
令和３（2021）年度第１回看護学部倫理委員会記録 

 

１．日 時： 令和４年１月 26日（水）15：02～16：00 

２．場 所： 矢巾キャンパス東研究棟 1階会議室 

３．出席者： 蛎﨑奈津子委員長、遠藤太副委員長、遠藤龍人委員、岩渕光子委員、遊田由

希子委員、小坂未来委員、遠藤寿一委員、藤澤美穂委員、新田史実子委員、

安保弘子委員、高崎邦子委員 

４．欠席者： 黒田大介委員 

 

５．議 事： 

（１）倫理申請に係る審査 

   蛎﨑委員長の司会進行で、以下のとおり審議した。 

１）受付番号：NH2021-7 

   課  題：幼児のクロノタイプからみた睡眠習慣確立のための健康支援 

申請者（研究責任者）：地域包括ケア講座 特任准教授 岩渕 光子 

 

【審議結果】 

 条件付承認 

 

【条件】 

・対象を母親に限定する合理的理由について研究計画書等に追記すること。 

・主要エンドポイントを再考し、それに基づく対象者数を設定すること。 

・同意書及び説明文書の様式、表現を見直すこと。 

 

（２）看護学部倫理委員会記録（令和元年 11月 27日開催）の確認 

倫理委員会記録の確認を行い、記載内容に改正すべき点がある場合は、看護学部教

務課へ伝えることとし、原案どおり承認した。 

 

（３）報告事項 

１）看護学部倫理委員会委員について 

蛎﨑委員長から、標記について資料に基づき報告があった。 

 

２）研究実施状況報告 

蛎﨑委員長から、標記について資料に基づき報告があり、提出時期が看護学部倫理

委員会規程第 15条に定められていること、報告書未提出者には提出を促すこと、

また、研究終了予定者には今後提出を呼びかけることの説明があった。 



 

承認番号：N2018-1(2018年 6月 27日承認) 

研究課題名：新卒訪問看護師育成プログラムの検討－岩手県の訪問看護ステーショ

ン管理者への「訪問看護師育成」に関する実態調査－ 

研究責任者：地域包括ケア講座 助手 舘向 真紀  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-2(2018年 6月 27日承認) 

研究課題名：看護基礎教育一年次における災害看護の教育内容の検討 

研究責任者：共通基盤看護学講座 助教 小坂 未来  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-7(2018年 9月 3日承認) 

研究課題名：精神分野における地域包括ケアに従事する看護師の対話を重視した教

育の方法と検証 

研究責任者：地域包括ケア講座 教授 末安 民生  

報告の種類：経過報告 

 

承認番号：N2018-6(2018年 8月 16日承認) 

研究課題名：産科医療機関において看護職が行う禁煙支援の実態と支援促進に関連

する要因の探索 

研究責任者：成育看護学講座 講師 遊田 由希子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-4(2018年 8月 7日承認) 

研究課題名：看護基礎教育の政策教育プログラム開発研究－コンピテンシー明確化

と教育内容の検討- 

研究責任者：地域包括ケア講座 教授 野村 陽子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-5(2018年 8月 7日承認) 

研究課題名：地域看護学を大学 1年生から教授することの意義 

研究責任者：地域包括ケア講座 教授 野村 陽子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-8(2018年 10月 9日承認) 



研究課題名：新卒訪問看護師育成プログラムの検討－訪問看護ステーション管理者

からのインタビュー調査- 

研究責任者：地域包括ケア講座 助手 舘向 真紀  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-9(2018年 10月 9日承認) 

研究課題名：医療安全支援センターと医療機関内患者相談窓口の地域における連携

と人材育成のための研究 

研究責任者：共通基盤看護学講座 教授 嶋森 好子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-11(2018年 12月 14日承認) 

研究課題名：精神医療の行動制限最小化に参画するピアサポーターの教育プログラ

ムの開発と普及 

研究責任者：地域包括ケア講座 講師 三宅 美智  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-10(2018年 11月 28日承認) 

研究課題名：母性看護学方法論において分娩機序を理解するための小型骨盤教材を

使用したアクティブラーニング導入の効果 

研究責任者：成育看護学講座 講師 遊田 由希子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-12(2019年 1月 30日承認) 

研究課題名：北海道・東北地方にある分娩取扱医療機関における新人助産教育の実

態調査 

研究責任者：成育看護学講座 教授 蛎﨑 奈津子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-3(2019年 3月 27日承認) 

研究課題名：大学病院と三陸沿岸地域の看看連携システム開発に関する研究 

研究責任者：地域包括ケア講座 教授 野村 陽子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：Ｎ2018-13(2019年 3月 27日承認) 

