
既存試料・情報を利用して行う研究用 2019 年 4 月改訂 

1       （筑波大学体育系研究倫理委員会） 

 

研究についての説明 

 

 

はじめに  

この文書は、研究課題名「体組成計評価指標の筋質点数とサルコペニア診断基準に含まれる身

体機能との関連性の調査」の研究において、既存試料・情報を利用することをお知らせするための

説明文書です。本研究は、既存試料・情報の自機関利用（利用目的の変更）の場合であり、株式会

社タニタとの共同研究です。しかし、再同意を受けることは容易ではないので、本研究についての

説明文書を筑波大学では大藏研究室のホームページに、株式会社タニタでは自社のホームページに

公開を行います。分からないことや、心配なこと、疑問に思ったことなどがありましたら、どんな

ことでも遠慮なく研究分担者または研究責任者にお尋ねください。 

 

研究分担者 所属 筑波大学 テーラーメイド QOLプログラム開発研究センター 

氏名 金 美珍 

連絡先 029-859-1834 

 

研究責任者 所属 筑波大学 体育系 准教授 

氏名 大藏 倫博 

連絡先 okura.tomohiro.gp@u.tsukuba.ac.jp 

 

記 

１ 研究課題名 

この研究の研究課題名は、「体組成計評価指標の筋質点数とサルコペニア診断基準に含まれる

身体機能との関連性の調査」です。この研究は、筑波大学体育系研究倫理委員会の審査を経て、

筑波大学体育系長の許可を受けて実施しています。 

 

２．研究の背景  

超高齢社会である現代において、高齢者の健康増進や予防医学が注目されています。加齢に伴

う筋肉量の減少や身体機能の低下は避けられないことです。加齢に伴い身体機能が低下し、同時

に筋肉量が減少することでサルコペニアと診断されます。サルコペニアは、ADLや自立性の低

下、予後の悪化を招くと言われています。 

2018年欧州のサルコペニア診断基準が変更されました。その中には、まだ不明な点が多いとされ

ながらも、筋肉の質に関する記載が新しく加わりました。また、従来筋肉量だけでは筋力を説明

できないことが指摘されており、さらに近年は筋肉内の脂肪に関する研究がなされ、筋肉の質に

関する注目が徐々に高まっています。 

３ 研究の目的及び意義  

本研究の目的は、地域在住高齢者を対象とし、体組成計出力値とサルコペニア診断基準である

身体機能との関連性を検討し、体組成計出力値を用いたサルコペニア閾値を設定することです。

筋力は、筋肉量および神経系や筋肉の質に依存することが知られています。生体電気インピーダ

ンス法を用いた体組成計では筋肉量と筋肉の質（筋組織中の細胞内外比指標 ）の評価が可能で

す。生体電気インピーダンス法による細胞外液率の評価は医療機器として認定されており、また

CTの輝度を利用した筋の質指標と生体電気インピーダンス法による筋の質指標との相関性が示さ

れています。 
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サルコペニア診断基準の身体機能は簡便に評価できますが、高齢者自身が日常的に評価するも

のではありません。本研究では、身体機能（握力、歩行速度）を参照として、サルコペニアの簡

易的なスクリーニングができる体組成評価値を作成し、高齢者が日常的に家庭で気付きを得られ

る可能性を示したいです。 

 

４ 予想される研究上の貢献・期待される利益  

筋の質的指標をはじめとする体組成計出力値とサルコペニアとの関連性を明らかにします。さらに

体組成計出力値から算出される判別値を、カットオフ値を用いたサルコペニアの簡易的なスクリーニ

ング方法として提案します。これにより、日常生活の中で誰でも簡便にサルコペニアのスクリーニン

グができます。自身の健康管理を直接行うことで、サルコペニアを早期に発見でき、今後サルコペニ

アの予防対策および介入の現場に貢献することが期待されます。 

 

５ 研究実施期間及び試料・情報等の保存期間 

この研究は、2023年 3月 31 日まで実施する予定です。 

研究期間終了後、2033年 3月 31 日まで、取得した情報(問診、体組成、身体機能など)を保存しま

す。 

 

６ 研究実施場所及び研究実施体制 

（１） 共同研究の有無  

 

体育系を代表施設とする多施設共同研究です。 

また、共同研究施設として筑波大学附属病院またはその他の医療機関を含みません。 

（共同研究参加施設名：株式会社タニタ、所在地：東京都板橋区前野町 1丁目 14 番 2 号 

施設代表者氏名：谷田千里、共同研究責任者氏名 ・職名：内山 朋香 ・開発部） 

 

（２）研究実施場所  

既存資料・情報を用いるため、該当しません。 
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（３）組織  

研究組織は、別紙の通りです。 

Ｄ 組織 （組織構成に基づいて行などを調整してそれぞれの項目について記載する。） 

（多施設共同研究の場合、筑波大学が行う研究部分に携わる研究者のみを記載する。） 

 所 属 
職名または 
課程・学年 

氏 名 
研究倫理研修会 
受講番号 

1)研究責任者 体育系 准教授 大藏 倫博 180411014 

2)研究分担者 

テーラーメイド
QOLプログラム開
発研究センター 

研究員 金 美珍 190424236 

    

    

    

    

3-1)連携研究者 
（学内） 

    

    

    

    

3-2)連携研究者 
（学外） 

株式会社タニタ 開発部 内山 朋香 

JB0000288728 
（一般財団法人公
正研究推進協会
（APRIN e ラーニ
ングプログラム）
において受講済
み） 

    

