
 

2020年度 聖路加国際大学 研究倫理審査委員会 議事録要旨 

 

日 時： 2020年9月15日（火） 18：00 ～18：48 

場 所： 聖路加国際大学 Web（Zoom）会議 

議 長： 片岡 弥恵子（委員長） 

委 員：  

出席/片岡 弥恵子、鈴木 美穂、鶴若 麻里、小野 若菜子、小林 京子、縄 秀志、高橋 奈津子、 

川上 千春、大久保 暢子 小山田 恭子、中田 諭、木下 康仁、竹森 志穂、山田 雅子 

中村 めぐみ、墨岡 亮、神里 彩子、横瀬 利枝子、 

   欠席/青木 美紀子、中山 昌明 

  その他/蛭田 明子（サバティカル期間中） 

（出席者  18人をもって、委員会の成立） 

 

1. 審議事項：新規申請（本審査）  司会：委員長 片岡 弥恵子 
①  山路 野百合（国際看護学  博士） 

「小児がんの子どものためのコミュニケーションツールとしての絵本の作成と評価」 

研究責任者（山路氏）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  条件付承認 

 

 

2．審議事項：その他の本審査 

委員長より、審議事項(添付資料参照)について説明が行われた。 
委員から異議はあがらず、審議参加者全員一致により、承認となった。 
 

3. 報告事項：新規申請の承認報告 

迅速審査及び書類審査該当の新規申請研究について、添付資料の通り報告された。 

 

4．報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告 

既に承認されている研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

5．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

① 今月の審議に関し利益相反の申告がない旨、委員へ確認があった。申告のある委員はいなかった。 

② 2019年度3月の研究倫理審査委員会議事録の内容について確認がされ、承認となった。 

 

 

6.事務局からの報告、連絡事項 

なし 

 

 

7.次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2020年10月20日 １8：00～（Zoon会議 又は大学 本館 PCルーム）にて開催。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2020/9/15審査分）

本審査 20-A058
小児がんの子どものためのコミュニケーションツールとしての絵本の作
成と評価

国際看護学 博士 山路　野百合
条件付き

承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において審議を行い、判定いたしました。

2020年　9月　15日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

2020/9/15研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名 氏名 判定



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2020/8/11～2020/9/7審査分）

20-A009 急性期病院における後期高齢患者の食摂取量低下の実態調査
看護技術・基礎看

護学
博士 菅原 啓太 承認

20-A036 住民と保健医療福祉従事者の地域づくり評価指標の開発 公衆衛生看護学 博士 山谷 麻由美 承認

20-A038
「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が急性期病院の退院
支援に及ぼす影響　─ COVID-19以外の患者に焦点をあてて ─」

在宅看護学 修士 中江 紀子 承認

20-A039 助産師は無痛分娩をする女性をどのように支援しているか ウィメンズヘルス 修士 間宮 万貴 承認

20-A040
無痛分娩を希望している妊婦に対し助産師が行なっている教育・支援の
実際

助産学 修士 榎田 絢萌 承認

20-A041
精神看護学における教授プログラム開発に向けた研究
～対象者のストレングスに着目した看護ケア教授プログラムの検討～

看護教育学 修士 竹林 令子 承認

20-A042
人工呼吸器装着患者に対する『食べられる身体づくりプログラム』試案
のパイロットテスト

成人看護学 博士 井上 昌子 承認

20-A044
急性期病棟での身体拘束最小化のプロセスにおける看護師個人の変
容過程

看護管理学 修士 宮元 亜希子 承認

20-A045 助産所での出産を決めるまでのプロセス 助産学 修士 檀上 明佳 承認

承認番号

2020/9/15研究倫理審査委員会

課題名 氏名職名所属 判定



公開用

20-A046
急性期脳卒中患者を対象とした背面開放座位ケアプログラムの統一化
に向けた取り組み
-背面開放座位ケアプログラムの作成と修正-

ニューロサイエンス
看護学

修士 小林 由紀恵 承認

20-A047 心臓弁膜症患者の療養状況と生活に関する調査 看護情報学 助教 米倉 佑貴 承認

20-A048
養護教諭養成における危機管理に対する学びに関する研究―養護実
習の実習校での新型コロナ感染症対策を通して―

公衆衛生看護学 教員 浦口 真奈美 承認

20-A050
急性期病院に入院する中年期パーキンソン病患者のQuality of Lifeの
実態と看護実践の考察~SEIQoL-DW(schedule for the Evaluation of
Individual Quality of Life-Direct Weighting procedure)を用いて~

ニューロサイエンス
看護学

修士 吉本 巧 承認

20-A052
看護師養成所2年課程（通信制）の入学要件等の見直しによる影響の評
価

看護管理学 教授 奥 裕美 承認

20-A054 日本人乳幼児の鉄欠乏性貧血とそのリスク要因に関する研究 国際看護学 教授 大田 えりか 承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2020年　9月　15日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子



公開用

4.報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告（2020/8/11～2020/9/7審査分）

変更申請 19-A074 医療的ケアとともに生きる子どもの家族の語りのデータベース作成 小児看護学 教授 小林 京子 承認

変更申請 19-A081
保健師の倫理的実践を促進するための実装研究：倫理的課題と倫理的
支援環境に関するインタビュー調査

公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 承認

変更申請 19-A090
アドバンス助産師を対象とした産後の母親への心理支援の質向上プロ
グラムの導入と評価

助産学 博士 小澤 千恵 承認

変更申請 19-A093
End-of-Lifeにあるがんの子どもと親のHOPEの軌跡: M-GTAによる理論
の生成

小児看護学 博士 平田 美佳 承認

変更申請 19-A094
急性期病院一般病棟におけるEarly warning systemの実装に関する研
究

急性期・慢性期看護
学

博士 南條 裕子 承認

変更申請 19-A097
Ａ病院の精神科病棟における重症精神疾患患者周術期ケア質向上に
向けたe-Learningを用いた参加型学習プログラムの開発

精神看護学 博士 石井 歩 承認

変更申請 20-A002 入退院を繰り返す精神障害者が地域生活を継続する要因 精神看護学 助教 高妻 美樹 承認

変更申請 20-A014 末期心不全患者の治療や療養場所の選択に関する意思決定プロセス
慢性期看護学・がん看

護学・緩和ケア
博士 川原 佳代 承認

変更申請 20-A016
新人助産師の臨床判断強化に向けた実地指導者への教育プログラム
の効果検証:クラスターランダム化比較試験

助産学 博士 山本 真実 承認

変更申請 20-A025
女性の関節リウマチ患者の家族計画に関する意思決定ガイドの開発と
内容適切性評価

看護情報学 修士 大歳 里沙 承認

変更申請 20-A041
精神看護学における教授プログラム開発に向けた研究
～対象者のストレングスに着目した看護ケア教授プログラムの検討～

看護教育学 修士 竹林 令子 承認

変更申請 20-A047 心臓弁膜症患者の療養状況と生活に関する調査 看護情報学 助教 米倉 佑貴 承認

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

審査種類 判定課題名承認番号 氏名職名所属

2020/9/15研究倫理審査委員会

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。
2020年　9月　15日
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