
2020 年 5 月 1 日～2021 年 6 月 30 日の間に川崎医療短期大学で 

遠隔授業を受講された看護科卒業生の方へ 

「医療福祉系短期大学における LMS学習ログ解析による学生の遠隔授業学習傾向の

調査分析」のご協力のお願い 

 

本研究は、研究に参加される方の権利を守るため、研究を実施することの適否について川崎医療

福祉大学倫理委員会にて審査され、既に審議を受け、承認を得ています。また、川崎医療短期大

学の学長の許可を得ています。 

 

研究責任者 川崎医療短期大学 講師  重田 崇之 

研究分担者 川崎医療短期大学 准教授 熊野 一郎 

 准教授 沖田 聖枝 

 助教  河畑 匡法 

 

1．研究の概要（目的及び意義） 

（１）研究の背景、目的 

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言などで、2020 年～2021 年にかけて全国

的に対面授業から遠隔授業への転換がありました。これらの評価は様々な大学で行われています。

アンケートなどの主観データに基づく分析は多いですが、一方、アクセスログなどの実態調査に

基づく解析や、経年的な調査は未だ少ない状態です。本研究では、遠隔授業時の LMS 学習ログの

解析（Learning Analytics）から学生の学習実態や行動特性を明らかにすることを目的としていま

す。 

（２）研究の意義 

対面授業と遠隔授業では特性が異なりますが、この研究を通して、より教育効果の高い遠隔授

業を設計することで、対面・遠隔の併用による多様な学習環境の提示を実現することができ、学

生への教育効果の向上が期待されると考えます。 

 

2．研究の方法及び期間 

（１）方法および対象者 

2020 年 5 月 1 日から 6 月 30 日および 2021 年 5 月 1 日から 6 月 30 日に、「川崎医療短期大

学 e-Learning Moodle」にアクセスしたログデータを集計、解析します。アクセス時間、リア

クションから学生の学習習慣や学習動向を調査します。対象者は当時、看護科としてアカウン

トの存在した 396 名で、上記期間のログを抽出、集計および分析します。 



（２）期間 

この研究は、倫理委員会承認日（又は指定日）から 2024 年 3 月 31 日までの期間で実施し

ます。 

（３）使用する情報の種類 

ログ発生時間、イベント（資料閲覧、課題提出、フォーラムへの記入などアクション）、課

題提出の有無など 

（４）この研究を中止させていただく場合があること 

この研究は、調査するアクセスログの重大な欠陥・欠損があった場合には、研究を中止する

ことがあります。 

 

3．個人情報等の取扱い及び情報の保管と廃棄の方法 

データ等はコード番号等で管理し、あなたの氏名などの情報が外部に漏れることのないよう

十分留意します。また、あなたのプライバシーの保護についても細心の注意を払います。 

ただし、必要な場合に個人を識別できるように、原則としてあなたの氏名などの情報とコー

ド番号の対応表を残します。この対応表は、紛失・盗難などのないよう鍵のかかる倉庫と鍵付

きロッカーで厳重に保管します。 

紙媒体の資料や記録媒体の保存した研究データ等の資料は、原則として論文等の発表から

10 年間保管します。 

保管期間終了後は、資料情報は破棄します。データはコンピュータや記録媒体（USB メモ

リ）から削除します。記録媒体（USB メモリ）は物理的に破壊し、アンケート等はシュレッダ

ーにて裁断します。 

 

4．研究に関する情報の公開及び研究計画書の開示 

あなたのご希望があれば、個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲内で、こ

の研究の計画調書及び研究の方法、結果に関する資料を入手又は閲覧することができますので、

お申し出ください。なお、この研究はあなたの氏名など、あなたを直ちに特定できる情報を削

除して、学会や論文、ホームページ等で発表しますので、ご了解ください。 

この研究に関するご質問がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。また、

あなたの情報が研究に使用されることについて、あなたもしくは代理人の方にご了承いただけ

ない場には、研究対象としませんので、2023 年 3 月 31 日までに下記連絡先までお申し出くだ

さい。 

 

川崎医療短期大学 看護学科 講師 重田 崇之 

TEL  086-201-5333（内線 40401・40402） 平日 8:30～17:00 

E-mail shigeta＠jc.kawasaki-m.ac.jp 

住所  〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下 2-1-70 



「医療福祉系短期大学における LMS学習ログ解析による 

学生の遠隔授業学習傾向の調査分析」に関する説明書 

 

この説明書は、あなたにこの研究の内容を正しく理解していただき、あなたの自由な意思に基

づいてこの研究に参加するかどうかを判断していただくためのものです。 

この説明書をお読みになり、説明を聞かれた後、十分に考えてからこの研究に参加するかどう

かを決めてください。参加されなくても不利益になることはありません。不明な点があれば、気

軽に質問してください。 
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１．研究の名称及び当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けている旨 

