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研究参加者の方への説明文書 

 

この研究について 

１．研究計画名： 早稲田大学スポーツ医科学クリニック利用者に対するスポーツ障害・外傷の調査 （本研究は早稲田大

学「人を対象とする研究に関する倫理審査委員会」の審査を経て早稲田大学総長より承認を得ています。） 

 

２．研究の背景と目的 

スポーツ障害および外傷に関する調査は多く報告されていますが、大学生トップアスリートに関する報告は少ないです。 

本学スポーツ医科学クリニック（以下、クリニック）は 2004年度に開室し、これまで選手の障害および外傷に対する相談を受

けてきました。クリニックの教育・研究機関としての役割を社会へ還元し、価値をさらに高めていくことが重要です。これまで

に蓄積された 11 年分のクリニック保管の相談内容データ（整形外科およびリコンディショニング内容）は研究発表されてい

ません。また、これから蓄積されるデータと合わせて集計・解析することで、大学生トップアスリートのスポーツ障害および外

傷の発生状況（初発、再発）やそのリスクファクター、メカニズムを解明することができます。 

 

３．研究の方法 

 クリニックで相談した内容、リコンディショニングに関する相談内容、Biodex筋力測定値、MRI撮像画像について、大規

模調査を行います。 

 調査項目は以下の内容です。 

① クリニック利用者に関する項目（アンケート） 

・受傷選手の氏名、年齢、ポジション、部活名または所属チーム名 

・大会名、節、会場（以上、公式試合の場合のみ）、日付 

・傷害発生時のフィールド状況 

・推定される傷害名、受傷部位、傷害の種類、既往の有無 

（有の場合は復帰までに要した日数） 

・受傷時間 

・受傷状況（相手プレーヤーとの接触の有無） 

・受傷後に施した治療 

・傷害の程度（推定される全治期間） 

・リコンディショニング、コンディショニングの内容 

・メディカルチェックデータ（関節可動域、四肢体幹の周径囲、Manual muscle test、筋タイトネス、関節弛緩性） 

② Biodex筋力測定：体幹や下肢、上肢の筋力 

③ MRI画像データ（撮像者：スポ科助手の戸島美智生、今井厚、非常勤講師倉持梨恵子、招聘研究員小野高志） 

 1 回の相談にかかる時間は、上記①と②で一人あたり 40 分前後、③MRI撮像は 30 分です。 

大学生トップアスリートのスポーツ障害および外傷の発生状況（初発、再発）やそのリスクファクター、メカニズムを解明し、

個人を特定できない情報として学会発表や論文として発表します。 

 

４．研究の場所と期間 

この研究は、早稲田大学スポーツ医科学クリニック（東伏見と所沢キャンパス）および所沢キャンパス MRI 室において、

2004 年度開室時から研究実施が承認された日までの過去のデータの利用と、研究実施が承認された日から 2020 年 6 月

30 日まで実施される予定です。ただし、研究実施が承認された後は、クリニックへ来室し相談した日を研究参加日としま

す。 

 

５．研究を実施する者 

研究実施代表者：戸島美智生、所属：スポーツ科学学術院、資格：助手 

研究責任者：坂本静男、所属：スポーツ科学学術院、資格：教授 

研究実施代表者との関係：本学スポーツ医科学クリニック長 
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各担当者名と担当項目 