研究課題名：昭和中期に東北地方 A自治体の母子健康センターで展開された助産・



保健指導の実態に関する基礎的研究 

研究責任者：成育看護学講座 助手 山本 洋子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2018-17(2019年 4月 10日承認) 

研究課題名：慢性疾患を抱える患者の理解を深める教育の工夫－慢性期看護学にお

けるアクティブ・ラーニングの効果－ 

研究責任者：共通基盤看護学講座 特任准教授 三浦 幸枝  

報告の種類：経過報告 

 

承認番号：Ｎ2018-15(2019年 3月 27日承認) 

研究課題名：災害の超急性期において実習中の看護学生が行う医療機関支援に関す

る調査－医療機関に対するニーズ調査－ 

研究責任者：共通基盤看護学講座 助教 小坂 未来  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：Ｎ2018-16(2019年 3月 27日承認) 

研究課題名：喪失体験シュミレーションが看護学生に及ぼした影響～東日本大震災

を受けた地域の学士過程で学ぶ看護学生が思う生と死～ 

研究責任者：共通基盤看護学講座 特任講師 横田 眞理子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-1(2019年 5月 29日承認) 

研究課題名：基礎看護学実習Ⅰにおいて学生が経験した看護技術の実態調査－病院

実習と介護施設実習－ 

研究責任者：共通基盤看護学講座 助教 小林 由美子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-2(2019年 5月 29日承認) 

研究課題名：終末期高齢患者の在宅療養支援に関する実態調査 

研究責任者：共通基盤看護学講座 特任講師 横田 眞理子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：Ｎ2018-14(2019年 7月 31日承認) 

研究課題名：地域で生活する高齢者のサクセスフルエイジングの検討－老人クラブ

会員の生きがい感と関連要因に関する実態調査から－ 



研究責任者：地域包括ケア講座 准教授 相馬 一二三  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-3(2019年 8月 1日承認) 

研究課題名：介護老人保健施設の看護職と介護職のケアの実情と連携に関する実態

調査 

研究責任者：地域包括ケア講座 助手 舘向 真紀  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-4(2019年 7月 31日承認) 

研究課題名：集団型妊婦支援への参加者からみた産前産後サポートの現状と課題 

研究責任者：成育看護学講座 講師 遊田 由希子  

報告の種類：経過報告 

 

承認番号：N2019-6(2019年 7月 31日承認) 

研究課題名：医療安全支援センターと医療機関内患者相談窓口の地域における連携

と人材育成のための研究 

研究責任者：共通基盤看護学講座 教授 嶋森 好子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-7(2019年 7月 31日承認) 

研究課題名：看護基礎教育の政策教育プログラム開発研究－コンピテンシー明確化

と教育内容の検討－ 

研究責任者：地域包括ケア講座 教授 野村 陽子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-9(2019年 9月 25日承認) 

研究課題名：実地指導者からみる分娩取扱医療機関における新人助産師指導教育の

現状と課題 

研究責任者：成育看護学講座 教授 蛎﨑 奈津子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-10(2019年 9月 25日承認) 

研究課題名：看護基礎教育の政策教育プログラム開発研究－コンピテンシー明確化

と教育内容の検討－ 

研究責任者：地域包括ケア講座 教授 野村 陽子  



報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-12(2019年 9月 25日承認) 

研究課題名：医療機関における医療機器を安全に使用するための情報共有の在り方

の研究―海外の医療機関における情報の周知・共有体制及び伝達方法

に関するインタビュー調査－ 

研究責任者：共通基盤看護学講座 教授 嶋森 好子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-18(2020年 3月 25日承認) 

研究課題名：フィジカルアセスメントにおける知識・技術・態度を含めた総合的な

技術試験の実際と課題 

研究責任者：共通基盤看護学講座 講師 柏木 ゆきえ  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2020-2(2020年 9月 30日承認) 

研究課題名：I県沿岸部 A市内の車椅子利用者が津波避難時に抱える困難と今後の

避難訓練の在り方について 

研究責任者：地域包括ケア講座 講師 大澤 扶佐子  

報告の種類：終了報告 

 

承認番号：N2019-13(2021年 5月 26日承認) 

研究課題名：長期ケアに従事する看護師の倫理的行動力の向上に向けた教育プログ

ラムの実践－１施設における教育プログラムの実践から－ 

研究責任者：共通基盤看護学講座 助教 藤澤 純子  

報告の種類：経過報告 

 

承認番号：N2019-17(2021年 5月 26日承認) 

