
2022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4月19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、八重 ゆかり、中山 和弘、縄 秀志、糟谷 知香江、木下 康仁、西垣 佳織、中田 諭、 

青木 美紀子、大久保 暢子、川上 千春、山田 雅子、小林 真朝、冨島 裕、中村 めぐみ、奥山 絢子、

五十嵐 ゆかり、増澤 祐子、瀬戸屋 希、ハフマン ジェフリー、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 

①令和２年・３年個人情報保護法の改正に伴う生命・医学系指針の改正について 

参考資料：https://www.mhlw.go.jp/content/000921727.pdf 

②2022年度8月度委員会開催日の変更のお知らせ 

 

9.次回委員会開催連絡 

2022年5月31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。 

 



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告(2022/3/8～2022/4/11審査分)

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 承認

21-A092
急性期病院における看護イノベーションの持続可能性に関する影響
因子の特定とその構造―背面開放座位に焦点を当てて―

【大学】ニューロサイエンス
看護学

博士後期課程 佐々木 杏子 承認

21-A093
小児看護における親－看護師の協働的パートナーシップのための
看護師の実践評価尺度の内容妥当性の検討

【大学】小児看護学 博士後期課程 手塚 園江 承認

21-A096
看護補助者未経験者が看護補助者として就職し勤務を継続するプ
ロセス

【大学】看護管理学 修士課程 緒方 美加 承認

21-A097
産業看護職の日常実践における倫理的課題と倫理能力に
関する調査研究

【大学】 公衆衛生看護学 教員 河本 秋子 承認

21-A098 外国人看護師と働く日本人看護師の経験する困難と支援ニーズ 【大学】国際看護学 博士後期課程 庄木 里奈 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。

2022年4月19日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/4/19研究倫理審査委員会

　 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申請(2022/3/8～2022/4/11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 教授 五十嵐 ゆかり 承認

変更申請 19-A048 LGBTへの理解を促進する医療人育成の教育方略の検討 【大学】生命倫理 教授 鶴若 麻理 承認

変更申請 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

変更申請 20-A005
市民の健康情報を入手し、理解する力の向上をめざした「1日完結型のヘル
スリテラシー講座」の評価

学術情報センター 事務員 佐藤 晋巨 承認

変更申請 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 教授 鶴若 麻理 承認

変更申請 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

【大学】助産学 教授 堀内 成子 承認

変更申請 21-A030
思春期の意思決定スキルとヘルスリテラシー及びSense of Coherenceとの
関連

【大学】看護情報学 博士後期課程 萩原 加奈子 承認

変更申請 21-A031 オンラインを活用した妊産婦相談の特徴と有用性 【大学】助産学 教授 片岡 弥恵子 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-A043 COVID-19禍でのリエゾン精神看護専門看護師の活動 【大学】精神看護学 博士後期課程 小山 達也 承認

変更申請 21-A054
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運動と栄養
のWebプログラム短縮版の実施：Feasibility Study②

【大学】小児看護学 博士後期課程 福井 郁子 承認

2022/4/19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4月19日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



公開用

所属 職名 氏名
16-A008 Team-Based Learning(TBL:チーム基盤型学習）の学習効果 実施状況報告 【大学】助産学 准教授 五十嵐 ゆかり 審査完了

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 実施状況報告 【大学】看護情報学 教授 中山 和弘 審査完了

17-A106 地域特性に応じた保健活動推進ガイドラインの開発 -保健活動
ツール（地区活動カルテ）の試行と評価-

実施状況報告 【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 審査完了

18-A078 インドネシアの妊娠中の女性の家庭内受動喫煙を予防する、コ
ミック教材を用いた介入の効果：ランダム化比較試験

実施状況報告 【大学】国際看護学 博士後期課程 稲岡 希実子 審査完了

19-A035 質的研究論文の教育資源提供ネットワークQUARIN-Jの開発 実施状況報告 【大学】精神看護学 教授 萱間 真美 審査完了

19-A048 LGBTへの理解を促進する医療人育成の教育方略の検討 実施状況報告 【大学】生命倫理 教授 鶴若 麻理 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

