
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7月19日（火） 

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、八重 ゆかり、中山 和弘、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、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／縄 秀志、冨島 裕 

（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 審査番号 22-AC030 植木 博子（看護教育学 博士後期課程）  

「慢性腎臓病患者の自分らしい意思決定を目指した新たな腎代替療法共同意思決定支援プログラムの実装」 

研究責任者（植木氏）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 

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8月30日(火) 第5火曜日 １8：00～zoom会議にて開催予定 

 



公開用

1.新規申請（本審査） （2022/7/19審査分）

本審査 22-AC030
慢性腎臓病患者の自分らしい意思決定を目指した新たな腎代替療法共
同意思決定支援プログラムの実装

【大学】看護教育学 博士後期課程 植木 博子 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7月19日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/7/19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



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告(2022/6/14～2022/7/11審査分)

22-A004
シンガポールに在住する日本人母子が求める支援の実態調査

【大学】ウィメンズヘルス 修士課程 石井 磨里子 承認

22-A009 職場いじめを目撃した看護師のいじめをめぐる行動プロセス 【大学】看護管理学 看護師 楠 圭祐 承認

22-A018

Exploring Medication Adherence Factors among Adolescents and
Young Adults with Cardiovascular Disease in Thailand by Analyzing
Variables Developed under the COM-B Model for Behavioral
Change

【大学】小児看護学 修士課程
KATCHAMAT

NATTASIT
承認

22-A019
高次脳機能障害をもつ急性期脳損傷患者の看護師とのかかわりに
おける経験

【大学】ニューロサイエンス
看護学

修士課程 澤井 康治 承認

22-A024
新型コロナウイルス流行下での医療系大学生の健康行動とコント
ロール感、レジリエンスとの関係について国際比較

【大学】国際看護学 教授 大田 えりか 承認

22-A026
新人看護師の集合研修を担当する看護師への研修設計に対する学
習支援の評価―インストラクショナルデザインおよび転移の視点か
ら―

【大学】看護教育学 修士課程 髙井 香奈 承認

22-A027
急性期病院看護師向け「身体拘束外し多因子介入プログラム(MIN-
PR)」導入の評価：高齢者ケアの自己効力感と身体拘束実施割合の
変化

【大学】老年看護学
博士後期課程
（ＤＮＰコース）

大友 晋 承認

22-A028
睡眠薬・抗不安薬の適正使用、出口戦略に向けたエキスパート・コ
ンセンサスの作成

大学院看護学研究科 精
神看護学

准教授 青木 裕見 承認

22-A029
特発性肺線維症療養者への尊厳に着目した看護師育成プログラム
の開発と混合研究法による評価

【大学】老年看護学 助教 猪飼 やす子 承認

2022/7/19研究倫理審査委員会

　 課題名 所属 職名 氏名 判定



公開用

22-A031
認知症高齢者の生きる意味への看護師の思いと関わり：M-GTAを
用いた質的研究

【大学】老年看護学 修士課程 坂本 みづ希 承認

22-A032
「Child- and Family- Centered Care推進に向けた看護管理者学習
支援教材 －末梢静脈ライン留置－」 の開発

【大学】看護管理学 博士後期課程 相澤 恵子 承認

22-A033 心臓手術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

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7月19日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理



公開用

4.報告事項：既承認研究の軽微な変更申請(2022/6/14～2022/7/11審査分)

変更申請 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～

【大学】看護技術学 准教授 大久保 暢子 承認

変更申請 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

変更申請 22-A015
小児慢性疾患を持つ子どものヘルスリテラシー、レジリエンシー、サポー
ト・セルフアドボカシーとQOLの関連

【大学】小児看護学 修士課程 関根 沙綾 承認

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7月19日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/7/19研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属



(別紙)
整理番号 課題名 申請種類 審査状況

20-A088 コロナ禍における看護系大学教員のTransformative
Learning

終了報告 【大学】看護教育学 教授 小山田 恭子 審査完了

20-A089 医療機関における看護部トップマネジャーが認識する看護
師長の昇進の決定要素

終了報告 【大学】看護管理学 修士課程 安藤 弓子 審査完了

21-A028 心不全患者におけるセルフケアとアドバンス・ケア・プラ
ンニング(Advance Care Planning:ACP)に対する希望と意
向に関する看護師の認識 

終了報告 【大学】急性期看護学 修士課程 熊澤 佐友里 審査完了

研究責任者
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