氏名 所属 資格 研究分担 

坂本静男 

赤間高雄 

鈴木 克彦 

渡辺尚彦 

福林徹 

金岡恒治 

鳥居俊 

内田直 

堀野博幸 

今井恭子 

樋口満 

田口素子 

岡田純一 

平山邦明 

圡黒秀則 

中村千秋 

広瀬統一 

鹿倉二郎 

渡部賢一 

長瀬エリカ 

倉持梨恵子 

今井厚 

小野高志 

戸島美智生 

小西真幸 

深野真子 

ｽﾎｰﾂ科学学術院 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

教授、医師 

教授、医師 

教授、医師 

非常勤講師 

教授、医師 

教授、医師 

准教授、医師 

教授、医師 

准教授 

非常勤講師 

教授 

准教授 

教授 

講師（任期付） 

非常勤講師 

准教授 

教授 

非常勤講師 

客員准教授 

非常勤講師 

非常勤講師 

助手 

招聘研究員 

助手 

助教 

助教 

統括、内科ﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

内科ﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

同上 

同上 

整形外科ﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

同上 

同上、DXA 操作 

精神科ﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

同上 

同上 

ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

同上 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

同上 

同上 

ﾘｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの聴取、評価 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上、MRI 操作 

同上 

同上 

同上 

クリニック管理 

MRI管理 
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６．研究に関する資料・情報の開示について 

あなたのご希望があれば、他の参加者の個人情報保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の研究

計画および研究方法について以下の①から③の資料を開示いたします。開示を希望される場合には以下の方法で開示い

たします。また、この研究に関するご質問がありましたらいつでも担当者にお尋ね下さい。 

なお、この研究の実施に伴いあなたの健康等に関する重要な研究結果や知見が得られる可能性があります。その場合

は、研究結果や所見（偶発的所見※1 を含む。）について、あなたが研究結果の開示を希望される場合には測定の精度等に

ついて十分な説明をした上で開示します。 

①クリニック利用者に関する項目 

「早稲田大学スポーツ医科学クリニック SOAP note」（添付資料）をお渡しできます。 

②Biodex筋力測定データ 

体幹や下肢の筋力データを紙媒体でお渡しできます。 

③MRI撮像画像 

電子媒体データもしくは印刷した内容をお渡しできます。 
※1
：研究対象者の健康等に関する、研究目的の設定の範囲外の知見 

 

７．研究への参加が任意であること 

この研究への参加は任意です。あなたの自由な意思が尊重されます。研究に参加しないことによって、不利益な対応を

受けることはありません。 

研究参加の有無が学業成績や単位取得、クリニック利用に影響を与えません。上下関係によって研究への参加が強制

的にならないよう十分に留意します。 

 2004 年度クリニック開室時から本研究の実施承認日までの研究参加同意については、クリニックホームページ上

（http://www.waseda.jp/sports/supoka/clinic-new/）の本説明文をお読みいただき、不参加希望の方のみ下記連絡先まで

ご連絡ください。 

研究実施承認日以降の参加の同意書は、クリニック利用時に研究についての説明を十分に受けた後、提出してもらいま

す。 

同意を撤回する場合は次の手順で行います。いったん研究参加に同意した場合でも、2020年 6月 30日まで不利益を受

けることなく同意を撤回することができます。この説明書の最終ページに添付してある「同意撤回書」に署名して下記までお

申し出下さい。 

その場合、提供していただいたデータや検体等は廃棄され、それ以降はそれらの情報が研究のために用いられることも

ありません。ただし、同意を撤回したときすでに研究成果が論文などで公表されていた場合やデータや検体等が完全に匿

名化されて特定できない場合等、廃棄できないこともあります。 

同意撤回書を受領後、原本を研究者が保管し、コピーを対象者に渡します。 

同意を撤回する場合の連絡先 

 氏名：戸島美智生、所属：スポーツ科学学術院 

電話番号：内線（所）8308、メールアドレス：michio-t@aoni.waseda.jp  

 

８．この研究への参加をお願いする理由 

 本研究では、スポーツ障害および外傷に関する調査を行い、大学生トップアスリートのスポーツ障害および外傷の発生状

況（初発、再発）やそのリスクファクター、メカニズムを解明することを目的とします。そのため、本研究の対象者は、2004 年

度のクリニック開室時から 2020年 6月 30日までの間で、クリニックを利用した方とします。除外基準は研究参加に同意しな

い方、測定データに欠損値がある方とします。 

 