研究課題名：アルコール依存症患者が断酒を継続するに至るまでの家族の思い 

研究責任者：共通基盤看護学講座 講師 小林 由美子  

報告の種類：経過報告 

 

３）迅速審査及び承認済研究課題の実施計画変更・追加申請の審査結果報告 

蛎﨑委員長から、標記について資料に基づき報告があった。 

 

（４）審議事項 



１）令和４年度看護学部倫理委員会開催日程について 

蛎﨑委員長から、標記日程について資料に基づき、今年度まで隔月開催としていた

が、看護学部教員から早めに審査を受けたいという声が複数あったことから、審査

委員が複数審査する負担を軽減する目的として、令和４年度は毎月開催することの

提案があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２）研究実施状況報告について 

蛎﨑委員長から、標記について、看護学部倫理委員会規程第 15条において、「研究

の実施又は継続について承認を受けた者は、次に掲げる時期に研究実施状況報告書

を理事長に提出しなければならない」と定められていること、研究者の研究実施状

況報告書の提出時期の認識が曖昧であり催促が必要となるケースが頻繁にあること

から、倫理申請審査結果通知書（様式３）の備考欄に研究実施報告時期を追記する

ことの提案があり、審議の結果、これを承認した。 

 

（５）その他 

以上 

 

 



迅速審査（条件付承認分）審査結果 

  

条件付承認となっていた申請案件について、申請者による申請書類の修正後、倫理委員

会規程に基づいた迅速審査により下記のとおり判定した。 

 

１）受付番号：NH2019-13 

   課  題：長期ケアに従事する看護師の倫理的行動力の向上に向けた教育プログラ

ムの実践－1施設における教育プログラムの実践から－ 

申請者（研究責任者）：共通基盤看護学講座 助教 藤澤純子 

 

【審議結果】 

 承認 

 

 

以上 

 



迅速審査（新規：1月 29日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

 

2）受付番号: NH2019-15 

課題: 基礎看護技術演習に独自の視聴覚教材を導入した際の e-learning

の利用状況と課題－感染予防の技術の単元を事例として－ 

申請者（研究責任者）: 共通基盤看護学講座 助教 野里 同 

 

 【審議結果】 

  承認 

 

3）受付番号: NH2019-16 

課題: 

 

終末期高齢患者の在宅療養支援に関する実態調査～地域連携に携

わる看護職のインタビューから～ 

申請者（研究責任者）: 共通基盤看護学講座 特任講師 横田 眞理子 

  

【審議結果】 

  承認 

 

4)受付番号: NH2019-17 

課題: 

 
アルコール依存症患者が断酒を継続するまでの家族の思い 

申請者（研究責任者）: 共通基盤看護学講座 助教 小林 由美子 

 

 【審議結果】 

  承認 

 

以上 

  

1）受付番号： NH2019-14 （研究方法の見直しに伴う取下げ） 

課題： 
終末期にある子どもの実例を用いた授業における看護学生の学習

効果の検討 

   申請者（研究責任者）: 岩手医科大学看護学部 成育看護学講座 助手 伊藤 由香 



承認済み研究課題の実施計画変更・追加申請（1月 29日判定分）審査結果 

 

倫理委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、

下記の申請案件を判定した。 

 

 【審議結果】 

  承認 

 

以上 

1）受付番号： NH2019-8 

課題: 

 

精神科医療における強制的な手段に対する態度測定尺度 Staff 

Attitude to Coercion Scale (SACS) 日本語版の信頼性と妥当

性の検証 

申請者（研究責任者）: 岩手医科大学看護学部 地域包括ケア講座 講師 三宅美智 



迅速審査（新規：３月 25日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号: NH2019-18 

課題: フィジカルアセスメントにおける知識・技術・態度を含めた総合

的な技術試験の実際と課題 

申請者（研究責任者）: 岩手医科大学看護学部 共通基盤看護学講座 講師 柏木ゆきえ 

 

 【審議結果】 

  承認 

以上 



令和元（2019）年度第２回看護学部倫理委員会記録 

  

令和２年３月 25日（水）開催予定の令和元（2019）年度第２回看護学部倫理委員会につい

て、委員による事前審査後、申請者から申請取下げの申し出があり休会となった。 

 

1）受付番号: NH2019-19（研究方法の見直しに伴う取下げ） 

課題: 
看護学生の計算能力に関するリメディカル教育の効果 

申請者（研究責任者）: 岩手医科大学看護学部 看護専門基礎講座 准教授 塚本恭正 

 