この研究の内容は、研究に参加される方の利権を守るため、研究を実施することの適否につ

いて川崎医療福祉大学倫理委員会にて審査され、承認を得ています（承認番号：22-064）。ま

た、川崎医療短期大学長の許可を得ています。 

この研究に参加されなくても、不利益を受けることは一切ありません。もし、お分かりにな

りにくいことがあれば、どうぞ遠慮なくお尋ねください。 

２．研究機関の名称及び研究責任者の氏名 

＜研究責任者＞ 川崎医療短期大学 講師  重田 崇之 

＜研究分担者＞ 川崎医療短期大学 准教授 熊野 一郎 

 准教授 沖田 聖枝 

 助教  河畑 匡法 

３．研究の目的及び意義 

（１）研究の背景、目的 

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言などで、2020 年～2021 年にかけて全国

的に対面授業から遠隔授業への転換がありました。現在、遠隔授業の分析は様々な大学で行われ

ています。分析内容としては、アンケートなどの主観データに基づく分析は多いですが、一方、

アクセスログなどの実態に基づく調査や解析、経年的な分析は未だ少ない状態です。本研究では、

2 年間の遠隔授業時の LMS（Learning Management System）の学習ログの解析（Learning Analytics）

から学生の学習実態や行動特性を明らかにすることを目的としています。 

（２）研究の意義 

対面授業と遠隔授業では特性が異なりますが、この研究を通して、より教育効果の高い遠隔授

業を設計することで、対面授業と遠隔授業、両方のメリットを生かした学習環境の提示を実現す

ることができ、学生への教育効果の向上が期待されると考えます。 

４．研究の方法及び期間 

（１）方法 

2020 年 5 月 1 日から 6 月 30 日および 2021 年 5 月 1 日から 6 月 30 日に、「川崎医療短期大

学 e-Learning Moodle」にアクセスしたログデータを集計、解析します。アクセス時間、リア

クションから学生の学習習慣や学習動向を調査します。 

（２）期間 

この研究は、倫理委員会承認日（又は指定日）から 2024 年 3 月 31 日までの期間で実施し

ます。 

（３）実施場所 

この研究は、川崎医療短期大学で実施します。 

 



（４）この研究を中止させていただく場合があること 

この研究は、調査するアクセスログの重大な欠陥・欠損があった場合には、研究を中止する

ことがあります。 

５．研究対象者として選定された理由 

この研究は、遠隔授業を受講した看護科（2022 年現在は看護学科）の学生を対象として実

施します。 

６．研究に参加することにより生じる負担、予想されるリスク及び利益 

この研究は、将来の医療福祉の発展のために行われるものであることをご理解ください。 

また、この研究に参加することによる不利益や負担はありません。 

7．研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回することによってあなた

が不利益な取扱いを受けない旨 

同意されなかったり、同意を撤回されたりしても、それによって不利益になることはありま

せん。 

8．研究に関する情報公開の方法 

この研究の結果は、あなたが希望する場合のみ開示します。内容についてお分かりになりに

くいことがあれば、遠慮なくお尋ねください。 

なお、この研究はあなたの氏名など、あなたを直ちに特定できる情報を削除して、学会や論

文、ホームページ等で発表しますので、ご了解ください。 

9．研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できる旨並びにその入手又は閲覧の方

法 

あなたのご希望があれば、個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲内で、こ

の研究の計画調書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧することができますので、お申

し出ください。 

10．個人情報等の取扱い 

データ等はコード番号等で管理し、あなたの氏名などの情報が外部に漏れることのないよう

十分留意します。また、あなたのプライバシーの保護についても細心の注意を払います。 

ただし、必要な場合に個人を識別できるように、原則としてあなたの氏名などの情報とコー

ド番号の対応表を残します。この対応表は、紛失・盗難などのないよう鍵のかかる倉庫と鍵付

きロッカーで厳重に保管します。 

 



11．情報の保管及び廃棄の方法 

紙媒体の資料や記録媒体の保存した研究データ等の資料は、原則として論文等の発表から

10 年間保管します。 

保管期間終了後は、資料情報は破棄します。データはコンピュータや記録媒体（USB メモ

リ）から削除します。記録媒体（USB メモリ）は物理的に破壊し、アンケート等はシュレッダ

ーにて裁断します。 

なお、この研究に参加する同意を撤回された場合は、情報は直ちに破棄します。 

12．研究の資金源と利益相反に関する状況 

この研究は資金を必要としません。 

13．経済的負担及び謝礼 

この研究に必要な費用を、あなたにご負担いただくことはありません。 

14．当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びその内容 

該当しません。 

 

15．取得する情報について、現時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又

は他の研究機関に提供する可能性と現時点において想定される内容 

あなたから提供されたデータ等を、将来別の研究に利用したり、他の研究機関へ提供したり

する予定はありません。 

 

16．相談等への対応、お問い合わせ 

本研究に対するお問い合わせや、研究協力に対して同意しない場合は下記連絡先までご連絡

ください。 

 

川崎医療短期大学 看護学科 講師 重田 崇之 

TEL  086-201-5333（内線 40401・40402） 平日 8:30～17:00 

E-mail shigeta＠jc.kawasaki-m.ac.jp 

住所  〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下 2-1-70 

 

 