９．この研究への参加を中断する場合 

データとして提供されたクリニック相談内容（問診票）、Biodex 筋力測定値、MRI 撮像データに記入漏れや測定ミスがあり、

分析不可能な場合には分析対象から除外します。 

クリニック利用中に以下の事象が生じた場合には研究を中断します。 

① 本学スポーツ医科学クリニック利用時や Biodexの筋力測定時に関節や筋に違和感や疼痛を有する場合 

http://www.waseda.jp/sports/supoka/clinic-new/
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② MRI撮影時に気分を悪くした場合 

MRI撮影中に予期しない腫瘍等が発見された場合 

 

 

１０．この研究への参加に伴う危害の可能性について 

 Biodex筋力測定 

研究参加者に関節の屈曲伸展筋力を発揮してもらうため、関節や筋に違和感や疼痛を生じるリスクがあります。測定前の

ウォーミングアップで疼痛の訴えがある場合には、測定は行いません。 

 MRI撮影 

 体内に心臓ペースメーカーなどの金属類があると、磁場の影響を受けます。また、閉所が苦手な方は心理的な負担を受

けます。心理的に不安がある場合には撮影を行いません。 

 危害の発生または危害の程度を最小にするためにとるべき体制 

 Biodex 筋力測定では、十分なウォーミングアップをします。 

 MRI撮影では、閉所や暗所に対する恐怖感をもっているか事前に聞きます。 

 いかなる場合においても、過度な痛みや不快を感じた場合には実験を中断し、適切な処置と休息をとります。気分が悪く

なった場合には、直ちに実験を中断し、楽な姿勢でしばらく安静にしてもらいます。 

 危害が発生した場合の対応 

 緊急事態が発生した場合は、ただちに評価や測定を中止し、保健センター（所沢分室）あるいは最寄りの医療機関へ連

絡・搬送します。 

医療費等が発生した場合の負担の有無・医療の提供の予定はありません。 

 

１１．研究により期待される便益 

 あなたはスポーツ医科学クリニックへ相談者として来室されます。クリニック教員は相談内容に対する適切な応答をするこ

とで、適切な情報を得ることができます。 

 また、研究成果は以下の点で、今後のスポーツ医科学研究の発展に寄与すると考えられます。本研究から、大学生トップ

アスリートのスポーツ障害の発生状況（初発、再発）やそのリスクファクター、メカニズムを解明することができます。整形外

科相談では 2005 年度から 2013 年度までで 4,390 人（年間約 487 人）、リコンディショニング相談では 2004 年度から 2013

年度までで 24,760 人（年間約 2,476 人）、MRI撮像では 2005 年度から 2013 年度までの 3,574 件（年間約 396 件）に対応し

てきました。これらのデータから明らかにできる大学生トップアスリートのスポーツ障害の予防法を考案し、情報を発信する

ことで早稲田スポーツの発展及び強化になると考えられます。 

 