実施状況報告 【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 審査完了

19-A093 End-of-Lifeにあるがんの子どもと親のHOPEの軌跡: M-GTAによ
る理論の生成

実施状況報告 【大学】小児看護学 博士後期課程 平田 美佳 審査完了

20-A006 倫理的視点で話し合える看護師を育成する倫理教育プログラムの
検討：教育担当者への質問紙調査から

実施状況報告 【大学】生命倫理 教授 鶴若 麻理 審査完了

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―

実施状況報告 【大学】生命倫理 准教授 鶴若 麻理 審査完了

20-A019 自治体保健師の活動内容の実態把握に向けた調査 実施状況報告 【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 審査完了

20-A047 心臓弁膜症患者の療養状況と生活に関する調査 実施状況報告 【大学】看護情報学 助教 米倉 佑貴 審査完了

20-A062 自治体保健師の活動内容の実態把握に向けた調査
ー保健師の活動時間調査―

実施状況報告 【大学】公衆衛生看護学 教授 麻原 きよみ 審査完了

20-A085 進行膵臓がん患者に対する看護師主導の早期からの専門的緩和ケ
アプログラムの実装研究

実施状況報告 【大学】がん看護学・緩和ケア 博士後期課程（ＤＮＰ
コース）

中野 真理子 審査完了

20-A088 コロナ禍における看護系大学教員のTransformative Learning 実施状況報告 【大学】看護教育学 教授 小山田 恭子 審査完了

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

実施状況報告 【大学】国際看護学 修士課程 Mamahit Citra
Gabriella

審査完了

21-A016 小児がんの子どもの親が不確かさとともに家族生活を継続していくプ
ロセス

実施状況報告 【大学】小児看護学 修士課程 中原 彩 審査完了

No. 整理番号 課題名 申請種類
研究責任者

審査状況



公開用

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

実施状況報告 【大学】助産学 修士課程 加藤 千尋 審査完了

21-A024 包括的性教育を基盤とした家庭で子どもに多様な性を教えるため
の支援プログラムの開発　

実施状況報告 【大学】助産学 修士課程 白井 みゆき 審査完了

21-A025 回復期脳血管疾患患者が受けたドッグセラピーに対する看護師の認
識に関する探索的研究

実施状況報告 【大学】ニューロサイエンス看
護学

修士課程 井上 智栄子 審査完了

21-A026 医療機関におけるDVスクリーニング・陽性者への支援及びその
影響に関する調査

実施状況報告 【大学】助産学 教授 片岡 弥恵子 審査完了

21-A031 オンラインを活用した妊産婦相談の特徴と有用性 実施状況報告 【大学】助産学 教授 片岡 弥恵子 審査完了

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

実施状況報告 【大学】国際看護学 博士後期課程 二田水 彩 審査完了

21-A046 地域で暮らす再入院リスクのある高齢の循環器疾患を抱える人に
対する保健師の支援の実際と求められる役割」

実施状況報告 【大学】公衆衛生看護学 修士課程 長谷川 未帆 審査完了

21-A049 COVID-19に伴う感染症対策に従事した保健所保健師の活動に伴
う困難感

実施状況報告 【大学】 公衆衛生看護学 修士課程 田中 知冬 審査完了

21-A050 教員のメンタルヘルスに関する養護教諭が行う支援の実態 実施状況報告 【大学】 公衆衛生看護学 修士課程 堀 桃子 審査完了

21-A056 産後早期の残尿および産後１ヶ月の下部尿路症状の関連性 実施状況報告 【大学】助産学 博士後期課程 中山 いづみ 審査完了

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

実施状況報告 【大学】ウィメンズヘルス 修士課程 齋藤 由加 審査完了

21-A071 地方自治体の保健師活動におけるICTの活用に関する調査 実施状況報告 【大学】看護情報学 助教 米倉 佑貴 審査完了

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

終了報告 【大学】小児看護学 修士課程 監物 佳子 審査完了

