
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5月31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 

倫理指針一部改訂ならびに部署名変更に伴う、一部手順書の改訂案ご確認のお願い 

・12-02-01研究倫理審査委員会 標準業務手順書 

・12-02-02生命科学・医学系研究に係わる標準業務手順書 

・12-02-04 学校法人聖路加国際大学 試料及び情報等の保管に関する手順書 

⇒12-02-01、12-02-02について、一部追加の修正案が上がった。追加修正案について、病院側の委員会を

含めた委員会全体でその内容を審議ののち、文書管理委員会のチェックを経た上で 2022年 6月 22日開催

の大学運営会議にて改訂が承認された。 

 

9.次回委員会開催連絡 

2022年6月21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(2022/4/12～2022/5/23審査分)

22-A002
急性期脳卒中患者を看護するジェネラリストナースの倫理的ジレン
マ～倫理的環境を醸成するためのニューロサイエンス看護学上級
実践看護師の役割～

【大学】ニューロサイエンス
看護学

修士課程 髙栁 知美 承認

22-A005
プライオリー・シェルターの開設にむけた妊産婦・母子の避難に関連
した基礎調査

【大学】助産学 教授 五十嵐 ゆかり 承認

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5月31日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/5/31研究倫理審査委員会

　 課題名 所属 職名 氏名 判定



公開用

4.報告事項：既承認研究の軽微な変更申請(2022/4/12～2022/5/23審査分)

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 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支
援の質向上

【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-A027
基礎看護技術習得における学部学生の主体的な学びを促す教育的取り組
みの考察

【大学】看護技術学 修士課程 中溝 倫子 承認

変更申請 21-A038
糖尿病をもつ利用者にフットケアを行う訪問看護師向け教育プログラムの開
発と評価 【大学】成人看護学 博士後期課程 曽根 晶子 承認

変更申請 21-A040 小児看護学領域の学部実習における高度シミュレータ演習の効果検証 【大学】小児看護学 准教授 西垣 佳織 承認

変更申請 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

変更申請 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

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5月31日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/5/31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



所属 職名 氏名

18-A004 海外留学プログラムの学生の教育評価に関する研究 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-A048 タンザニア助産師のための　“女性を尊重したケア”に関する尺
度開発　―Women-centered careおよびDisrespect and
Abuseの視点からー

