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1．研究の背景と目的 

1.1 研究の背景 

 平成28年4月14日および16日に発生した熊本地震では、熊本県内に大きな被害をもたらした。発災直

後より国内各地の様々な団体がDMAT(Disaster Medical Assistance Team, 災害派遣医療チーム)を派遣

し、県内の各被災地で急性期の災害医療に活躍した。更にDMATが活動する72時間以上を過ぎた後の亜急

性期から慢性期にかけては、各医師会よりのJMAT(Japan Medical Association Team, 日本医師会災害医

療チーム)を中心としたさまざまな医療救護チームが、引き続き医療支援活動を行った。 

申請者は、震源に近く被害が大きかった益城町の医療対策本部において、この地区で活動を行うJMAT

等の医療救護チームに対し、活動場所の配置や指示などのコーディネート業務を行った。急性期後に被

災地入りしたこれらの医療救護チームは、被害を受けたために業務の停止を余儀なくされた地元かかり

つけ医に替わっての役割があり、各医療機関が復旧し診療を再開するまで、地域医療の維持への貢献は

非常に大きかった。今後とも様々な災害時に、このような活動を行うことのできる医師は、災害医療や

救急の専門家以外でも、必要であると考えられる。 

本研究は、今後発生が予想される国内の自然災害等に対して、医師の行動に影響を与える要因を示

し、どのように医師が準備を行うべきかについて検討を行うものである。 

 

1.2 研究の目的と意義 

本研究の目的は熊本地震の経験を基に、１）一般の医療従事者（医師）が、災害診療支援へ参加する

ための決断に、影響を及ぼす要因を明らかにする。その上で、２）近い将来に発生が予想される大規模

自然災害等へ備えるために、特に一般の医療従事者に対して、平時より行うべき教育や啓蒙などを提言

としてまとめる、といったものである。本研究調査は、一般の医療従事者（医師）を対象とするもので

あり、救急医療や災害医療の専門家、あるいは特定分野の専門家を念頭に置いたものではない。 

本研究の意義としては、今後発生が予想される大規模災害等の発生に対して、日本の一般の医療従事

者がどのように備えるべきか提言することが出来る。 

 

2．研究対象者 

対象は、九州地区の日本医師会会員。医師会員名簿より研究者が無作為に、合計10,000名程度を抽出し、

調査用紙を送付する。 

 

2.1 選択基準 

以下の対象者に、調査用紙を送付する 

 対象医師会の会員である医師を対象とする 

 専門分野は問わない 

 卒業年度、あるいは年齢で抽出する 
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 アンケートを送付し、返送を依頼し、回答したもの 

回答用紙の返送をもって、同意をしたものと見なす。尚、研究方法上、回答用紙の提出後に同意の撤

回を行うことはできない。このことについては、予め説明用紙に記載を行う。 

 

2.2 除外基準 

対象者へ送付された質問用紙への回答および返送を持って参加と見なすため、特に除外基準はない。 

 

 

3．研究の方法 

3.1 研究の種類・デザイン 

本研究は、対象者に質問用紙を送付して行うアンケート調査を基にした前向き、横断研究であり、介入

は行わない。回答者を特定することは不可能である。 

 

3.2 研究のアウトライン 

熊本大学倫理員会で審査、承認後、各対象医師会の倫理委員会での審査、承認を受ける。 

その後、協力を受けた各医師会より、対象者の一覧リスト、あるいは印刷済みの宛名シールを受け取

り、それを用いて、調査用紙を発送する。調査用紙には、返送用の封筒が同封されており、これを用い

て回答用紙を返送していただく。 

 

4．観察項目 

まず回答者の、災害支援の経験、支援のための訓練等の経験について尋ね、その上でそれらに対する

考え方について、はい、いいえの二項目、あるいは5段階のリッカート尺度をいて調査を行う。更に回答

者の背景要因（卒業年数、専門分野等）について明らかにする。別紙の質問用紙（案）を参照のこと。 

 

5．臨床研究を実施することにより期待される利益及び予想される不利益 

5.1 臨床研究に参加することによる利益 

本研究は質問票を用いた研究であり、被験者（回答者）に直接的な利益は生じない。本研究の成果

は、将来の災害時の医療支援のための訓練への参加者増加、更には実際の支援への参加者増加に貢献す

る可能性があると思われる。 

 

5.2 臨床研究に参加することによる不利益 

本研究は、調査用紙に記入し、添付の返送用封筒を用いて返送するのみであり、侵襲や介入を伴わず、

ほとんどの対象者に身体、精神的負担を生じないと考えられる。また無記名であり、回答の内容、有無に

よる不利益も生じない。しかしながら地震関連のことを思い出すことで、一部の対象者に緊張をきたす可

能性は否定できない。これについては、主任研究者へメールによって対象者が連絡を取ることを可能と
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し、必要に応じて対応をとるものとする。尚、質問の回答に要する時間は、20 分程度の見込みである。 

 

6．研究の終了、中止、中断 

6.1 研究の終了 

研究の終了時に研究責任者は、速やかに研究終了報告書を病院長に提出する。 

 

6.2 研究の中止、中断 

研究責任者は、「治験及び人を対象とする医学系研究等倫理審査委員会」(以下倫理審査委員会と略

す)から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、研究実施継続の

可否を検討する。 

 

7．対象症例数と研究期間 

7.1 対象症例数  

送付対象数は、おおよそ10,000人であり、目標の回答率は、医師が対象であるということを鑑みて、

70％を目標とする。 

7.2 研究期間 

①研究対象とする期間 

平成31年1月にデータ収集予定。  

②研究期間 

倫理委員会承認後より、平成32年3月31日までの予定。 

 

