
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： 2021年1月19日（火） 

場 所： メール報告：新規審議案件がないため、メール報告をもって開催に代えた 

 

委 員：  

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

青木 美紀子 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、中山 昌明、中村 めぐみ、墨岡 亮、神里 彩子、横瀬 利枝子 

   欠席/なし 

  その他/蛭田 明子（サバティカル期間中） 

 

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 

なし 

 

 

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 

なし 

 

 

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：2021年2月16日 １8：00～ （大学本館4階 PCルーム又はWeb会議）にて開催。 

 



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2020/12/8～2021/1/11審査分）

20-A070
行動変容をもたらすパートナーシップに基づく市民主体型便秘改善プロ
グラムの開発

看護技術学 教授 縄 秀志 承認

20-A074
妊娠糖尿病妊婦に対する多職種連携・継続支援のためのクリニカルパ
ス導入に向けた医療者向け教育プログラムの開発と評価

助産学 博士 松永 真由美 承認

20-A075 認知行動療法・周産期メンタルヘルスに関する尺度の作成 助産学 博士 青山 さやか 承認

20-A078
精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症流行下におけ
る不安等のメンタルヘルスへの応急処置介入方法の開発と普及に資す
る研究

精神看護学 教授 萱間 真美 承認

20-A079
看護学生が臨地実習で遭遇した身体抑制への問いの展開に関するナ
ラティヴ分析

生命倫理 博士 田中 真木 承認

20-A080
ロボット支援前立腺全摘除術後3か月間に生じる高齢男性の尿失禁量
とQOLの変化および日常生活上の困難の関連性：混合研究法による検
討

老年看護学 修士 石川 和枝 承認

20-A081 COVID19のケアに従事した救急領域看護師の困難と必要な支援 国際看護学 修士 松井 香保里 承認

20-A082 精神障がい者がピアサポートを受ける体験 精神看護学 博士 松井 芽衣子 承認

20-A083
新型コロナウイルス感染症流行下におけるメンタルヘルスに関するリ
モート支援に関する質的記述的研究

精神看護学 教授 萱間 真美 承認

20-A084 看護師向け胸膜中皮腫ケアガイドの実現可能性に関する調査 国際看護学 准教授 長松 康子 承認

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報告を行い、確認いたしました。

2021年　1月　19日

承認番号

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子

2021/1/19研究倫理審査委員会

課題名 氏名職名所属



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（2020/12/8～2021/1/11審査分）

変更申請 17-A084 慢性疾患セルフマネジメントプログラムの効果検証 看護情報学 教授 中山 和弘 承認

変更申請 17-A098 漢方医学を学んだ看護師の看護実践の体験 在宅看護学 博士 江口 優子 承認

変更申請 18-A081
妊娠糖尿病女性に対する多職種連携による継続支援体制：全国実態調
査

助産学 博士 松永 真由美 承認

変更申請 18-A094
2型糖尿病治療の中断の時期を有する人を対象とした「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 承認

変更申請 19-A024
がんゲノム医療中核拠点病院におけるがん遺伝子パネル検査をめぐる
看護職の役割と課題

遺伝看護学 准教授 青木 美紀子 承認

変更申請 19-A027
子どもの末梢静脈ライン留置処置に係る「ファミリーセンタードケア」の
具体的実践内容、および「ファミリーセンタードケア」を促進する看護管
理

看護管理学 博士 相澤 恵子 承認

変更申請 19-A034 看護師の子ども虐待・マルトリートメントのアセスメントのプロセス 小児看護学 教授 小林 京子 承認

変更申請 20-A008
The impact on family scale　および The impact on family scale general
日本語版の標準化

小児看護学 准教授 西垣 佳織 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-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-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

終了報告 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

終了報告 19-A012
ろう者の妊娠出産産褥早期の体験
ー医療従事者との関わりの場面を中心にー

助産学 修士 飯島　聖香

所属

2021/1/19研究倫理審査委員会

審査種類 判定課題名承認番号 氏名職名



公開用

終了報告 19-A067
女性特有の健康課題を総合的に扱う当事者活動への参加経験による、
女性当事者視点でとらえた女性のヘルスリテラシーの変化の検討

看護情報学 博士 北　奈央子

終了報告 19-A073 認定看護教育課程　修了者の動向調査について 在宅看護学 教授 山田　雅子

終了報告 19-A092
長期邦人海外ボランティアに対する渡航前の健康問題に対するリスク
認知と予防行動の影響因子

国際看護学 博士 笹山　桐子

終了報告 20-A004
新卒訪問看護師が安心して就職できる事業所要件に関する内容妥当
性の検討

在宅看護学 教授 山田　雅子

終了報告 20-A020 ドメスティック・バイオレンスと授乳・育児行動との関連性の探索 助産学 修士 村本　はるか

終了報告 20-A026 学士3年次編入制度における就職支援体制の構築に向けた質的研究 3年次学士編入 助教 小布施　未桂

終了報告 20-A028 途上国に滞在する日本人の傷病予防に対する意識調査 国際看護学 博士 笹山　桐子

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。
2021年　1月　19日

研究倫理審査委員会委員長　　片岡 弥恵子
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