
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6月15日（火） 18：00～18：5７ 

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、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、 墨岡 亮、神里 彩子、横瀬 利枝子 

欠席委員：  なし 

（出席者21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  加藤 千尋(助産学 修士課程) 

「高年初産婦を対象とする出産・育児に向けた心とからだの準備プログラムの開発」 

研究責任者（加藤氏）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 

統合指針への対応について説明がされた。 

 

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7月20日１8：00～ Zoon会議にて開催予定。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2021/6/15審査分）

本審査 21-A021
高年初産婦を対象とする出産・育児に向けた心とからだの準備プログラ
ムの開発

【大学】助産学 修士課程 加藤 千尋
条件付
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　6月　15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/6/15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（2021/6/15審査分）

継続 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

継続 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

【大学】助産学
博士後期課

程
松永 真由美 承認

継続 18-A087
NICUの新人看護師を対象としたTransition支援プログラムの開発と実用
化研究

【大学】小児看護学
博士後期課
程（ＤＮＰコー

ス）
井出 由美 承認

継続 19-A033
「妊娠糖尿病のセルフマネジメント行動を促進・阻害する要因：インタ
ビュー調査」

【大学】助産学
博士後期課

程
松永 真由美 承認

継続 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

継続 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

【大学】精神看護学 教授 萱間 真美 承認

継続 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

【大学】精神看護学 教授 萱間 真美 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　6月　15日
研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/6/15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(2021/5/11～2021/6/7審査分)

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

【大学】国際看護学 教授 大田 えりか 承認

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-

【大学】急性期看護
学

助教 山本 加奈子 承認

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

【大学】助産学 修士課程 小岩 由依 承認

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

【大学】生命倫理 修士課程 宇野澤 千尋 承認

21-A002
インドネシアにおける２型糖尿病患者のヘルスリテラシー、セルフケアマ
ネジメント、QOLに関する研究

【大学】国際看護学 修士課程
Mamahit Citra

Gabriella
承認

21-A005
小学校教職員のためのBasic Life Support（一次救命処置）実践力の向
上を目指した研修プログラムの開発と評価：予備研究

【大学】公衆衛生看
護学

博士後期課
程

鈴木 みゆき 承認

21-A012 不登校の子どもをもつ母親にとっての精神科訪問看護を利用する体験 【大学】精神看護学 修士課程 髙橋 妙理 承認

21-A013
母子健康手帳のグローバルな視点を加味した再評価と切れ目のない母
子保健サービスに係る研究（ 20DA1005）

【大学】国際看護学 教授 大田 えりか 承認

21-A009 集中治療を受けた患者の退院後の日常生活に関する実態調査
【大学】急性期看護

学
博士後期課

程
牧野 晃子 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　6月　15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2021/6/15研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名



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(2021/5/11～2021/6/7審査分)

変更申請 21-A009 集中治療を受けた患者の退院後の日常生活に関する実態調査 【大学】急性期看護学
博士後期課

程
牧野 晃子 承認

終了報告 19-A062 産後の残尿量と排尿状態の経時的変化 【大学】助産学
博士後期課

程
中山 いづみ 承認

2021/6/15研究倫理審査委員会

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　6月　15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

審査種類 判定課題名承認番号 氏名職名所属
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