以上 



迅速審査（新規：7月 29日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号 NH2020-1 

研究課題名 医療・看護・介護・福祉における質と安全の確保に関する研究 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 共通基盤看護学講座 特任教授 秋山智弥 

  

【審議結果】 

  承認 

  



承認済み研究課題の実施計画変更・追加申請（7月 29日判定分）審査結果 

 

倫理委員会規程に基づいた迅速審査により、倫理委員会委員長による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号 H30-16 

課題 災害の超急性期において実習中の看護学生が行う医療機関支援に関す

る調査－医療機関に対するニーズ調査－ 

申請者（研究責任者）: 岩手医科大学看護学部 共通基盤看護学講座 助教 小坂未来 

変更内容 問い合わせ先住所の変更 

 

 【審議結果】 

  承認 

 

2）受付番号 NH2019-13 

課題 長期ケアに従事する看護師の倫理的行動力の向上に向けた教育プログ

ラムの実践－１施設における教育プログラムの実践から－ 

申請者（研究責任者）: 岩手医科大学看護学部 共通基盤看護学講座 助教 藤澤純子 

変更内容 研究分担者の追加 

 

 【審議結果】 

  承認 

 

 

以上 



迅速審査（新規：9月 30日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号 NH2020-2 

研究課題名 I 県沿岸部 A 市内の車椅子利用者が津波避難時に抱える困難と今後の避

難訓練の在り方について 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 地域包括ケア講座 講師 大澤 扶佐子 

  

【審議結果】 

  承認 

 

 

以上 



迅速審査（新規：１月 27日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

受付番号 NH2020-3 

研究課題名 卒後 1～2 年目の助産師からみる分娩取扱医療機関における新人助産

師教育の現状と課題 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 成育看護学講座 教授 蛎﨑 奈津子 

  

【審議結果】 

  承認 

 

 

以上 



承認済み研究課題の実施計画変更・追加申請（５月 26日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、倫理委員長による書面審査にて、下記の申請案件

を判定した。 

 

受付番号 NH2019-17 

研究課題名 アルコール依存症患者が断酒を継続するに至るまでの家族の思い 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 共通基盤看護学講座 講師 小林 由美子 

  

【審議結果】 

  承認 

 

 

以上 

 



迅速審査（新規：７月 28日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号 NH2021-1 

研究課題名 岩手県内訪問看護ステーションの小児受け入れ体制の現状と課題 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 地域包括ケア講座 助教 藤原 弥生 

  

【審議結果】 

  承認 

以上 

  



承認済み研究課題の実施計画変更・追加申請（７月 28日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、倫理委員長による書面審査にて、下記の申請案件

を判定した。 

 

1）受付番号 NH2021-2 

研究課題名 司法精神医療におけるピアサポートの様相とその活用に関する研

究 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 地域包括ケア講座 准教授 熊地 美枝 

 

 【審議結果】 

  承認 

以上 

 



迅速審査（新規：９月 29日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号 NH2021-3 

研究課題名 

中小規模病院に勤務する看護師長の承認行為の体得に向けた教育

プログラムの開発-病院組織における看護師長を取り巻く承認の構

造- 

申請者（研究責任者） 
岩手医科大学看護学部 

共通基盤看護学講座 特任准教授 佐藤 奈美枝 

  

【審議結果】 

  承認 

以上 

  



承認済み研究課題の実施計画変更・追加申請（７月 28日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、倫理委員長による書面審査にて、下記の申請案件

を判定した。 

 

1）受付番号 NH2021-2 

研究課題名 司法精神医療におけるピアサポートの様相とその活用に関する研

究 

申請者（研究責任者） 岩手医科大学看護学部 地域包括ケア講座 准教授 熊地 美枝 

 

 【審議結果】 

  承認 

以上 

 



迅速審査（新規：11月 24日判定分）審査結果 

  

委員会規程に基づいた迅速審査により、数名の倫理委員会委員による書面審査にて、下記

の申請案件を判定した。 

 

1）受付番号 NH2021-4 

研究課題名 
看護基礎教育における情報セキュリティおよび情報倫理教育に関する実態

調査 

申請者 

（研究責任者） 
岩手医科大学看護学部 共通基盤看護学講座 教授 菖蒲澤 幸子 

  

【審議結果】 

  承認 

 

2）受付番号 NH2021-5 

研究課題名 助産師教育修了・卒業時の到達度自己評価に関する実態調査 

申請者 

（研究責任者） 
岩手医科大学看護学部 成育看護学講座 教授 蛎﨑 奈津子 

  

【審議結果】 

  承認 

以上 
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