
働く妊婦さんへ

研究ご協力のお願い
妊娠と仕事の両立に向けたサポートのあり方を調査しています

東北大学大学院医学系研究科
ウィメンズヘルス・周産期看護学分野
中村康香(准教授) 和田彩(博士後期課程) 

☎ 022-717-7957(直通)
work@womens.med.tohoku.ac.jp

お問い合わせ
はこちら

E-mail

ご協力いただく内容

• 職務調整ツールの使用

• 職務調整ツール使用のフォローアップへのご参加

（ツールからの通知の受け取りと面談2-3回、5-15分、オンライン通話）

• お仕事や妊娠に関するアンケートへのご回答 （全4回・5-15分程度・Web入力式）

対 象

• 研究参加時に、妊娠16週までの方（ご出産予定日が2021年10月中旬頃～2022年2月頃の方）

• 就労しており、妊娠30週頃まで継続する予定の方（就労時間や雇用形態等は問いません）

• スマートフォンを所有している方

• 医療者から、就労や日常生活における制限を指示されていない方

お申し込み
はこちら

* 職場や医療者への連絡や通知がされるものではありません

すべてご協力頂いた方に5,000円相当の謝礼を差し上げます

そんな妊婦さんに対し

「職務調整ツール」を開発しました。

研究参加者の方にツールを使用して頂き

アンケート調査にご回答頂くことで

その効果を検証します。

職務調整ツールとは？
(モバイルアプリケーション形式)

仕事を調整するために、

仕事と身体の状況の

何を観察すればよいかを示します

入力した状況が一目で

わかるように示されます

入力した内容に応じて、

仕事の工夫や症状への対処方法、

利用できる社会資源などが

示されます

入力をすると

妊娠中どのくらい働いて良いか心配

ついつい仕事を頑張り過ぎてしまう



「職務調整ツールの開発」研究 スケジュール

様 （研究ID： ）
この度は研究にご参加頂き、深く感謝申し上げます。

仕事と妊娠に両立のためにできる限りサポートさせて頂きますので、ご協力お願い致します。

東北大学大学院医学系研究科
ウィメンズヘルス・周産期看護学分野
中村康香(准教授) 和田彩(博士後期課程) 
☎ 022-717-7957(直通)

work@womens.med.tohoku.ac.jp

お問い合わせ
はこちら

E-mail
研究参加への
同意撤回を希望
される方はこちら

＊面談には、ご質問等がない場合にもご参加をお願い致します。

日付・時期 ご協力頂きたいこと 詳細

／

妊娠12週頃

研究参加のご登録

アンケート➀

（ご回答時間約15分）

左QRコードより、研究参加登録とアンケート

のご回答をお願い致します。

職務調整ツール

新規登録・使用開始

アンケート➀にご回答後、職務調整ツールのURLが表示

されます。アクセスをして、使用を開始して下さい。

ツールから、1-2週間毎通知が届きます。

通知が届いたらツールの使用をお願い致します。

面談➊

ツール使用方法の説明

アンケート➀ご回答から2週間以内に、

面談の日程や方法をメールにて調整させて 頂きます。

／

妊娠16-18

週頃

面談➋

ツール使用状況の確認
面談の日程や方法をメールにて調整させて 頂きます。

／

妊娠20週頃

アンケート➁

（ご回答時間約10分）

アンケートURLをメールにてお送りします。

ご回答お願い致します。

／

妊娠26-28

週頃

面談➌

ツール使用状況の確認
面談の日程や方法をメールにて調整させて 頂きます。

／

妊娠32週頃

(産前休業

に入る前)

アンケート➂

（ご回答時間約15分）

アンケートURLをメールにてお送りします。

ご回答お願い致します。

産前休業に入る前にご回答頂きたいたため、予定より

早く休業に入る場合などは、下記までご連絡ください。

／

ご出産後

アンケート④

（ご回答時間約5分）

アンケートURLをメールにてお送りします。

ご回答お願い致します。

謝礼お渡し 5,000円相当の謝礼をお渡しさせて頂きます。
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就労妊婦の皆様へ 
「妊婦の職務調整を支援するモバイルヘルス介入の開発」へのご協力のお願い 

