
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8月30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、縄 秀志、糟谷 知香江、木下 康仁、西垣 佳織、中田 諭、 

青木 美紀子、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／大久保 暢子 

（出席者22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-AC044 端山 淳子（看護情報学 博士後期課程）  

「食物アレルギーの治療法を検討する親子のよりよい意思決定を支えるディシジョンエイドの開発と実行可能性

評価」 
 

研究責任者（端山氏）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．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(別紙含)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 

18-A078に関するご報告 

 

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9月20日(火) 第3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） （2022/8/30審査分）

本審査 22-AC044
食物アレルギーの治療法を検討する親子のよりよい意思決定を支える
ディシジョンエイドの開発と実行可能性評価

【大学】看護情報学 博士後期課程 端山 淳子 継続審査

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8月30日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/8/30研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告(2022/7/12～2022/8/22審査分)

21-AC094
妊婦の腰痛・骨盤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 承認

22-A012
大学生を対象にしたプレコンセプション・ヘルスリテラシーとQOLの関
連因子について

【大学】国際看護学（Global
Health Nursing）

修士課程 二野屏 美佳 承認

22-A013
産後女性におけるIPV被害とレジリエンスおよび、精神的健康の関
連性

【大学】助産学 修士課程 木原 由莉 承認

22-A034
新型コロナウイルス感染症に関する業務が行政保健師の職業的ア
イデンティティに与える影響について 【大学】公衆衛生看護学 博士後期課程 根岸 薫 承認

22-A035
職場における自殺の事後対応に関する産業保健スタッフ等の認識
調査

【大学】公衆衛生看護学 修士課程 増渕 遥菜 承認

22-A036
産後の女性が集団的運動プログラムに参加する動機や思いの探
索：インタビュー調査

【大学】助産学 修士課程 林 千絵里 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8月30日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/8/30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(2022/7/12～2022/8/22審査分)

変更申請 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

【大学】国際看護学 博士課程学生 稲岡 希実子 承認

変更申請 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

変更申請 21-AC094
妊婦の腰痛・骨盤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 承認

変更申請 22-A006 新卒看護師の社会人基礎力・倫理的行動とリアリティショックとの関連 【大学】看護教育学 修士課程 岩永 理奈 承認

変更申請 22-A010
患者の意向とチーム規範が対立するPCUの多職種カンファレンスに働き
かける看護師の思考とその影響要因

【大学】生命倫理 修士課程 高野 真優子 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

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8月30日

研究倫理審査委員会委員長　　鶴若　麻理

2022/8/30研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名



公開用

5.報告事項：他委員会の承認報告(2022/7/12～2022/8/22審査分)

22-CA014
マグネット病院の特性等にもとづく看護実践環境評価：健康的に働
き続けられる Healthy Work Environment特性の解明と応用

【大学】看護情報学 講師 米倉 佑貴
書類
(鶴若)

2022/8/30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



（別紙）

所属 職名 氏名

17-A098 漢方医学を学んだ看護師の看護実践の体験 終了報告 公衆衛生大学院
（Graduate School of
Public Health）

博士後期課程
（Doctoral Program）

江口 優子 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

終了報告 【大学】国際看護学
（Global Health
Nursing）

博士課程学生 稲岡 希実子 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

終了報告 【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-A098 食物アレルギーの治療選択に関する意思決定ガイドの内
容適切性評価

終了報告 【大学】看護情報学
（Nursing
Informatics）

博士後期課程
（Doctoral Program）

端山 淳子 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

終了報告 【大学】精神看護学 博士後期課程（ＤＮＰ
コース）

小林 みゆき 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


	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。
	既に承認されている研究について、添付資料(別紙含)の通り報告された。
	実施状況、終了報告等
	Sheet1

	承認報告�
	本審査(新規）
	新規迅速・書類 
	変更申請
	他委員会審査報告書


