
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： 2022年2月15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／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、 

中田 諭、高橋 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／なし 

 

1.審議事項：新規申請（本審査）  司会：委員長 鶴若 麻理 

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 

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：実施状況報告、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(別紙)の通り報告された。 

 

 

6．報告事項：他委員会の承認報告 

なし 

 

 

7．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

なし 

 

8.事務局からの報告、連絡事項 

なし 

 

9.次回委員会開催連絡 

2022年3月15日(火)１8：00～（大学本館4階PCルーム又はWeb会議）にて開催予定。 



3.報告事項：新規申請の承認報告(2022/1/11～2022/2/7審査分)

21-A081
精神障がい者と生活する家族員と共に行う心理教育プログラムの開
発－診断後間もない時期の単家族に焦点を当てて－ 【大学】精神看護学 博士後期課程 青本 さとみ 承認

21-A083
地域の専門職の倫理的実践を促進するための実装研究：地域保
健・福祉領域の倫理的職場環境尺度の開発

【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 承認

21-A084
生命の危機的状況にある児と家族の「ふれあい」を促す看護ケアモ
デルの構築

【大学】基礎看護学 助教 西本 葵 承認

21-A085
中小規模病院の看護師長を対象とした問題解決思考力向上のため
のオンライン学習プログラムの開発

【大学】看護管理学 博士後期課程 矢野 祐美子 承認

21-A086
循環器疾患を有してがん治療を行う患者の心不全発症・増悪予防
の自己管理支援に関する実態調査

【大学】急性期看護学 教授 吉田 俊子 承認

21-A087
妊婦および授乳中の女性に対するコロナワクチン接種の意思決定
エイド：日本語版の開発

【大学】助産学 助教 宍戸 恵理 承認

21-A088
妊産婦を支援する看護職を対象とした虐待予防実践に活かすWeb-
learningの効果検証

【大学】助産学 助教 馬場 香里 承認

2022/2/15研究倫理審査委員会

　 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。

2022年2月15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



4.報告事項：既承認研究の軽微な変更申請(2022/1/11～2022/2/7審査分)

変更申請 18-A098
熟練看護師が実践する「安楽」なケアのモデル化
～各看護領域を対象としたインタビュー調査～

【大学】基礎看護学 准教授 佐居 由美 承認

変更申請 20-A043
デュアルモニタリング型テレナーシングシステム利用による慢性疾患等在宅
療養者の増悪予防等の評価-前向き縦断的混合研究法(CIPDAHCaV
study)

【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 承認

変更申請 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
（ＤＮＰコース）

内田 朋子 承認

変更申請 21-A079
「就労する一人家族介護者が介護離職に至る要因 批判的実在論の視点を
通して」

【大学】看護社会学 博士後期課程 荒居 康子 承認

変更申請 21-A083
地域の専門職の倫理的実践を促進するための実装研究：地域保健・福祉領
域の倫理的職場環境尺度の開発

【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 承認

2022/2/15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 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。
2022年2月15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



(別紙)

所属 職名 氏名
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
実施状況報告 聖路加国際大学博士後期課

程DNPコース
博士後期課程 小山 美樹 審査完了

21-A023 母親を対象とした育児相談における保健師の意思決定支
援のプロセス

実施状況報告 【大学】公衆衛生看護学 看護師 百武 ひとみ 審査完了

21-A032 「精神科救急入院料病棟における退院支援のための
トランジショナルケアプロトコル」　の実装と評価

実施状況報告 【大学】精神看護学 博士後期課程（ＤＮ
Ｐコース）

小林 みゆき 審査完了

21-A039 家族介護者に対する死別サポート：看護職・介護職・介
護支援専門員の連携内容と課題、教育ニーズに関するイ
ンタビュー調査

実施状況報告 【大学】在宅看護学 准教授 小野 若菜子 審査完了

21-A043 COVID-19禍でのリエゾン精神看護専門看護師の活動 実施状況報告 【大学】精神看護学 博士後期課程 小山 達也 審査完了
21-A079 「就労する一人家族介護者が介護離職に至る要因

批判的実在論の視点を通して」
実施状況報告 【大学】看護社会学 博士後期課程 荒居 康子 審査完了

18-A081 研究課題名公開不可 終了報告 【大学】助産学 博士後期課程 松永 真由美 審査完了
19-A020 学部4年次『チームチャレンジ実習』が新人看護師への移

行にもたらす影響：履修者の視点から
終了報告 【大学】国際看護学 准教授 長松 康子 審査完了

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」

終了報告 【大学】助産学 博士後期課程 松永 真由美 審査完了

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

終了報告 【大学】慢性期看護学・がん看
護学・緩和ケア

博士後期課程 川原 佳代 審査完了

20-A017 日本-スリランカ共和国の看護・医療系大学における遠隔
看護教育の現状と課題:実態調査

終了報告 【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 審査完了

20-A036 住民と保健医療福祉従事者の地域づくり評価指標の開発 終了報告 【大学】 公衆衛生看護学 博士後期課程 山谷 麻由美 審査完了
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
終了報告 【大学】生命倫理 博士後期課程 田中 真木 審査完了

20-A094 看護実践の中にある漢方医学的ケア 終了報告 【大学】在宅看護学 教授 山田 雅子 審査完了
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
終了報告 【大学】助産学 修士課程 小岩 由依 審査完了

21-A019 新人看護師が臨床現場を生き抜くプロセスー就職1年目に
焦点を当ててー

終了報告 【大学】基礎看護学 修士課程 相吉 はるな 審査完了

21-A029 感染症対策健康観察スマートフォンアプリケーション開発にお
ける実装可能性の初期評価

終了報告 【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 審査完了

21-A044 リンチ症候群の方が認識する状況とその対処行動、医療
者に求めるニーズに対する質的研究

終了報告 【大学】遺伝看護学 修士課程 上田 真由美 審査完了

整理番号 課題名 申請種類
研究責任者

審査状況
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