
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3月15日（火） 18：00～18：39 

場 所： 聖路加国際大学 Web（Zoom）会議 

議 長： 鶴若 麻理（委員長） 

委 員：  

出席／鶴若 麻理、鈴木 美穂、中山 和弘、縄 秀志、糟谷 知香江、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／片岡 弥恵子 

（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 青山 泉(ニューロサイエンス看護学 博士後期課程) 

「パーキンソン病患者に対するアロマセラピーの評価指標の検討～慢性疼痛の軽減とQOL向上を目指して～」 

研究責任者（青山氏）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】  継続審査 

 
② 増田 恵美(助産学 博士後期課程) 

「妊婦の腰痛改善を目的としたオンラインによるヨガプログラム- Feasibility study -」 

研究責任者（増田氏）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】  継続審査 

 

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 

他委員会で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。 

 

7．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

・2021年度4月～2月 研究倫理審査委員会 議事録確認 

・英語による研究倫理審査について 

・大学院生による新規申請時の必要書類の変更について 

 

8.事務局からの報告、連絡事項 

・次年度に予定されている統合指針の一部改正について 



 

9.次回委員会開催連絡 

2022年4月19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。 

 



1.新規申請（本審査） （2022/3/15審査分）

本審査 21-A094
妊婦の腰痛改善を目的としたオンラインによるヨガプログラム- Feasibility
study -

【大学】助産学 博士後期課程 増田 恵美 継続審査

本審査 21-A095
パーキンソン病患者に対するアロマセラピーの評価指標の検討～慢性疼
痛の軽減とQOL向上を目指して～

【大学】ニューロ
サイエンス看護学

博士後期課程 青山 泉 継続審査

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3月15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/3/15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



3.報告事項：新規申請の承認報告(2022/2/8～2022/3/7審査分)

21-A089
妊娠葛藤状態にある人々への相談支援と助産師との協働の実態調
査

【大学】助産学 教授 五十嵐 ゆかり 承認

21-A090
産後の母乳育児と睡眠の生活リズムへの適応を促す認知行動療法
を活用したプログラムの開発

【大学】助産学 博士後期課程 大塚 公美子 承認

21-A091
脳神経障害のある患者の経口摂取を促進する摂食嚥下ケア教育プ
ログラムの開発と実装

【大学】看護管理学
博士後期課程
（DNPコース）

浅田 美和 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。

2022年3月15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/3/15研究倫理審査委員会

　 課題名 所属 職名



4.報告事項：既承認研究の軽微な変更申請(2022/2/8～2022/3/7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 【大学】看護情報学 教授 中山 和弘 承認

変更申請 21-A035
キリバス共和国のプライマリーヘルスケアを担う看護職が抱える課題とニー
ズ

【大学】国際看護学 博士後期課程 二田水 彩 承認

変更申請 21-A066
妊娠初期の細胞診の結果を活用したCervical Cancer Awareness向上に向
けた子宮頸がん検診教育プログラムの実施・評価

【大学】ウィメンズヘルス 修士課程 齋藤 由加 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

2022/3/15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3月15日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



5.報告事項：他委員会の承認報告(2022/2/8～2022/3/7審査分)

21-CA027 中学生及び高校生とその親のがんに対する意識調査
【大学】慢性期看
護学・がん看護
学・緩和ケア

教授 林 直子
書類

（鶴若）

2022/3/15研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名 審査区分



所属 職名 氏名

17-A011 看護学というセカンドキャリア形成に関する教育・学習評価のコ
ホート調査 -学士3年次編入制度と学士2年次編入制度の比較-

実施状況報告 【大学】助産学 教授 堀内 成子 審査完了

17-A069 聖路加国際大学大学院修士課程特別講義「チームビルディング」履
修者におけるアドベンチャーリーダーシッププログラム参加前後の
チームビルディング意識の変化とチームアプローチ評価尺度の開発

実施状況報告 【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 審査完了

18-A074 混合研究法を用いた看護研究支援ツール(m-STAR-21)の妥当性の検
討

実施状況報告 【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 審査完了

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

実施状況報告 【大学】助産学 客員研究員 高畑 香織 審査完了

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～

実施状況報告 【大学】基礎看護学 准教授 佐居 由美 審査完了

19-A087 エルサルバドル都市部の施設分娩におけるWomen-centered care に
関する女性の認識

実施状況報告 【大学】助産学 修士課程 宮内 愛 審査完了

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)