20-A095 海外勤務する邦人を対象とした口腔保健増進のためのe-ラーニン
グプログラムの開発と効果の検討：パイロット無作為化比較研究

終了報告 【大学】国際看護学 博士後期課程 笹山 桐子 審査完了

19-A093 End-of-Lifeにあるがんの子どもと親のHOPEの軌跡: M-GTAによ
る理論の生成

終了報告 【大学】小児看護学 博士後期課程 平田 美佳 審査完了



公開用

20-A041 精神看護学における教授プログラム開発に向けた研究
～対象者のストレングスに着目した看護ケア教授プログラムの検討～

終了報告 【大学】看護教育学 修士課程 竹林 令子 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

終了報告 【大学】看護管理学 教授 奥 裕美 審査完了

20-A073 妊婦の胎児ボンディングとファシリテーター/レギュレーター指向との経
時的関連

終了報告 【大学】助産学 博士後期課程 山田 蕗子 審査完了

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

終了報告 【大学】精神看護学 博士後期課程（ＤＮＰ
コース）

榎戸 文子 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 終了報告 【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

終了報告 【大学】助産学 博士後期課程 Mushy Stella 審査完了

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

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

終了報告 【大学】国際看護学 修士課程 Mamahit Citra
Gabriella

審査完了

21-A014 集中治療室の卒後2年目看護師に対する臨床判断能力育成の事例
研究~AACN Synergy Modelを活用した教育支援の評価~

終了報告 【大学】看護教育学 修士課程 山形 泰士 審査完了

21-A016 小児がんの子どもの親が不確かさとともに家族生活を継続してい
くプロセス

終了報告 【大学】小児看護学 修士課程 中原 彩 審査完了

21-A033 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下における保健所での
看護職の体験

終了報告 【大学】精神看護学 博士後期課程 松井 芽衣子 審査完了

21-A036 血友病保因者の分娩方法選択における経験：現象学的アプローチ 終了報告 【大学】遺伝看護学 修士課程 近藤 せい 審査完了

21-A047 中央区の指定訪問看護事業所を対象とした訪問看護師の漢方薬へ
の認識の調査

終了報告 【大学】在宅看護学 教授 山田 雅子 審査完了

21-A049 COVID-19に伴う感染症対策に従事した保健所保健師の活動に伴
う困難感

終了報告 【大学】 公衆衛生看護学 修士課程 田中 知冬 審査完了

21-A050 教員のメンタルヘルスに関する養護教諭が行う支援の実態 終了報告 【大学】 公衆衛生看護学 修士課程 堀 桃子 審査完了

21‐A052 産褥1か月の身体の痛みと日常生活動作への影響：実態調査 終了報告 【大学】助産学 修士課程 福元 明日香 審査完了



公開用

21-A057 看護系女子大学生の無痛分娩に対する知識・認識 終了報告 【大学】助産学 修士課程 磯﨑 美 審査完了

21-A058 産後ケア事業における評価質問紙の内容妥当性の検討 終了報告 【大学】ウィメンズヘルス 修士課程 飯田 万梨英 審査完了

21-A063 生後1年以内の児をもつ父親に向けた、父親の産後うつの啓蒙の
ための教育媒体の開発

終了報告 【大学】助産学 修士課程 西坂 莉子 審査完了

21-A067 企業における働く女性へのプレコンセプションケアに関する健康教育
の可能性―看護職へのインタビュー調査―　

終了報告 【大学】助産学 修士課程 金川 桃子 審査完了

21-A069 若年層へ向けた乳児虐待予防に関する知識普及のための教育媒体
の開発

終了報告 【大学】助産学 修士課程 天田 明日香 審査完了

21-A072 企業経営者や役員の産業保健活動に関する認識のインタビュー調
査

終了報告 公衆衛生看護学 修士課程 髙田 真衣 審査完了
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