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1.

この説明文書について
この説明文書は、国内 4 年制大学の看護学生の方を対象に、コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下にお

ける看護学生のメンタルヘルスの評価を目的に行うアンケート調査「COVID-19 の流行が日本の看護学生に与え
る影響」について説明するものです。アンケート調査の参加について検討する上で、調査担当者の説明を補い、
このアンケート調査の内容を理解して、
アンケートに回答するかどうかを考えていただくためにご用意しました。
分からないことなどがありましたらなんでもご質問ください

2.

参加の自由について
このアンケート調査に参加するかどうかは、あなたの自由意思に委ねられています。このアンケート調査につ

いてさらに詳しく知りたい場合には、調査担当者にお尋ね下さい。アンケート調査は Web で回答するようになっ
ていますが、どなたが回答されたかは調査担当者には分からないよう無記名となっています。このアンケート調
査に参加されなかった場合や、参加されたとしても途中で辞めてしまった場合でも、成績等には一切関係しませ
んし、不利益を受けたりすることは一切ありませんのでご安心下さい。
3.

このアンケート調査の対象となる方について

このアンケート調査にご回答いただける方は、①ご本人から同意が得られた方、②4 年制大学の看護学専攻（看
護学科）に在籍中の方、これらの条件をすべて満たす方が対象となります。

4.

このアンケート調査の意義と目的

COVID-19 の発生は、2019 年 12 月に中国の武漢で始まり、世界中へと広がり、世界で約 9000 万人が罹患し、
約 200 万人が亡くなっています（WHO：2021 年 1 月 12 日）
。感染の拡大を防ぐため、多くの国で、社会的距離
（social distance）や検疫措置を導入しましたが、結果として、2 億 5000 万人以上の学生に影響をもたらしたと言
われています（UNESCO：2021 年 1 月 12 日）
。看護学生で例を挙げると、対面での講義やその他の学習関連のル
ーチン（友だちや教員との繋がりなど）への参加、ベッドサイドで学ぶ臨地実習の機会や、病院主催のインター
ンシップに参加する機会に影響を及ぼしています。しかし、これらの影響が看護学生のメンタルヘルスに与える
影響はほとんど調査されていません。
COVID-19 の大流行は、過去のパンデミックを大きく上回る規模で、今後、医療従事者の需要はますます増大
していくと考えられます。このような背景から、将来、医療従事者となる看護学生のメンタルヘルスは緊急の公
衆衛生上の懸念となりえます。そこで、看護学生のメンタルヘルスの実態を明らかにすることを目的としていま
す。また、今後は適切な心理的サポートができる体制を構築することを念頭に、このアンケート調査を計画しま
した。

5.

このアンケート調査について

アンケート調査は指定された URL にアクセスし、1 回のみ回答をお願いします。アンケート内に似たような質
問項目もありますが、すべての項目にお答えください。ただし、回答したくない項目については、回答を強要い
たしません（項目には身長や体重といった内容も含みます）
。この研究への同意は、回答をもって同意とみなさせ
ていただきます。アンケートは無記名で行いますので、一度提出されたものは撤回できませんのでご了承くださ
い。
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6.

研究参加により予測される利益と不利益

（1）予測される利益
このアンケート調査に協力・参加いただくことによる回答者の利益はありません。
（2）予測される不利益
アンケート調査は、回答に 15 分程度のお時間を要します。回答内容については、不快感を伴う内容や危害を被
る項目が入っている訳ではありません。万が一、回答の途中でご不快等に感じられた際は、回答をご自身の判断
で自由に中断または中止していただいて構いません。同様に、回答完了まえにログアウトされても構いません。
尚、アンケートへの回答に伴って異変や異常を感じられた際は本文書の最後にある、相談窓口の担当者宛にご
一報くださいますようお願い致します。

7.

このアンケート調査に参加しない場合について

このアンケート調査に参加されなかった場合でも、成績等には一切関係しませんし、不利益を受けたりするこ
とは一切ありません。

8.

アンケート調査全体の実施予定期間について

このアンケート調査は、国内の複数の 4 年制大学にて 1300 名（目標数）の看護大学生の方にご協力をお願いす
る予定です。このアンケートの調査期間は、2023 年 3 月までを予定しています。

9.

あなたが負担する費用について

このアンケート調査については WEB 調査で行うため、大変恐れ入りますが接続場所によりインターネットの
通信料金が発生する可能性があります。また、アンケート調査の回答に伴う謝礼のお支払いはありません。
ご理解の程、よろしくお願い致します。
10. 個人情報の取り扱いについて
このアンケートは無記名で行われるため、個人が特定されることはありません。回収後の電子データは、外部
と切り離したパソコンまたは USB 等にパスワードをかけて管理します。電子データは、研究主幹大学である、兵
庫県立大学看護学部の 7 階研究室内の鍵のかかる場所にて厳重に厳重に管理・保管されます。なお、データの保
管期間は研究の中止または終了後 5 年間保存の後に破棄します。匿名化された電子データは、同様のパンデミッ
クが発生した際の基礎資料として、将来、別の研究で二次利用する可能性があるため、永年保存いたします。具
体的には、背景項目とメンタルヘルス関連のデータを二次利用する可能性があります。

11. 研究結果の公表について
このアンケート調査から得られた結果は、医学関係の学会や医学雑誌などで公表いたします。このアンケート
調査は無記名で行われるため、発表に際して、あなた個人が特定されることはありません。

12. このアンケート調査の資金について
このアンケート調査に関わる資金源は、プロアシストからの研究資金のもと行われます。なお、本研究におけ
る利益相反はありません。
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13. このアンケート調査の倫理審査について
このアンケート調査を実施するにあたり、兵庫県立大学看護学部・地域ケア開発研究所研究倫理審査委員会で
検討され既に承認を受けています。また、関西福祉大学研究倫理審査委員会からも許可を得て実施しています。
また、本研究に関しては「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守し、
「ヘルシンキ宣
言」の精神に基づいて実施されることも審査されています。

14. 研究に関する情報の公開について
あなたからのご要望があれば、あなたがお読みになるという目的に限り、この研究の実施計画書をご覧いただ
くことができます。ご希望の場合は相談窓口にご依頼ください。

15. 本学の相談窓口
この研究及びアンケート調査についての質問がありましたら、いつでも遠慮なくお尋ねください。あなたが理
解できるように、十分にご説明させていただきます。いつでもお気軽にお声掛けください。
(1) 関西福祉大学看護学部担当者
掛田 崇寛
0791-46-2543、E-mail: kakeda@kusw.ac.jp
濱西 誠司

0791-46-2544、E-mail: hamanishi@kusw.ac.jp

遠藤 洋次

0791-46-2683 E-mail: endo@kusw.ac.jp
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