実施状況報告 【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 審査完了

20-A052 看護師養成所2年課程（通信制）の入学要件等の見直しによる影響
の評価

実施状況報告 【大学】看護管理学 教授 奥 裕美 審査完了

20-A058 小児がんの子どものためのコミュニケーションツールとしての絵本の作
成と評価

実施状況報告 【大学】国際看護学 博士後期課程 山路 野百合 審査完了

20-A064 歌舞伎俳優の「健康」の言説
－産業安全保健との接点を求めて－

実施状況報告 【大学】 公衆衛生看護学 博士後期課程 湯淺 晶子 審査完了

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

実施状況報告 【大学】看護技術学 教授 縄 秀志 審査完了

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 実施状況報告 【大学】助産学 博士後期課程 五十嵐 由美子 審査完了

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

実施状況報告 【大学】助産学 博士後期課程 Mushy Stella 審査完了

21-A018 絆をつむぐ周産期グリーフケアの実装：看護職リトリート・プログ
ラムの導入と評価

実施状況報告 【大学】助産学 教授 堀内 成子 審査完了

21-A060 出産場所の選択における意思決定ガイドの効果：意思決定の葛藤に
関するランダム化比較試験

実施状況報告 【大学】助産学 博士後期課程 妹尾 祥子 審査完了

整理番号 課題名 申請種類
研究責任者

審査状況



21-A065 看護職向けテレナーシング学修用eラーニングに関するユーザビリティ
および受講前後のリテラシー評価

実施状況報告 【大学】老年看護学 教授 亀井 智子 審査完了

21-A068 周産期医療におけるダイバーシティフレンドリーヘルスケアプログラムの
開発と評価

実施状況報告 【大学】助産学 教授 五十嵐 ゆかり 審査完了

21-A070 TBL(Team Based Learning)の導入：インドネシア医療系教員への実行
可能性

実施状況報告 【大学】助産学 助教 宍戸 恵理 審査完了

21-A078 Neuro-QoL・Short Formの翻訳と言語的妥当性の検討
脳卒中生活者への適用を目指して

実施状況報告 【大学】ニューロサイエン
ス看護学

臨時助教 土田 ひさよ 審査完了

21-A080 小児看護未経験の訪問看護師が小児訪問看護に熟達するプロセスに
関する研究

実施状況報告 【大学】在宅看護学 博士後期課程（ＤＮＰ
コース）

横田 益美 審査完了

19-A081 保健師の倫理的実践を促進するための実装研究：倫理的課題と倫理的
支援環境に関するインタビュー調査

終了報告 【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 審査完了

19-A087 エルサルバドル都市部の施設分娩におけるWomen-centered care に
関する女性の認識

終了報告 【大学】助産学 修士課程 宮内 愛 審査完了

20-A001 タンザニアにおける高血圧疾患で入院した産後女性の認識 終了報告 【大学】助産学 博士後期課程 櫻井 佐知子 審査完了

20-A015 慢性心不全をもつ高齢者の病いの経験 終了報告 【大学】在宅看護学 博士後期課程 西田 志穂 審査完了

20-A016 新人助産師の臨床判断強化に向けた実地指導者への教育プログラム
の効果検証:クラスターランダム化比較試験

終了報告 【大学】助産学 博士後期課程 山本 真実 審査完了

20-A034 新人看護師の勤務終盤の「振り返り」における実地指導者の教育的
支援の実態

終了報告 【大学】看護教育学 看護師 青池 英子 審査完了

20-A063 図書館における非来館サービスの評価 終了報告 学術情報センター 事務員 佐藤 晋巨 審査完了

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

終了報告 【大学】精神看護学 教授 萱間 真美 審査完了

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

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-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

終了報告 【大学】老年看護学 修士課程 石川 和枝 審査完了

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 終了報告 【大学】国際看護学 准教授 長松 康子 審査完了

20-A086 中国のじん肺患者に対する地域型呼吸リハビリテーション：質的研究に
よる患者の経験

終了報告 【大学】国際看護学 修士課程 MA PANPAN 審査完了

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-

終了報告 【大学】急性期看護学 助教 山本 加奈子 審査完了



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

終了報告 【大学】生命倫理 修士課程 宇野澤 千尋 審査完了

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 終了報告 【大学】精神看護学 修士課程 髙橋 妙理 審査完了

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）

終了報告 【大学】国際看護学 教授 大田 えりか 審査完了

21-A020 成人クリティカルケア領域初期キャリア看護師の看護実践能力評価のた
めのルーブリックの開発

終了報告 【大学】看護教育学 修士課程 安丸 諒 審査完了

21-A048 妊娠期からの母乳育児支援の実態と支援のニーズ調査 終了報告 【大学】ウィメンズヘルス 修士課程 松本 紗織 審査完了

21-A055 自然分娩・無痛分娩を選択する女性への意思決定エイドの更新と妥
当性の検討

終了報告 【大学】助産学 修士課程 荒引 由美子 審査完了

21-A062 看護師が受けるメンタルヘルスケアの実態と支援方法の検討 終了報告 【大学】公衆衛生看護学 修士課程 六反 里菜 審査完了
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