 

1. 医学系研究について 
健康増進や病気の予防のための医療支援は、これまでさまざまな研究により進歩して今に至っています。こ

の支援の進歩のための研究には、実際に人を対象に実施しなければならないものがあります。このような健康

な人に参加していただき行われる研究を「人を対象とする医学系研究（医学系研究）」と呼びます。医学系研究

にはいろいろな種類がありますが、今回ご説明する研究は「準実験研究」と呼ばれるもので、健康増進のために

開発した支援を受ける前、受けている途中、受けた後のあなたの身体の状態やお気持ちをデータとして観察す

るものです。このデータを分析することにより、病気の原因の解明やよりよい治療方法の開発に役立てること

を目的としており、あなたのデータを利用させていただくことが、今回の研究でお願いすることです。医学系研

究は国が定めたルールに従って行われ、参加される患者さんや健康な人が不利益を受けないよう、倫理委員会

※（医学系研究について審査する委員会）により十分検討されて承認され、研究機関の長により実施が許可され

ています（研究計画番号：2020-1-1051 倫理員会承認日：2021年 3月 16日）。 

 

2. この研究の背景について  

 妊婦さんにとっては、立ち仕事や長時間労働、心理的ストレスの高い仕事などの一部の職務が心身の負担

となることがあります。就労妊婦さんは職務の内容を見直し変更する、職務調整を行っていくことが重要で

す。しかし、妊婦さんの中には、日々変化する身体や職場の状況の中で、職務をどの程度、どんなふうに調整

すれば良いのか迷っていたり、職務による心身への負担を懸念して退職を選択したりする方がいらっしゃいま

す。このことから、職務調整は上手く機能していない現状が伺えます。そこで今回、職務調整に必要な目安や

情報をスマートフォンアプリケーションから得られるようにする「職務調整ツール」を開発しました。この支

援によって、就労妊婦さんの職務調整が上手く機能し、仕事によるストレス（以下、職業性ストレス）が軽減

するかどうかを評価することに取り組みます。 

 

3. 研究の内容・期間について 
１）研究の目的について 

今回の研究では、妊婦さんを対象とし、職務を調整するための支援（職務調整を支援するモバイルヘルス介

入）を受けていただき、その受け入れや効果を評価することを目的としています。アンケートのご回答と職務調

整ツールへの入力内容を、その評価のために使用させていただきます。 

２）研究への参加基準（候補として選ばれた理由） 

研究に参加いただけるのは、以下の項目にあてはまる方です。しかし、ご同意いただいた後でもお身体の状

態等によっては、参加いただけない場合もありますのでご了承ください。 

(1) 研究参加時妊娠 8-16週の方 

(2) 就労しており、妊娠 30週頃まで継続する予定の方（雇用期間や就労時間は問いません） 

(3) スマートフォンを所有している方 

(4) 妊娠しているお子様がお 1人の方（双子などでない） 

(5) 同意取得時に年齢 20歳以上の方 

(6) 日本語の読み書きができる方 

(7) 研究参加時に医学的に就労や身体活動における制限がない方 

３）お使い頂く職務調整ツールの内容 

(1) 仕事を調整するために、仕事や身体の状況の何を観察すればよいかを示します。 

※倫理委員会 ： 健康な人の安全を守る立場から、研究の実施や継続について、専門家や専門外の方々により科学的

および倫理的観点から審議を行い、研究機関の長に意見を述べる委員会です。倫理委員会の手順書、委員名簿、委員

会の議事要旨等の情報は下記のホームページに掲載されていますのでご参照ください。 

・名称：東北大学大学院医学系研究科倫理委員会 

・設置者：国立大学法人東北大学大学院医学系研究科長 

・所在地：宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1  

・ホームページアドレス：https://www.rinri.med.tohoku.ac.jp/portal/ 

2021年 3月 16日作成（第 1版） 
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(2) 仕事や身体について観察した内容を入力すると、入力した状況が一目でわかるように示されます。 

