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研究の説明文書   
  

ICU長期入室患者に対する振動療法の有効性の検証 

  

1. 臨床試験について  

あなたに参加をお願いする研究は、「臨床試験」と呼ばれるもので、実際に診療に携わる医師・看護

師が、医学的必要性や重要性を検討したうえで作成した試験計画にしたがって患者様が治療を受け、

その有効性と安全性を検討すること等を目的とした試験です。当該研究の実施について研究機関の長

の許可を得ております。  

  

2. 本研究の意義及び目的について  

振動療法による身体機能障害予防効果の検証を行います。集中治療室で治療を受ける患者にとって

筋肉の萎縮を防ぐことは、病気を治療していくうえで大変重要です。今回の研究では通常のリハビリ

テーションに加えて振動療法という下肢を振動させる機材を用いてリハビリテーションを行います。 

ICU 在室時に身体機能を評価してリハビリテーションの効果を調査します。  

  

3. 研究対象者として選定された理由、参加予定の本研究の対象と本学の対象例数  

ICU への長期在室が予測される、ベッドの端に座ることができる 18歳以上の患者 188 名です。  

  

4. 研究の方法について  

振動療法器材を集中治療室でのリハビリテーションに用います。1mm の垂直振動器がリズミカルに

上下するので、ベッドの端に座り両足を器材の上に乗せることで縄跳びのような振動効果を得ること

ができます。  

振動療法を受ける方と受けない方を無作為に振り分けて選択します。どちらに割り付けられるかは対

象者には選択できません。ベッドの端に座ることができるようになれば、通常の早期リハビリテーシ

ョンに加え 1日 1度 15分間の振動療法を ICU退室時まで毎日繰り返す予定となっています。振動療法

の周波数は身体に負担をかけないように低周波数を選択します。振動療法開始後、5 分後、終了後に

自覚症状とバイタルサイン変動の有無を確認します。経過時間に関わらず不快感を認めた際は中止 
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を行います。通常の診療情報からは身体機能状態や入院期間、ICU 在室期間等のデータを収集させて

頂きます。研究期間は徳島大学病院医学系研究倫理審査委員会承認日より 2023年 7月 31日までとし

ます。   

  

5. 情報・データ等の保存及び使用方法並びに保存期間  

本研究では試料・情報を扱う場合には個人情報とは無関係の記号を付して管理し、その番号を使用

することで個人が特定できないように匿名化します。匿名化にあたっては対応表を作成しますが、対

応表は研究責任者が適切に管理を行い外部への提供は行いません。徳島大学病院では、個人情報管理

者は研究責任者とし、収集した情報は研究責任者のみがパスワードを知るコンピューター上のファイ

ルに記録し、試験の中止又は終了後 3 年間保管します。収集したデータは施錠可能な集学治療病棟内

に設置します。尚、収集した情報は本研究以外には使用しません。保管期間終了後、データは破棄し

ます。  

  

6. 本研究の倫理的配慮  

今回の臨床試験の実施にあたっては、徳島大学病院医学系研究倫理審査委員会の審査を経て、研究

機関の長より許可を受けています。この臨床試験に参加されるかどうかはあなたの自由な意思で決め

て下さい。同意されなくてもあなたの診断や治療に不利益になることは全くありません。また、いっ

たん同意した後でもいつでも撤回できます。どちらの場合もその時の状態により責任をもって最善の

治療に当たります。また、ご本人等からの求めに応じて、被験者の個人情報保護や本研究の独創性の

確保に支障がない範囲内で本研究計画及び本研究の方法に関する資料を入手または閲覧できます。希

望される方は連絡先までご連絡下さい。  

  

7. 本研究に参加することによって生じる負担並びに予測されるリスク及び利益  

本研究への参加を拒否した場合にも治療や診断等の評価において影響を及ぼすことは一切ありませ

ん。 タップマスター（本研究で使用する振動療法の器材）は従来の振動療法の器材と比較し、13Hz以

下の自然界に現れる低周波数で構成される整列振動であり、固有感覚(筋肉の張り具合や関節の曲げ伸

ばしを感じ取る感覚)やバランスを整え、内臓刺激による便秘予防効果等の多様な効果が報告されてい

ます。対象者によっては全身的な不良反応として頭痛や気分不良、筋肉痛等も報告されていますが、

これまで当院 ICUでは、有害事象は発生しておらず安全に使用できています。 

  

8. 個人情報の取扱い  

研究対象者を研究対象者識別コードで特定する等，被験者のプライバシーを保護します。本研究の

結果を公表する場合も同様に研究対象者のプライバシーを保護します。研究の信頼性の確保のため研

究者以外の者がカルテを閲覧すること（モニタリング）があります。 

  

2  

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-043348:e043348. 11 2021;BMJ Open, et al. Nakanishi N



                                  (西暦 2020年 9月 7日 版数 2)  

9. 公表について  

本研究の未発表データ等の情報及び本研究の結果の一部又は全部を学会、雑誌等外部に発表する場

合には、氏名、生年月日、住所等を消去することで特定の研究対象者を識別できないようにし、研究

責任者の責任のもと取り扱うこととします。  

  

10. 研究対象者の費用負担の有無に関すること，謝礼について  

集中治療室内にある器材を使用するため費用負担はありません。また、謝礼はありません。  

  

11. 本研究に係る資金源，起こり得る利害の衝突及び研究者等の関連組織との関わり  

本研究の利害関係については，臨床研究利益相反審査委員会の審査を受け，承認を得ております。  

  

12. 本研究の結果から生じる知的財産権について  

この臨床研究の結果として特許権などの知的財産権が生じる可能性はありません。  
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同 意 書 
 

徳島大学病院長 殿 

 

今回、ICU 長期入室患者に対する振動療法の有効性の検証に関し、下記の説

明者より、試験の目的及び方法等について文書により説明を受けるととも

に、いつでも中止の申し出ができることも説明を受け理解しましたので、本

試験を行うことについて同意いたします。 
 

被験者 

 同意年月日  西暦     年   月   日 

  住  所           

 

  氏  名       印 

  生年月日  大・昭・平・令   年   月   日 

 

代諾者 

  同意年月日  西暦     年   月   日 

  住  所           

 

  氏  名           印（続柄      ） 
 

説明者 

 説明年月日  西暦     年   月   日 

  所属・職名           

 

 氏  名       印 
 

同意説明文書及び同意書（写し）の交付日（西暦    年  月  日） 

※ 本同意書に署名または記名･捺印した後に、同意説明文書及び同意書の写しをお受け取

り下さい。 

 

 患者 ID    
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