
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5月18日（火） 18：05 ～19：32 

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：  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、中田 諭、 

髙橋 奈津子、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、 

墨岡 亮、神里 彩子、横瀬 利枝子 

欠席委員：  青木 美紀子 

（出席者20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 鶴若 麻理 
①  小岩 由依(助産学 修士課程) 

「ケニア、ホマベイ地区における HIV陽性の母親の授乳方法の認識と選択」 

研究責任者（小岩氏）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  山本 加奈子(急性期看護学 助教) 

「手術後にクリティカルケアを必要とする患者が急変時に備えるための advance care planning に関

するガイドの開発 -feasibility study-」 

研究責任者（山本助教）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 

 
③  宇野澤 千尋(生命倫理学 修士課程) 

「慢性腎臓病患者と医師は腎代替療法選択に向けた話し合いに何を求めているか-患者と医師の価値

観とその相違を探る-」 

研究責任者（宇野澤氏）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 

なし 

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6月15日１8：00～ Zoon会議にて開催予定。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2021/5/18審査分）

本審査 21-A007
手術後にクリティカルケアを必要とする患者が急変時に備えるための
advance care planningに関するガイドの開発 -feasibility study-

新規申請 【大学】急性期看護学 助教 山本 加奈子 条件付承認

本審査 21-A008
ケニア、ホマベイ地区における
HIV陽性の母親の授乳方法の認識と選択

新規申請 【大学】助産学 修士課程 小岩 由依 条件付承認

本審査 21-A011
慢性腎臓病患者と医師は腎代替療法選択に向けた話し合いに何を求
めているか―患者と医師の価値観とその相違を探るー

新規申請 【大学】生命倫理 修士課程 宇野澤 千尋 条件付承認

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報告を行い、確認いたしました。

2021年5月18日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/5/18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



公開用

2.審議事項：その他の本審査（2021/5/18審査分）

継続 19-A063
食支援を受ける摂食嚥下機能障害を有する在宅高齢者におけるQOL
構成要素の検討

【大学】老年看護学 助教 河田 萌生 承認

継続 19-A079
看護基礎教育における糖尿病の語りをいかしたセルフマネジメント支援
教材の開発

【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 20-A051
就労期にある小児がん経験者に対する晩期合併症に対応した栄養と運
動に関するWebプログラムの開発

【大学】小児看護学 博士後期課程 福井 郁子 承認

継続 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

継続 20-A059
認知症高齢者を含む世代間交流プログラムの評価のための改訂版聖
路加式世代間交流観察（SIERO）インベントリーの作成

【大学】老年看護学 助教 河田 萌生 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5月18日
研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/5/18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



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告(2021/4/13～2021/5/10審査分)

21-A006
定年退職後も同一企業で就労を継続する男性の適応と
QOL(Quality of Life)との関連

【大学】公衆衛生看護学 博士後期課程 原田 若奈 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5月18日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/5/18研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名



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(2021/4/13～2021/5/10審査分)

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

【大学】助産学 客員研究員 高畑 香織 承認

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 【大学】小児看護学 教授 小林 京子 承認

変更申請 19-A079
看護基礎教育における糖尿病の語りをいかしたセルフマネジメント支援教材
の開発

【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

変更申請 20-A012
不安障害のリスクを有する妊婦に対する認知行動療法を活用した介入プログ
ラムの開発と有効性の検討：パイロットランダム化比較試験

【大学】助産学 助産師 岡津 愛子 承認

変更申請 20-A051
就労期にある小児がん経験者に対する晩期合併症に対応した栄養と運動に関する
Webプログラムの開発

【大学】小児看護学 博士後期課程 福井 郁子 承認

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5月18日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/5/18研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属
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