(3) 仕事や身体について観察した内容を入力すると、入力した内容に応じて、負担を軽減しながら働くた

めの仕事の工夫や症状への対処方法、利用できる社会資源などが示されます。 

職務調整ツール使用に際して注意して頂きたいこと 

＊このツールは、妊婦健康診査にて、医師や助産師から就労や日常生活に関する制限を受けていない

方が利用できます。 

＊このツールは職場や医療者に対し、入力した内容が伝達されるものではありません。 

＊ツールの中で示される職務の目安は、ガイドラインの基準を用いていますが、負担の程度は個人に

よって違うため、全員にあてはまるものではありません。あくまで仕事を調整する上での目安となる

ものであり、目安内であれば異常が予防できることを保障するものではありません。 

＊ツールの中で示される仕事の工夫や症状への対処方法は、負担なく働くためのものです。これらを

実施することで、異常が予防できることを保障するものではありません。 

４）参加予定期間  

この研究にご協力いただくために必要な期間は、妊娠12週頃からご出産後までの約7ヶ月間となります。 

５）実施予定期間と参加予定者数  

この研究は、2021年3月～2025年3月まで行われ、合計100名の妊婦さんの参加を予定しています。 

６）研究のスケジュール 

職務調整ツールをご使用頂く期間： 

妊娠 12-32 週頃の約 5 か月間  

 

 

職務調整ツール使用のためのフォローアップの時期 ： 

(1) 通知：ツール使用期間中、1-2 週間毎 

(2) 面談（オンライン通話）：ツール使用開始時、妊娠 16-18 週頃、妊娠 26-28 週頃の計 3 回、 

1 回 5-15 分程度 

Weｂアンケートにご回答頂く時期：妊娠 12-14 週頃、妊娠 20 週頃、妊娠 32 週頃、ご出産後の 

計 4 回、1 回 5-15 分程度 

７）研究参加により予想される利益と不利益 ・負担 

＜予想される利益＞ 

・ この研究に参加することによって、職務や身体の状況を振り返る機会や、職務調整をするための助言を得

ることができます。それを通じ、職業性ストレスの軽減ができる可能性があります。 

・ この研究によって妊婦さんの職務調整への支援が構築されれば、近年増加している就労妊婦さんに役立つ

可能性があります。 

＜不利益・負担＞  

 インターネットを利用するため、ツールの使用や調査へのご回答によって発生する通信費は、自己負担と

なります。 

 職務調整を意識的に行うことで、就労への心配が通常より大きくなったり、必要以上に職務を制限してし

まったりする可能性があります。これらの状況が生じないよう、ツール使用状況をフォローさせて頂きま

す。 

 アンケート調査にご回答いただく時間（計4回、1回5-15分程度）を割くことになります。そのため、空き

時間などを利用し、無理のない範囲でご協力をお願いしています。 

 

4. 研究への参加の自由と同意撤回の自由について  
１）この研究への参加はあなたの自由です。この説明文書をよく読んでいただき、ご家族と相談するなど十分

に考えたうえ、この研究に参加するかどうかをご自身の自由な意思で決めてください。もし、ご不明な点が

あれば遠慮なくお尋ねください。参加に同意していただける場合には、この説明書の最後の研究参加用Web

サイトより参加登録をお願いいたします。もしお断りになっても、今後の診療を受けるうえで不利な扱いを

受けることは決してありません。 

２）研究の参加はいつでも取りやめることができます。研究の途中であっても、いつでも参加を取りやめるこ

とができますので、ご遠慮なく下記連絡先へご連絡いただくか、下記QRコードでの手続きをお願いします。 
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3）この研究では、研究参加登録前後と、Webアンケート回答開始前と終了時に「回答する(参加に同意)」「送

信する(参加に同意)」をクリックすることで参加に同意したものさせて頂きます。調査の途中でも回答を中

止できます。これはWebアンケート回答毎に行われます。 

 

