文書により研究機関の長に報告する。なお，①については，年
1 回の報告を行い，②以降の項目は，適宜報告するものとする。
① 研究の進捗状況
② 研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事実若しくは情報又は損なうおそ
れのある情報であって研究の継続に影響を与えると考えられるものを得た場合
③ 研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう事実若しくは情報又は損なうお
それのある情報を得た場合
④ 研究が終了(停止・中止)した場合
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⑤ 研究に関連する情報の漏えい等，研究対象者等の人権を尊重する観点又は研究の実施
上の観点から重大な懸念が生じた場合

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
本研究は，どの機関からも資金源を援助されていない。また、利益相反もない。

公的データベースへの登録
介入研究ではないため登録していない。

研究結果の発表・公開
第 50 回日本医学教育学会、もしくは AMEE2018、APMEC2019、またはその他の学会にて発表予定。

研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応方法
〈問い合わせ等の連絡先〉
岡山大学病院 総合内科
(平日)
(土日夜間)

医師 小比賀美香子

電話：086-235-7342
電話：086-235-7342

8 時 30 分〜17 時

住所：〒700-8558 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号

代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続き
本研究は該当しない。

インフォームド・アセントを受ける場合の手続き
本研究は該当しない。

緊急かつ明白な生命の危機が生じている状況での研究に関する要件の全てを
満たしていることについて判断する方法
本研究は該当しない。

研究対象者等への経済的負担又は謝礼
研究に参加することによる費用負担は発生しない。また、謝礼は支払わない。

重篤な有害事象が発生した際の対応
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本研究は該当しない。

健康被害に対する補償の有無及びその内容
本研究は該当しない。

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
本研究は該当しない。

研究実施に伴う重要な知見が得られる場合に関する研究結果の取扱い
本研究は該当しない。

委託業務内容及び委託先の監督方法
本研究は該当しない。

本研究で得られた情報を将来の研究に用いる可能性
本研究は該当しない。

モニタリング及び監査の実施体制及び実施手順
本研究は該当しない。
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