4)研究協力者 
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７ 研究対象者  

対象者は、要介護認定されていない 65 歳以上の地域在住男女高齢者を約 500名とします。既存デー

タのうち、基本情報・体組成・身体機能欠損値がないデータを本研究の分析対象者とします。 

 

８ 実施内容  

 

（１）実施方法の説明 

既存資料・情報を用いるため、該当しません。 

 

（２）情報の提供を受けるための手続 

 ① どこから提供を受けるか 

自機関で保有している試料・情報（研究課題名：高齢者の身体的虚弱化要因を総合的に検討する縦断

的コホート研究、承認番号：体 30-5保管責任者：大藏倫博）を利用します。 

 

 ② どのような目的で既存試料・情報とされたものか 

既存試料・情報の目的は、高齢者における身体、認知を始め、社会、心理、睡眠などの様々な角度

から、高齢者の現状を把握し、要支援・要介護、死亡に陥るリスク要因を明らかにすることでした。 

 

 ③ 提供を受ける試料・情報は何か（個人が識別される情報を含むか否か） 

提供を受ける情報は、① 基本情報（生年月日、性、年齢、身長、既往歴、服薬状況、飲酒・喫

煙状況、転倒歴）、② 体組成計（体重、筋量、脂肪量、筋質点数、Phase Angle）、③ 身体機能（握

力、5m 通常歩行時間、立ち上がりパワー・スピード）です。 

 

 ④ 提供を受けるためにどのような手続をとるか 

 匿名化されている既存研究のデータは、パスワードが掛かっているファイルを USB メモリーに保

管し、その USB メモリーからデータを提供します。 

 

９ 研究における倫理的配慮 

（１）研究の対象となる個人の人権擁護（①個人情報の管理、②個人情報の保管、③個人情報の

破棄、④個人情報の開示等、⑤プライバシーの保護）  

 

①個人情報の管理 
■ 解析するデータには、個人の名前・住所等の個人情報は含みません。 

■ 入手した個人情報等は、個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守し、また、研究対象者

から同意を得られた範囲内で取り扱います。 

■ 分析に際しては、データをコード化し、個人が特定されないようにします。 

 

②個人情報の保管 

■ 取得したデータはネットワークに接続されていないウイルス防御対策を施した PC に保存し、パス

ワードを設定して研究責任者、研究分担者、連携研究者以外はアクセスできないようにします。 
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■ 研究の実施に伴って取得された個人情報等の漏えい、滅失またはき損の防止その他の安全管理の

ために適切な取り扱いを行います。 

■ 収集したデータは、体育科学系 A 棟 321 号室に設置した鍵のかかるロッカーに施錠して保管しま

す。また、株式会社タニタでは、研究関係者しかアクセスできないオンラインストレージ（Google 

ドライブ）上で保管します。 

■ データ解析は、体育科学系 A 棟 321 室（院生控室）、A 棟 608 号室（大藏倫博研究室）でネットワ

ークに接続されていないウイルス防御対策を施した PC を用いて解析します。また、株式会社タニ

タでは、研究関係者しかアクセスできないオンラインストレージ（Google ドライブ）上で作業し

ます。 

 

③個人情報の破棄 

■ 電子データは、保存期間満了時に完全に消去します。 

 

④個人情報の開示等 

■ 研究結果を論文発表、学会発表およびインターネットで公開します。 

■ 研究結果を公開する際には、研究対象者個人を特定できる個人情報等を開示はしません。 

■ 研究対象者等及びその関係者からの相談に対して問い合わせ先を通知して対応します。 

 

（２）研究の対象となる個人に理解を求め同意を得る方法（インフォームド・コンセント等） 

本研究は、既存試料・情報の自機関利用（利用目的の変更）の場合であり、かつ、インフォーム

ド・コンセントが容易ではないため、筑波大学では大藏研究室のホームページに、株式会社タニタ

では自社のホームページに説明文書を公開します。 

 

（１） 研究によって生ずる個人への不利益及び危険性に対する配慮  

既存資料・情報を用いるため、該当しません。 

 

1. 測定時の長時間拘束による精神的負担 

 

2. 身体機能測定時の怪我の可能性 

 

10 緊急時対応及び被害の補償  

 

（１） 緊急時対応と中止基準 
 

（２） 被害の補償  

 

（３）医療機関への搬送 
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11 研究資金  

本研究は、株式会社タニタから委託を受け、研究資金(49.5 万円)の提供を受けて実施するものです。 

筑波大学は、株式会社タニタにデータを共有し、株式会社タニタは、データ解析及び論文執筆します。 

 

12 利益相反（共同研究先の企業・団体等との関係を含む）  

ありません。 

13 研究結果の公開  

この研究の結果は、論文発表、学会発表およびインターネットで公開します。 

研究結果を公開する際には、研究対象者を特定できる個人情報等は、開示しません。 

14 その他  

特にありません。 

15 問い合わせ先 

この研究は筑波大学体育系研究倫理委員会の承認を得て、対象者の皆様に不利益がないよう万

全の注意を払って行われています。研究への協力に際してご意見ご質問などございましたら、気

軽に説明者又は研究責任者にお尋ねください。あるいは、体育系研究倫理委員会までご相談くだ

さい。 

【問い合わせ先、オプトアウトの窓口】  

所属：テーラーメイド QOLプログラム開発研究センター  職名：研究員  氏名：金美珍 

電話番号：029-859-1834   E-mail：kim.mijin.gf@u.tsukuba.ac.jp 

【筑波大学 体育芸術エリア支援室研究支援】 

電話番号：029-853-2571       E-mail ： hitorinri@un.tsukuba.ac.jp 
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