
 

（別紙様式１） 

受付番号          

                           〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

 

研究計画書 

 

埼玉大学長 殿 

 

  研究責任者 

  所 属  理工学研究科○○○○部門 

  職 名  教授 

  氏 名  ○○ ○○   印 

 

下記の研究計画について、国立大学法人埼玉大学におけるヒトを対象とする研究に関する倫理規則第

１５条第１項の規定に基づき申請しますので、承認願います。 

 

記 

 

１ 新規･変更の別 ☑新規 ・ ☐変更 

２ 課題名 ヒトの○○を用いた・・・・・・ 

３ 研究予定期間 審査結果通知書交付日 ～  〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

４ 研究担当者 

（他機関の共同研

究者等がいる場合

は記載） 

・埼玉大学教職員・学生等 

［所属・職名］           ［氏名］ 

理工学研究科○○○○部門 教授     ○○ ○○ 

理工学研究科○○○○部門 助教     ○○ ○○ 

理工学研究科○○○○部門 非常勤研究員 ○○ ○○ 

理学部○○○○学科 ４年        ○○ ○○ 

 

・共同研究者等 

［所属・職名］           ［氏名］ 

○○大学医学部 准教授         ○○ ○○ 

５ 研究実施場所 

（他機関で研究が

行われる場合は、他

機関の倫理委員会

の有無と審査結果

等について記載） 

・埼玉大学構内 

［名称］理工学研究科○○棟２階 ○○実験室 

 

・他機関の施設等 

［名称］○○大学医学部 ○○研究室 

［所在地］埼玉県○○市○○ 

［倫理委員会］☑有／☐無 

［審査結果等］☐承認済／☑審査中／☐申請予定／☐申請不要 

（備考欄に理由を記載） 

（備考：                   ） 

記載例 

事前にメールでWordファイルを提

出願います。 

他機関が主たる研究機関となる場合

は、審査結果通知書等、審査に係る

書類を提出してください。 

共同研究の分担者などで研究に参加

される場合は、研究推進課へご相談

ください。 



 

６ 研究の概要 

［研究の目的、方法、期待される効果等］（簡潔に記載） 

・・・・・・を開発することを目的として、ヒトの○○に対して・・・・・・を

行い、・・・・・・を解明する。 

本研究により・・・・・・に貢献することが出来る。 

 

研究の分類 

☐ヒトゲノム･遺伝子解析研究（注１） 

☑人を対象とする医学系研究 （注２） 

☐人を対象とするその他研究 

個人情報の取扱い 

☐無 ☑有 →  取扱う項目を下記に簡潔に記載 

（要配慮個人情報（注３）には下線を引くこと） 

氏名、年齢、性別、血液型、身長、体重、病歴・・・ 

人体から採取され

た試料等の使用 

☐無 ☑有 →  内容を下記に簡潔に記載 

ヒトの〇〇（研究対象者から同意を取得し、〇〇大学医学部

で採取） 

既存試料・情報等の

使用の有無 

☑無 外部からの提供 

☐有／☐無 ☐有 →  内容を下記に簡潔に記載 

（外部からの提供を受ける場合は、提供元、取得の経緯、同意の取得状況、匿名

化の有無を記載すること） 

侵襲性（注４） ☐無 
☐侵襲    → 負担の種類 

☑身体的負担／☐精神的負担 ☑軽微な侵襲 → 

介入の有無（注５） ☑無 ☐有 

７ 研究対象者につ

いて 

［年齢層、性別、想定人数等］ 

○○歳～○○歳の健常者（男女問わず）、約○○人 

 

［募集方法］（研究対象者から除外する基準がある場合は明記すること） 

・・・・・・から募集する。 

・・・・・・の場合は研究対象者から除外する。 

 

［謝礼･交通費等の有無］ 

無し 

 

未成年者 ☑無 ☐有  →  代諾者 ☐有／☐無 

十分な判断力･意識 ☑有 ☐無  →  代諾者 ☐有／☐無 

［代諾者の設定基準］（代諾者が必要な場合は記載） 

 

疾病・障害 ☑無 ☐有  →  下記に配慮方法等を記載 

［疾病・障害を持つ研究対象者への配慮方法］ 

 



 

８ 研究対象者への

説明方法及び同意

の取得方法 

（研究参加の任意

性等、説明･同意内

容を具体的に記載） 

研究対象者には事前に説明文書を用いて説明を行う。 

実験への参加は任意であり、・・・・・・ 

・・・・・・について文書により同意を得る。 

９ 実験等の実施手

順 

（箇条書きで具体

的に記載） 

１．○○大学医学部にて研究対象者に医師による診断を行ったのち、○○を採取 

２．埼玉大学にて、・・・・・・ 

３．・・・・・・ 

 

１０ 成果の公表方

法 

（個人情報への配

慮方法も記載） 

学術誌（○○○）に投稿予定の他、○○学会にて発表予定。 

公表時には個人を識別出来る情報は・・・・・・ 

１１ 個人情報及び

実験データ等の保

護方法（他機関に試

料・情報の提供を行

う場合は、提供先、

試料・情報の項目に

ついても記載） 

実験データ等の匿名

化（注６） 

☑匿名化して保管 → 対応表の作成 ☑有／☐無 

☐非識別加工情報（注７）を作成して保管 

☐その他（          ） 

廃棄方法 

☑学内規則等に基づき、一定期間保管した後、匿名化して

廃棄 

☐その他（          ） 

他機関等への提供方

法（該当する場合） 

☐対応表は提供せず、匿名化して提供 

☐非識別加工情報として提供 

☐その他（          ） 

［具体的な匿名化の方法・実験データ等の保管･廃棄方法・提供内容や保存期間等］ 

個人情報を含む実験データは・・・・・・で保管し、保存期間は・・・・・・迄

とする。対応表は紙媒体で・・・・・・・・・保管し、・・・・・・・。 

廃棄時には・・・・・・ 

 

