
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12月17日（火）18：00～18：01 

場 所： 聖路加国際大学 本館・4階 PC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、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、小山田 恭子、中田 諭、木下 康仁、竹森 志穂、蛭田 明子、中村 めぐみ、墨岡 亮、 

 横瀬 利枝子、鐘ヶ江 眞知恵、神里 彩子 

欠席委員： 鶴若 麻里、川上 千春、中山 昌明、 

 （出席者 15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 

審査課題 0 課題 

 

 

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・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。 

 

 

6. AMED中央 IRB促進事業について 

 

 

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1月21日 １8：00～ （2号館2階 メディアルーム）にて開催。 

 



公開用

2.審議事項：その他の本審査 （2019/12/17審査分）

継続 17-A095 難治性統合失調症患者に対する訪問看護のケア内容調査 精神看護学 助教 福島　鏡 本審査 承認

継続 17-A101
特発性肺線維症をもつ人々への「Dignity-Centered Careプログラム
（DIGNITY-IPF）」の混合研究法による評価

老年看護学 博士 猪飼　やす子 本審査 承認

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　12月　17日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

2019/12/17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



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2019/11/19～2019/12/16審査分）

19-A076
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
向けた参加型学習プログラムのImplementation Research

精神看護学 博士 石井 歩
書類

（片岡）

　条件付き承認
指摘事項が修正さ
れたので問題無し

承認

19-A075 妊孕性の知識・認識向上のための教材の開発 助産学 修士 松田 佳子
迅速

（高橋/
大久保）

問題なし 承認

19-A077
出産前妊婦のメンタルヘルスに関するスクリーニングによる基礎調査
～無痛分娩希望の有無で比較する～

周麻酔期看護学 修士 鈴木 祐華
迅速

（鈴木/
竹森）

問題なし 承認

19-A078
タンザニアにおける思春期女性の産後家族計画（長期効能、非永久的
方法）を支援する”Green Star”意思決定エイド:実行可能性の検討

助産学 博士 Mushy Stella
迅速

（小林/
青木）

問題なし 承認

判定承認番号

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　12月　17日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

2019/12/17研究倫理審査委員会

課題名 氏名職名所属
審査
区分

担当者意見



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（2019/11/19～2019/12/16審査分）

変更申請 17-A101
特発性肺線維症をもつ人々への「Dignity-Centered Careプログラム
（DIGNITY-IPF）」の混合研究法による評価

老年看護学 博士 猪飼 やす子
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-A049
サクラセルエキストラクト、ユズ精油を用いた芳香浴によるストレス緩和
効果の検討

看護技術学 准教授 大久保 暢子
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A075
看護系技官の政策研究推進予算要求能力向上に向けた学習プログラ
ムの評価

看護管理学 博士 関根 小乃枝
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A081 課題名非公開 助産学 博士 松永 真由美
書類

（鈴木）
問題なし 承認

変更申請 18-A083
妊婦健康診査における社会的ハイリスク妊婦スクリーニングシステムの
改善の試み

助産学 博士 柳村 直子
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 18-A096
外来で経口抗がん薬治療を受ける高齢者の副作用を予防する
多職種連携ケアプロトコールの実装

がん看護学・緩和ケア 博士 小山 美樹
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 19-A005 急性期病棟における退院支援の質改善 在宅看護学 博士 宮本 千恵美
書類

（片岡）
問題なし 承認

変更申請 19-A060 妊娠期におけるDVスクリーニング陽性者に向けた支援ツールの開発 助産学 修士 田﨑 史子
書類

（片岡）
問題なし 承認

終了報告 18-A052
北海道における道央圏外の病院の看護管理者の継続学習の実態と
ニーズ

看護管理学 博士 矢野　祐美子

終了報告 18-A086
ナーススタッフのセルフマネジメント能力向上のための「看護師長の対
人支援力向上プログラム」の評価

看護管理学 博士 三谷　千代子

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

職名所属審査種類
審査
区分

担当者
意見

判定

2019/12/17研究倫理審査委員会

課題名承認番号 氏名

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　12月　17日


	20191217
	20191217(2)
	その他の本審査
	新規迅速・書類
	変更申請・終了報告書

	20191217
	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。


	20191217_公開用押印用
	その他の本審査
	新規迅速・書類
	変更申請・終了報告書


