
2021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4月20日（火） 18：00 ～19：04 

場 所： 聖路加国際大学 Web（Zoom）会議 

議 長： 鶴若 麻理（委員長） 

出席委員：  鶴若 麻理、鈴木 美穂、中山 和弘、縄 秀志、糟谷 知香江、片岡 弥恵子、木下 康仁、西垣 佳織、  

髙橋 奈津子、青木 美紀子、大久保 暢子、川上 千春、蛭田 明子、山田雅子、小林 真朝、冨島 裕、  

中村 めぐみ、神里 彩子、横瀬 利枝子 

欠席委員：  中田 諭、墨岡 亮 

（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）  司会：委員長 片岡 弥恵子 
① 審査番号 21- A003  伊藤 智美(看護管理学 博士後期課程（ＤＮＰコース）) 

「急性期病院退院後の移行ケアの質向上を目的とした誤嚥性肺炎患者に対する移行ケアの実装」 

研究責任者（蛭田氏）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 審査番号 21- A004 大田 えりか(国際看護学 教授) 

「低出生体重児出生予防のための妊娠期パーソナライズドアプリケーションの検証研究」 

研究責任者（蛭田氏）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、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．報告事項：他委員会の承認報告 

中央倫理審査委員会で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。 

 

6．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

なし 

 

7.事務局からの報告、連絡事項 

倫理指針の改訂・統合指針について 
 

8.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5月18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） （2021/4/20審査分）

本審査 21-A003
急性期病院退院後の移行ケアの質向上を目的とした誤嚥性肺炎患者
に対する移行ケアの実装

看護管理学 博士 伊藤 智美 条件付承認

本審査 21-A004
低出生体重児出生予防のための妊娠期パーソナライズドアプリケーショ
ンの検証研究

国際看護学 教授 太田 えりか 条件付承認

氏名 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4月20日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/4/20研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名



公開用

2.審議事項：その他の本審査（2021/4/20審査分）

継続 16-A008 Team-Based Learning(TBL:チーム基盤型学習）の学習効果 【大学】助産学 准教授 五十嵐 ゆかり 承認

継続 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 【大学】看護情報学 教授 中山 和弘 承認

継続 17-A098 漢方医学を学んだ看護師の看護実践の体験 公衆衛生大学院 博士後期課程 江口 優子 承認

継続 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
【大学】慢性期看護学・
がん看護学・緩和ケア

准教授 高橋 奈津子 承認

継続 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

【大学】遺伝看護学 准教授 青木 美紀子 承認

継続 19-A038
A有料老人ホームにおける“エンディングノート”を用いたAdvance Care
Planningプログラム

【大学】 公衆衛生看護
学

博士後期課程 松本 佐知子 承認

継続 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e-Learningを用いた参加型学習プログラムの開発

【大学】精神看護学 博士後期課程 石井 歩 承認

継続 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

【大学】助産学 博士後期課程 小澤 千恵 承認

継続 19-A095 がん患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの定着を目指した実装
【大学】慢性期看護学・
がん看護学・緩和ケア

博士後期課程 尾形 由貴子 承認

継続 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 【大学】精神看護学 助教 高妻 美樹 承認

氏名 判定

2021/4/20研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名



公開用

継続 20-A007
病院看護部における倫理教育プログラムの研究―
インタビュー調査を通して―

【大学】生命倫理 准教授 鶴若 麻理 承認

継続 20-A024
在住ムスリム外国人女性に対する Culturally Appropriate Maternity Care
モデルの構築
－日本での妊娠・出産・産褥期の経験に焦点をあてて－

【大学】国際看護学 博士後期課程 五味 麻美 承認

継続 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

【大学】看護情報学 修士課程 大歳 里沙 承認

継続 20-A033
糖尿病透析予防指導を受ける糖尿病性腎症患者の指導の受け止めとセ
ルフケア行動の実態

【大学】慢性期看護学・
がん看護学・緩和ケア

博士後期課程 藤澤 由香 承認

継続 20-A035 カップルがともに親になることを支える子育て準備プログラムの開発
【大学】ウィメンズヘル

ス
博士後期課程 小嶋 奈都子 承認

継続 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

【大学】助産学 修士課程 榎田 絢萌 承認

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

継続 20-A053
産科に携わる看護職を対象とした虐待の予防のためのweb-learning教育
教材の改定

【大学】助産学 助教 馬場 香里 承認

継続 20-A057
都市部世代間交流プログラムボランティアの自己実現と専門職とのパー
トナーシップの評価

【大学】老年看護学 准教授 川上 千春 承認

継続 20-A067 看護ゼミナール（漢方医学と看護）教材の質改善に関する研究 【大学】在宅看護学 教授 山田 雅子 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。

2021年4月20日
研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告(2021/3/9～2021/4/12審査分)

20-A090 帝王切開術を受ける妊婦に対する早期母子接触プログラムの効果 【大学】助産学 博士後期課程 五十嵐 由美子 承認

20-A091
タンザニアの思春期母親に対する産後の家族計画の選択における「Green Star」
意思決定エイドの効果：施設別の準実験研究

【大学】助産学 博士後期課程 Mushy Stella 承認

20-A097
分娩中の硬膜外麻酔使用について妊婦と助産師における共有意思決定の質向
上

【大学】助産学 博士後期課程 内田 朋子 承認

20-A092
新型コロナウイルス感染拡大による臨地小児看護学実習の縮小が学生の認識
する小児看護実践能力に及ぼす影響

【大学】小児看護学 修士課程 監物 佳子 承認

20-A096
新型コロナウイルス流行下での医療系大学院生の健康行動、コントロール感、
主観的健康管理能力の関係について留学生と日本人の比較

【大学】国際看護学 教授 大田 えりか 承認

20-A098 食物アレルギーの治療選択に関する意思決定ガイドの内容適切性評価 【大学】看護情報学 博士後期課程 端山 淳子 承認

21-A001 助産師による避妊教育・相談に関する実態調査 【大学】助産学 教授 片岡 弥恵子 承認

2021/4/20研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名 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4月20日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