１２ 研究等によっ

て生じうる不利益

及び危険性、人権擁

護の手法 

（それぞれの事案

への対策方法や、研

究を中止する場合

の基準等を具体的

に記載） 

・・・・・・が想定されるため、・・・・・・。 

・・・・・・の場合には研究対象者の研究参加を取りやめる。 

 

１３ 添付資料 

☑研究対象者への説明文書 ☑同意書 ☑その他（ 同意の撤回書   ） 

［添付しない場合の理由等］ 

 

 



 

１４ 主な研究資金 
☐運営費 ☑科研費（種別：基盤研究Ｃ    代表者名：〇〇 〇〇 ） 

☐その他（               ） 

１５ その他実施上

の留意点 

 

※部局長確認      年  月  日          

※１ 部局長確認のうえ、※欄に署名又は記名捺印願います。 

※２ 記入欄が不足する場合には、適宜ページを増やしてください。 

 

  

部局長印は研究推進課で確認後に

押印依頼を行います。 



 

補足説明（提出時は以下を削除願います） 

 

（注１）ヒトゲノム･遺伝子解析研究 

提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝

子の構造又は機能を、試料・情報を用いて明らかにしようとする研究をいう。本研究に用いる試料・

情報の提供又は収集・分譲が行われる場合も含まれる。 

詳細は『ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針』及び『同Q&A』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/hito_genom.html 

 

（注２）人を対象とする医学系研究 

人（試料・情報を含む。）を対象として、傷病の成因（健康に関する様々な事象の頻度及び分布並

びにそれらに影響を与える要因を含む。）及び病態の理解並びに傷病の予防方法並びに医療における

診断方法及び治療方法の改善又は有効性の検証を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病か

らの回復若しくは生活の質の向上に資する知識を得ることを目的として実施される活動をいう。 

詳細は『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』及び『同ガイダンス』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html 

 

（注３）要配慮個人情報 

   本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対

する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含ま

れる個人情報をいう。 

詳細は『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』及び『同ガイダンス』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html 

 

（注４）侵襲性 

侵襲とは、研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等

によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。 

侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」とい

う。 

判断例 侵襲性の有無 

研究目的でない診療で採取された血液、体液、組織、細胞、分娩後の

胎盤・臍帯等を既存試料・情報として用いる場合 
侵襲ではない 

研究目的でない診療において穿刺、切開、採血量等を研究目的で増や

した際、追加的に生じる傷害や負担が相対的にわずかである場合 
軽微な侵襲 

一般健康診断で行われる採血や胸部単純Ｘ線撮影等と同程度の内容

を、研究目的のみで実施する場合 
軽微な侵襲 

質問票による調査で、研究対象者に精神的苦痛等が生じる内容を含む

ことをあらかじめ明示して、研究対象者が匿名で回答又は回答を拒否

することができる等、十分な配慮がなされている場合 

軽微な侵襲 

自然排泄される尿・便・喀痰、唾液・汗等の分泌物、抜け落ちた毛髪・

体毛を研究目的で採取する場合や、表面筋電図や心電図の測定、超音

波画像の撮像などを研究目的で行う場合（ただし、長時間に及ぶ行動

の制約等によって過度な負担が生じるものを除く） 

侵襲ではない 

研究目的で研究対象者にある種の運動負荷を加える際に、生じる身体

的な恒常性の変化（呼吸や心拍数の増加、発汗等）が適切な休息や補

水等により短時間で緩解する場合や、文部科学省の実施する体力・運

動能力調査（新体力テスト）と同程度（対象者の年齢・状態、行われ

る頻度等を含む。）の実施内容の場合 

侵襲ではない 

 



 

詳細は『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』及び『同ガイダンス』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html 

 

（注５）介入 

研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保持増進につながる行動

及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。）の有無又は程度を制御

する行為（通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。）をいう。 

 

判断例 介入の有無 

健康に影響を与えると考えられる日常生活の行動（適度な運動や睡眠、

バランスの取れた食事、禁煙等）について、群間比較を行うために研

究計画書に基づいて作為又は無作為の割付けにより要因の有無又は程

度を制御する場合 

介入に該当する 

研究目的でない診療で従前受けている治療方法を、研究目的で一定期

間継続することとして、他の治療方法の選択を制約するような場合 
介入に該当する 

研究目的で、診断及び治療のための投薬、検査等の有無及び程度を制

御することなく、その転帰や予後等の診療情報を収集する場合 

介入に該当しな

い 

 

詳細は『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』及び『同ガイダンス』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html 

 

（注６）匿名化 

   特定の個人（死者を含む。以下同じ。）を識別することができることとなる記述等（個人識別符号

を含む）の全部又は一部を削除すること（当該記述等の全部又は一部を当該個人との関わりのない

記述等に置き換えることを含む。）をいう。 

 

詳細は『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』及び『同ガイダンス』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html 

 

（注７）非識別加工情報 

   個人情報（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）の規

定により非識別加工情報に係る加工の対象とされている個人情報に限る）に含まれる記述等の一部

を削除する等の措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得ら

れる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの。 

    

詳細は『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』及び『同ガイダンス』を参照のこと。 

参考URL：http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html 

 


