
2019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： 2019年6月18日（火）18：01～19：11 

場 所： 聖路加国際大学 2号館2階 メディアルーム 

議 長： 片岡 弥恵子（委員長） 

出席委員： 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、 

青木 美紀子、大久保 暢子、川上 千春、小山田 恭子、中田 諭、竹森 志穂、蛭田 明子、中山 昌明、 

中村 めぐみ、墨岡 亮、鐘ヶ江 眞知恵、神里 彩子 

欠席委員： 木下 康仁 

 （出席者 19人をもって、委員会の成立） 

 

1. 審議事項：新規申請（本審査） 
① 根岸 由依(老年看護学  修士) 

「軽度の認知症と診断された高齢者の体験‐診断後支援に焦点をあてて-」 

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】  条件付き承認 

 
② 米田 昭子（成人看護学 博士） 

「2 型糖尿病治療中断者及び、未受診者を対象とした「糖尿病とゆるやかにつき合っていく」ことを助け

るケアプログラムの開発」 

研究責任者（米田氏）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、添付資料の通り実施状況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・報告課題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  1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．次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2019年7月16日 １8：00～ （2号館2階 メディアルーム）にて開催。 



公開用

研究審査・本審査・新規 （2019/6/18審査分）

本審査 19-A016 軽度の認知症と診断された高齢者の体験‐診断後支援に焦点をあてて- 老年看護学 修士 根岸　由依
本審査
（高橋/
　木下）

条件付き
承認

本審査 18-A094
2型糖尿病治療中断者及び、未受診者を対象とした「糖尿病とゆるやか
につき合っていく」ことを助けるケアプログラムの開発

成人看護学 博士 米田　昭子
本審査
（小野/
　中山）

条件付き
承認

2019/6/18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
審査
区分

判定

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。

2019年　6月　18日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子



公開用

研究審査・本審査・その他の審査 （2019/6/18審査分）

継続 15-A034
精神障害者の地域生活支援の在り方とシステム構築に関する研究「精
神科重症患者早期集中支援管理料」に関する実態調査

精神看護学 教授 萱間　真美 本審査 承認

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

2019/6/18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
審査
区分

判定

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。

2019年　6月　18日



公開用

研究審査・新規承認報告（2019/5/21～2019/6/17審査分）

19-A006
定年退職後も同一企業で就労を継続する男性の移行に関連する要因
の検討

公衆衛生看護学 博士 原田 若奈
迅速

（小山田/
大久保）

問題なし 承認

19-A008
妊娠糖尿病女性に対する多職種連携・継続支援に対して
専門職が認識する支援の実際と課題：インタビュー調査

助産学 博士 松永 真由美
迅速

（小野/竹
森）

問題なし 承認

19-A009 ヘルスリテラシーと健康生成力に関するWeb調査 看護情報学 教授 中山 和弘
迅速

（高橋/中
山）

問題なし 承認

19-A010 AYA世代にある小児がんサバイバーの移行期ケアの現状と課題
慢性期看護学・が

ん看護学・緩和ケア
准教授 高橋 奈津子

迅速
（縄/中

田）
問題なし 承認

19-A013 看護系大学助教のキャリア・ラダーとその活用方法の開発
 看護教育学 教授 小山田 恭子
迅速

（高橋/川
上）

問題なし 承認

19-A014 急性期病棟で働くスタッフ看護師の夜勤帯リーダーへの役割移行 看護管理学 修士 山本　くるみ
迅速

（鈴木/川
上）

問題なし 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。

2019年　6月　18日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

担当者意見
判定承認番号

2019/6/18研究倫理審査委員会

課題名 氏名職名所属
審査
区分



公開用

研究審査・その他報告（2019/5/21～2019/6/17審査分）

変更申請 18-A010
回復期リハビリテーション病棟における脳卒中高齢者の退院先選択の
ための意思決定ガイドに関するクラスターランダム化比較試験：意思決
定の葛藤と参加への効果

看護情報学 博士 青木 頼子
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A014 学修の過程で看護を学ぶことの「面白さ」を感じた経験 看護教育学 修士 紀ノ岡 浩美
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A038 外来通院中の精神障がい者を抱えた家族のリカバリーとその構造 精神看護学 博士 青本 さとみ
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A069
自然分娩・無痛分娩を選択する女性への意思決定エイドの効果：非ラン
ダム化比較試験

助産学 博士 宍戸 恵理
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A077
陣痛促進剤の使用量による母乳育児および内因性オキシトシンへの影
響: コホート研究

助産学 客員研究員 高畑 香織
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A089 歌舞伎俳優を継ぐ者にとっての健康 公衆衛生看護学 博士 湯淺 晶子
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A091
自殺未遂者支援のための地域連携システムを構築するプロセス
―救命救急センター退院後、地域での支援につなげるための取り組み
―

公衆衛生看護学 修士 倉永　優子
書類

（片岡）
問題なし 承認

終了報告 16-A039
看護学の質的研究論文査読ガイドラインと査読者教育プログラムの開
発

精神看護学 教授 萱間　真美

終了報告 17-A079 看護学の質的研究査読者教育プログラムの開発と評価 精神看護学 教授 萱間　真美

終了報告 18-A008 周産期母子医療センターにおける特別養子縁組への支援の現状 助産学 修士 青山　さやか

終了報告 18-A063
Burnsによる人工呼吸器離脱アセスメントプログラム(BWAP:Burns Wean
Assessment Program)に関するICU医師・看護師を対象としたインタ
ビュー調査

成人看護学 博士 木村　理加

2019/6/18研究倫理審査委員会

担当者意
見

判定
承認番号

氏名職名所属

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。
2019年　6月　18日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

審査種類
審査
区分

課題名
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