１２．個人情報の取り扱い 

 個人情報は、外部記憶媒体に保管し、所沢キャンパス 101 号館と東伏見キャンパス 75 号館のクリニックにある研究責任

者（坂本静男）の鍵付き保管庫にて常に施錠の上、研究責任者が責任をもって厳重に保管します。また、トップアスリートの

スポーツ障害に関する再解析や発展、応用研究に使用するため研究修了後 2025年 3月まで保管します。保管期間終了後

は直ちにシュレッダーにかけ廃棄します。 

 あなたの個人情報や提供された試料・データ、およびデータが記された資料は、この研究を遂行し、その後検証するため

に必要な範囲においてのみ利用いたします。この研究のために研究従事者以外の方または機関にデータを提供する必要

が生じた場合、または現時点では特定されない将来の研究のために用いる場合は、あらためて倫理審査委員会での審査

を受け適切に対応します。 

 本研究では、あなたの個人情報や提供された試料・データ、およびデータが記された資料は、それらを取得後に必要な場

合に研究者のみが個人を特定できるようにした（連結可能匿名化）上で、鍵をかけて厳重に保管します。この研究の終了後、

あなたの個人情報や提供された試料・データ、およびデータが記された資料は、個人情報を厳重に管理した上で保管しま

す。 

 また、あなたのデータをコンピュータに入力する場合は、情報漏れのない対策を十分に施したコンピュータを使用して、外

部記憶媒体に記録させ、その外部記憶媒体は鍵をかけて厳重に保管し、紛失、盗難などのないように管理します。 

 なお、研究が適正に実施されることを確保するため、研究責任者が指定する監査等に従事する方および本学倫理審査委
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員会が研究の進捗状況等を確認することがあり、その際にあなたから提供されたデータを閲覧することがあります。その場

合でも、あなたの個人情報の取り扱いには十分配慮し、外部に漏れないよう厳重に管理を行います。 

 また、ご提出いただいた同意書は 坂本静男 が責任をもって保管し、研究終了後にシュレッダーにかけるなどして廃棄し

ます。 

 

１３．研究終了後の対応と研究成果の公表 

 この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌などに発表する可能性がありますが、発表する場合は研究参加者の

方のプライバシーに慎重に配慮しますので、個人を特定できる情報が公表されることはありません。 

 また、この研究の概要については、次の機関（国立大学付属病院長会議）が設置する公開データベースに登録します。 

 

１４．研究のための費用 

 本研究はスポーツ医科学クリニックに割り当てられているスポーツ科学部教務口座費から支出します。 

 

１５．研究者等の研究に係る利益相反
（※2）

の状況 

 この研究に関して、研究者等の研究に係る企業等との関わりや、研究結果や対象者の保護に影響を及ぼす可能性のあ

る全ての経済的利益関係等の利益相反の状況はありません。 
※2：利益相反とは、外部との経済的あるいはその他の利益関係等によって、当該研究を実施するにあたり必要とされる公

正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態を言います。 

 

１６．研究に伴う参加者への謝金および支払方法等 

 この研究への参加に際して、参加者に経済的負担は生じません。また、参加の有無にかかわらず謝礼、交通費等は支払

われません。 

 

１７．知的財産権の帰属 

 この研究の成果により特許権等の知的財産権が生じる可能性がありますが、その権利は、この研究の責任機関である早

稲田大学に属し、参加者の方には属しません。 

 

 

問い合わせ先・苦情等の連絡先 

研究計画の内容に関する問い合わせ先 

  研究実施代表者 

氏名：戸島美智生、所属：早稲田大学スポーツ科学学術院、資格：助手、 

連絡先：電話 0429-47-6930、メールアドレス michio-t@aoni.waseda.jp 

 

研究の倫理審査や苦情等に関する問合せ先 

  人を対象とする研究に関する倫理委員会（研究推進部）：03－5272－4652、rinri@list.waseda.jp 

 以上の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえでこの研究に参加することに同意していただける場合は、別紙

の「研究参加への同意書」に署名し、日付を記入して担当者にお渡し下さい。 
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同意撤回書 

 

 

研究責任者 早稲田大学スポーツ科学学術院 

 教授 坂本静男 殿  

 

私は、「早稲田大学スポーツ医科学クリニック利用者に対するスポーツ障害・外傷の調査」の研究に参加することに同意し、

同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを担当研究者 

 

      戸島 美智生       氏 

 

に伝え、ここに同意撤回書を提出します。 

 

                          年  月  日 

 

（参加者ご本人による同意書を提出された場合は以下に署名をお願いします） 

 

 

参加者氏名（自署）：                   

      

 

（研究実施代表者・責任者） 

本研究に関する同意撤回書を受領したことを証します。 

 

    氏 名（自署）：                

    所 属    ：早稲田大学スポーツ科学学術院 

    資 格       ：                   

 