8．解析・分析方法 

まず、回答者の背景要因を明らかにする。各調査項目に関して、回答分布を明らかにする。 

その上で、回答者の背景要因と、各項目への回答結果の関係を明らかにする。特に、どのような背景を

持っている医師が、どのような考えや行動をとっているのか、またそれらに影響する要因を明らかにす

る。解析方法は、相関係数を示すだけではなく、多変量解析モデルを用いて、背景要因で補正した結果

を示す。さらに、因子分析を用いた解析も行う。 

 

9．倫理的事項 

9.1 遵守すべき諸規則 

本研究に関係するすべての研究者は「ヘルシンキ宣言」（ 新版 2013年10月修正）及び「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省、厚生労働省 平成29年2月一部改正）を遵守して行う。 

 

9.2 研究実施計画書等の承認・変更、改訂 
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研究責任者は、あらかじめ研究計画書等を病院長へ提出し、研究の実施に関して倫理審査委員会の承

認及び病院長の許可を得る。また、研究実施計画書等の変更又は改訂を行う場合は、速やかに定められ

た作業手順にしたがって病院長に改訂版を提出し、倫理審査委員会の承認および病院長の許可を得る。 

 

9.3 説明と同意 

本研究の趣旨や目的等についての説明を、アンケート用紙に添付する。その中で、回答を頂いたこと

をもって、インフォームドコンセントを受け、同意したものと見なす。尚、無記名でのアンケート調査

であるために、回答用紙の提出後に同意撤回はできないことを記載する。 

 

9.4 個人情報の保護 

本研究実施に関わる者は、対象者の個人情報の保護に十分配慮する。なお、研究の結果を公表する際も

対象者を特定できる情報は使用しない。 

 

9.5 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

研究対象者又は関係者から本研究に関する相談を受ける窓口を、熊本大学医学部附属病院地域医療・

総合診療実践学寄附講座内に設置し、本研究に関する事項については、研究責任者が適切に対応する。

本研究に関連したその他の問い合わせについては、必要があれば院内の関係部門へ連絡調整を行った上

で対応する。 

 

10．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 

本研究は文部科学研究費（研究責任者 松井邦彦）を用いて実施する。研究責任者の所属は、熊本県

が熊本大学医学部附属病院に設置した寄附講座であるが、熊本県が特に本研究に影響を及ぼすことはな

い。また、本研究の計画・実施・報告において、研究の結果及び結果の解釈に影響を及ぼすような「起

こりえる利益の衝突」は存在しない。更に研究の実施が、回答者である研究対象者の権利・利益をそこ

ねることはない。 

 また、研究対象者への費用負担は発生せず、謝礼や交通費等の支給もない。 

 

11．情報の保管、廃棄および二次利用について 

11.1 情報の保管と廃棄について 

研究責任者は、定められた保管方法に従って研究協力者等が情報等（研究に用いられる情報及び当該

情報に係る資料）を正確なものにするよう指導し、情報等の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらない

よう必要な管理を行う。回収したアンケート用紙は、データ入力の上、スキャナーで画像データとして

取り込み、熊大病院内の地域医療・総合診療実践学寄附講座の独立したコンピューターにパスワードを
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かけて保存される。その上で、同寄附講座において、施錠できるキャビネットに保管する。保管期間

は、研究結果の 終公表について報告された日から5年を経過した日とする。保管期間終了後は、紙媒

体については、シュレッダーで裁断し破棄する。その他の媒体に関しては、適切な方法で破棄される。 

 

11.2 情報の二次利用について 

本研究で得られた研究対象者の情報は、本研究目的以外に使用しない。しかしながら、本研究で得ら

れた研究対象者の情報を、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る可能性があ

る。その場合には、改めて研究計画書を作成し、倫理審査委員会の審査を経て承認を受け実施する。 

 

12．研究機関の長への報告内容及び方法 

（1）進捗状況等の報告 

研究責任者は、少なくとも年に 1回、研究の進捗状況を病院長に文書で報告する。 

（2）重篤な有害事象の報告 

該当せず。 

（3）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等の情報を得た場合 

研究責任者は、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には、遅滞なくその旨

を病院長に報告する。 

（4）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等の情報を得た場合 

研究責任者は、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は、速やかにその旨を病院長に報告する。 

（5）研究終了（中止の場合を含む、以下同じ。）の報告 

研究責任者は、研究を終了したときは、その旨及び研究の結果概要を文書により遅滞なく病院長に報

告する。 

（6）研究に用いる情報の管理状況 

研究責任者は、人体から取得された情報の保管について、前述の11に従って必要な管理を行い、管理状

況について病院長に報告する。 

（7）研究結果の公表と報告 

研究の結果は、研究責任者が研究を終了した2019年頃に、投稿論文として公表する。研究責任者は、

結果について 終の公表を行ったときは、遅滞なく病院長へ報告する。また、 終の公表を行ったとして

報告した後に、研究結果を公表することとなった場合は、速やかにその旨を病院長に報告する。 

 

13．研究成果の帰属 

本研究で得られた知的財産権の帰属先は熊本大学である。 
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14．研究組織 

本研究の実施体制は、熊本大学医学部附属病院（主任研究者 松井邦彦）を中心とし、国立病院機構

災害医療センター 小早川義貴医師が研究協力者となって行うものである。熊本県医師会 福田 稠 

会長、および九州地区の協力他県の医師会へも、協力を依頼する予定である。 

研究事務局は、熊本大学医学部附属病院地域医療・総合診療実践学寄附講座におき、情報管理者は、

主任研究者が兼ねる。 

研究業務に関して、アンケート調査用紙の印刷、発送、および集計を、外部業者（シモダ印刷、熊本

計算センター）へ委託する。 
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