5. 個人情報の保護・研究結果の取扱いについて  
研究はあなたの個人情報を守った上で行われます。あなたの求めに応じて、本研究計画に関する資料を、他

の研究参加者への個人情報保護や本研究の独創性の確保に支障のない範囲内で、開示することができます。 

１）この研究で得られた結果（アンケートの回答やツールのデータ）は、研究用の番号(ID)をつけ、データの

解析などに利用されます。研究の結果は、学会や医学雑誌等にて公表される予定ですが、その際もあなたの

お名前や個人を特定する情報に関わる情報は使用いたしません。 

２）Web上での登録、アンケート回答となりますが、Webサイトを運営している会社（株式会社マクロミル）

は、プライバシーマークを取得しており、回答内容はSSL暗号通信技術により暗号化され通信されますの

で、第3者に漏洩しないことを保証します。 

３）研究に参加された場合、研究の関係者が、あなたの記録を閲覧することになります。このような場合で

も、これらの関係者には守秘義務が課せられていますので、あなたの名前などの個人情報にかかわる情報は

守られます。（個人情報管理の責任者：中村康香） 

4）得られた結果は研究終了日から5年保管し、匿名化したうえで復元不可能な状態にして廃棄いたします。 

 

6. 研究資金と利益相反（企業等との利害関係）について  

本研究の資金は財団法人ヘルスサイエンス・センター研究助成金より支出されています。本研究は、研究者

グループにより公正に行われます。本研究の利害関係については、現在のところありません。今後生じた場合

には、東北大学利益相反マネジメント委員会の承認を得たうえで研究を継続し、本研究の利害関係についての

公正性を保ちます。 

 

7. この研究により健康被害が発生した場合の対応について  
１）健康被害が発生した場合  

この研究は、身体に害を与えるような研究ではございませんが、万一この研究に参加中または研究終了後

に、今までになかった症状や何か変わったことに気付いたときは、研究の相談窓口にお知らせください。 

 

8. 研究への参加が中止となる場合について 
研究中であっても、以下の場合には研究を中止させていただきます。その場合は、通常の診療の提供を続け

させていただきます。また、この研究に関連してそれまでに集められた調査結果は、あなたからの特別な要望

がない限り使用させていただくことをご了承ください。 

1) 参加者ご本人から研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 

2) 登録後に参加者ご本人が適格性を満たされないことが判明した場合 

3) 研究中に就労や日常生活に関する制限が生じた場合（切迫流早産の安静加療、持病の悪化など） 

4) 研究全体が中止された場合 

5) その他の理由により、研究者が研究を中止することが適当と判断した場合 

 

9. 将来の研究のために用いる可能性 
研究参加者の皆様から提供された情報や調査結果は、研究終了後 5 年間保存され、この研究に関連した将来

の研究で使用される可能性があります。その場合にも、個人情報の保護等につきましては、本研究の基準に従っ

て厳正に行います。 

 

10. 研究に関する費用について  
研究に協力していただいたことに対して、すべての調査を完遂されますと5,000円相当の謝品をお支払いた

します。本研究に伴って、ツールの使用や調査へのご回答によって発生する通信費は自己負担となります。 

11. 研究参加者の皆様に守っていただきたい事項について  
この研究に参加されている間、次のことにご協力ください。 

1) ツールからの通知を受け取れるようにしてください。 
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2) 1-2週間に1回は、ツールをご利用ください。 

3) ツール使用に関するご不明点がない場合にも、使用のフォローアップの際はご協力ください。 

4) ご出産後には、ツールの削除をお願い致します。 

5) ご都合により、研究に参加できなくなった場合には、必ず下記連絡先にご連絡頂くか、下記同意撤回用

Webサイトでのお手続きをお願い致します。 

 

12. 研究に関する情報公開および資料閲覧方法 
 この研究の概要については、データベース（UMIN）に登録して公開しています。個人が特定される情報は公

開されません。この研究の方法等を記載した資料をご覧になりたい場合は、他の情報提供者の個人情報に関わ

る部分や研究の独創性確保に支障のない範囲でお見せいたします。 

 

13. 相談窓口 
研究についてわからないこと、心配なことがありましたら、相談窓口にお問い合わせ下さい。 

（現時点で特定されない研究については実施が未定のため、他の方の個人情報については個人情報保護のた

め、知的財産については知的財産保護のため、お答えできないことをご了承ください。） 

研究責任者：中村康香（ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 准教授） 

研究担当者：和田 彩（ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 大学院生） 

【連絡先】 

東北大学大学院医学系研究科 ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 

〒980-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1 

電話：平日（9:00-17:00） 022-717-7957 
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