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(2021/3/9～2021/4/12審査分)

変更申請 16-A008 Team-Based Learning(TBL:チーム基盤型学習）の学習効果 【大学】助産学 准教授 五十嵐 ゆかり 承認

変更申請 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e-
Learningを用いた参加型学習プログラムの開発

【大学】精神看護学 博士後期課程 石井 歩 承認

変更申請 20-A010
脳神経外科病棟看護師の解剖生理学を活用した看護実践における思考過程の
検討

【大学】ニューロサイエンス
看護学

博士後期課程 安田 みなみ 承認

変更申請 20-A053
産科に携わる看護職を対象とした虐待の予防のためのweb-learning教育教材の
改定

助産学 助教 馬場 香里 承認

変更申請 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 【大学】国際看護学 教授 大田 えりか 承認

変更申請 20-A068
新型コロナウィルス感染症に対応する障害者施設等の職員のためのサポート
ガイド作成

【大学】精神看護学 教授 萱間 真美 承認

変更申請 20-A087 「通院中断している統合失調症患者に手を差し伸べるプロトコル」実装の評価 【大学】精神看護学 博士後期課程 榎戸 文子 承認

変更申請 20-A087-1
「通院中断している統合失調症患者に手を差し伸べるプロトコル」実装の評
価

外部組織 外部申請者 三ケ木 聡子 承認

変更申請 20-A033
糖尿病透析予防指導を受ける糖尿病性腎症患者の指導の受け止めとセルフケア行
動の実態

【大学】慢性期看護
学・がん看護学・緩和

ケア
博士後期課程 藤澤 由香 承認

終了報告 16-A025 水俣市保健所母子健康記録表調査 国際看護学 教授 大田 えりか

終了報告 18-A056 慢性疾患患者の自己管理継続支援のためのウェブアプリケーションの開発 【大学】看護情報学 助教 米倉 佑貴

氏名 判定

2021/4/20研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名



公開用

終了報告 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 【大学】助産学
博士後期課程
（ＤＮＰコース）

柳村 直子

終了報告 19-A011 小児がんの子どもと家族のがんに関する情報ニーズの調査 【大学】国際看護学 博士後期課程 山路 野百合

終了報告 19-A038
A有料老人ホームにおける“エンディングノート”を用いたAdvance Care Planningプロ
グラム

【大学】 公衆衛生看護学
博士後期課程
（ＤＮＰコース）

松本 佐知子

終了報告 19-A095 がん患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの定着を目指した実装
【大学】慢性期看護学・が

ん看護学・緩和ケア
博士後期課程
（ＤＮＰコース）

尾形 由貴子

終了報告 20-A008
The impact on family scale　および The impact on family scale general 日本語版の
標準化

【大学】小児看護学 准教授 西垣 佳織

終了報告 20-A022
小児集中治療室での子ども・家族中心のEnd-of-Life Careにおける親ー医療者関係
の変化のプロセス　ー看護師の認識と実践ー

【大学】小児看護学 博士後期課程 手塚 園江

終了報告 20-A024
在住ムスリム外国人女性に対する Culturally Appropriate Maternity Care モデルの
構築－日本での妊娠・出産・産褥期の経験に焦点をあてて－

【大学】国際看護学 博士後期課程 五味 麻美

終了報告 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

【大学】看護情報学 修士課程 大歳 里沙

終了報告 20-A029 新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛下におけるDV被害と支援の実態 【大学】助産学 修士課程 加藤 雛子

終了報告 20-A032 特発性肺線維症をもつ生活者への看護援助の実態と教育ニーズに関する調査 【大学】3年次学士編入 助教 猪飼 やす子

終了報告 20-A035 カップルがともに親になることを支える子育て準備プログラムの開発 【大学】ウィメンズヘルス 博士後期課程 小嶋 奈都子

終了報告 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 【大学】助産学 修士課程 榎田 絢萌



公開用

終了報告 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

【大学】成人看護学
博士後期課程

DNPコース
井上 昌子

終了報告 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 【大学】看護管理学 修士課程 宮元 亜希子

終了報告 20-A045 助産所での出産を決めるまでのプロセス 【大学】助産学 修士課程 檀上 明佳

終了報告 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~

【大学】ニューロサイエンス
看護学

修士課程 吉本 巧

終了報告 20-A055
周手術期に集中治療室に入室する患者のアドバンス・ケア・プランニングに関する意
思決定ガイドの内容妥当性の検討

【大学】急性期看護学 助教 山本 加奈子

終了報告 20-A057
都市部世代間交流プログラムボランティアの自己実現と専門職とのパートナーシップ
の評価

【大学】老年看護学 准教授 川上 千春

終了報告 20-A069
新たな生活様式を踏まえた看護師等養成所における感染予防策の検討のための実
態調査研究

【大学】看護教育学 教授 小山田 恭子

終了報告 20-A072
生涯を通じた健康の実現に向けた「人生最初の1000日」のための、妊娠前から出産
後の女性に対する栄養・健康に関する知識の普及と行動変容のための研究

【大学】国際看護学 教授 大田 えりか

終了報告 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 【大学】国際看護学 修士課程 松井 香保里

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4月20日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



公開用

5.報告事項：他委員会の承認報告（2021/3/9～2021/4/12受理分）

20-C001
組織変容を伴うプリセプター保健師教育支援プログラムの開発
～プリセプター保健師研修の実行可能性の検討～

公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 終了
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