実施状況報告

【大学】助産学

助教 下田 佳奈 審査完了

19-A009 ヘルスリテラシーと健康生成力に関するWeb調査 実施状況報告
【大学】看護情報学

教授 中山 和弘 審査完了

19-A027 子どもの末梢静脈ライン留置処置に係る「ファミリーセンタード
ケア」の具体的実践内容、および「ファミリーセンタードケア」を
促進する看護管理

実施状況報告

【大学】看護管理学

博士後期課程 相澤 恵子 審査完了

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

実施状況報告
【大学】老年看護学

助教 河田 萌生 審査完了

19-A076 Ａ病院の精神科病棟における重症精神疾患患者周術期ケ
ア質向上に向けたe-Learningを用いた参加型学習プログ
ラムの開発

実施状況報告

【大学】精神看護学

博士後期課程 石井 歩 審査完了

19-A094 急性期病院一般病棟におけるEarly warning systemの実装
に関する研究

実施状況報告 【大学】急性期・慢性期看護
学

博士後期課程 南條 裕子 審査完了

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 実施状況報告
【大学】精神看護学

助教 高妻 美樹 審査完了

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

実施状況報告

【大学】老年看護学

助教 河田 萌生 審査完了

20-A067 看護ゼミナール（漢方医学と看護）教材の質改善に関す
る研究

実施状況報告
【大学】在宅看護学

教授 山田 雅子 審査完了

20-A096 新型コロナウイルス流行下での医療系大学院生の健康行
動、コントロール感、主観的健康管理能力の関係につい
て留学生と日本人の比較

実施状況報告

【大学】国際看護学

教授 大田 えりか 審査完了

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
共有意思決定支援の質向上

実施状況報告
【大学】助産学

博士後期課程
（ＤＮＰコース）

内田 朋子 審査完了

整理番号 課題名 申請種類
研究責任者

審査状況



20-AK054 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

実施状況報告
【大学】国際看護学

教授 大田 えりか 審査完了

21-A022 看護における概念“Enriched Environment”の精錬～Focus
Group Interviewを用いて～

実施状況報告
【大学】看護技術学

准教授 大久保 暢子 審査完了

21-A027 基礎看護技術習得における学部学生の主体的な学びを促
す教育的取り組みの考察

実施状況報告
【大学】看護技術学

修士課程 中溝 倫子 審査完了

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

実施状況報告
【大学】看護情報学

博士後期課程 萩原 加奈子 審査完了

21-A038 糖尿病をもつ利用者にフットケアを行う訪問看護師向け
教育プログラムの開発と評価

実施状況報告
【大学】成人看護学

博士後期課程 曽根 晶子 審査完了

21-A041 退職後の男性が生きがいのある生活を送るための支援の
検討

実施状況報告
【大学】 公衆衛生看護学

修士課程 尾形 陽子 審査完了

21-A042 母乳授乳の予想と現実：帝王切開術を体験した母親の声 実施状況報告
【大学】助産学

修士課程 畑 のぞみ 審査完了

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

実施状況報告

【大学】小児看護学

博士後期課程 福井 郁子 審査完了

21-A061 術後超早期エクササイズプログラムの開発
-健常成人を対象とした効果の検証-

実施状況報告
　【大学】看護技術・基礎看護学

助教 亀田 典宏 審査完了

21-A064 緩和ケアを受ける患者が大切な人へメッセージを送ることを促
す看護ケアの明確化

実施状況報告
　【大学】基礎看護学

助教 樋勝 彩子 審査完了

21-A073 女子高校生を対象とした月経不順に関する知識の提供と必要
時受診行動を促すための教材開発

実施状況報告
　【大学】ウィメンズヘルス

修士課程 合田 摩弥 審査完了

21-A074 急性期失語症者とその家族に対する心理ケアガイドの実用可
能性の検討

実施状況報告
【大学】看護技術学

准教授 大久保 暢子 審査完了

21-A075 急性期脳卒中患者の上肢麻痺改善のための生活行動支援プ
ログラム～看護ケアガイド（案）の検討～

実施状況報告
【大学】看護技術学

准教授 大久保 暢子 審査完了



21-A077 我が国の人口動態統計に基づいた双胎における早期新生児
死亡のリスクと標準出生体重の検討

実施状況報告
【大学】国際看護学

教授 大田 えりか 審査完了

19-A009 ヘルスリテラシーと健康生成力に関するWeb調査 終了報告
【大学】看護情報学

教授 中山 和弘 審査完了

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

終了報告
【大学】老年看護学

助教 河田 萌生 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

終了報告
【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－

終了報告
【大学】 公衆衛生看護学

博士後期課程 湯淺 晶子 審査完了

20-AK054 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

終了報告
【大学】国際看護学

教授 大田 えりか 審査完了

21-A015 学生の言語化困難に対する看護教員の認識と教員の支援
方策の関連探索研究

終了報告
　【大学】看護教育学

修士課程 久保田 貴博 審査完了

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

終了報告
　【大学】助産学

修士課程 加藤 千尋 審査完了

21-A034 脳卒中サバイバーの復職を促進する因子と求められる支
援について

終了報告
【大学】 公衆衛生看護学

修士課程 小山田 早希 審査完了

21-A076 市区町村国保の特定保健指導実施におけるICT活用の現状
と課題に関する横断研究－東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県の市区町村国民健康保険者を対象として－

終了報告

【大学】看護疫学・統計学

研究生 山田 寛子 審査完了
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