
平成28年度研究倫理審査一覧

番号 研究テーマ 承認日

２０１６－００１
急性期病院において認知機能の低下した高齢者のケアに携わる中堅看護師
の感情体験

平成28年4月28日

２０１６－００２
被災地看護師の仕事と家庭の間で生じた葛藤と対処行動：東日本大震災で
の体験の語りから

平成28年6月13日

２０１６－００３ 終末期ケアを支える医療介護連携マニュアルの有効性に関する研究 平成28年6月6日

２０１６－００４
東日本大震災における被災地内の集中治療室で看護業務の継続を困難に
した出来事と要因－震度6弱以上を経験したリーダーレベルの看護師からの
聞き取り調査より－

平成28年5月23日

２０１６－００５ 病棟看護師の腰痛の現状と腰痛体操を行った変化のプロセス 平成28年5月20日

２０１６－００６ 若年成人期に精巣腫瘍の診断・治療を受けた人の経験 平成28年4月29日

２０１６－００７
基礎看護技術の学内演習における教員の初学者へのはたらきかけ～学生
自身が“感じをつかむ”ことに焦点をあてて

平成28年5月24日

２０１６－００８
長期入院の統合失調症患者の対人関係の様相：小規模単科精神科病院で
の参加観察から

平成28年4月25日

２０１６－００９
看護専門学校の教員が母性看護学実習を周産期ケア以外で展開する上で
の工夫と課題

平成28年5月6日

２０１６－０１０
病院に勤務するリーダー層の助産師が語る「自信のなさ」－助産師のライフ
ストーリーにおける意味－

平成28年5月11日

２０１６－０１１
小児集中治療室（ＰＩＣＵ）で勤務する看護師の看護実践上の困難とその関連
要因

平成28年4月12日

２０１６－０１２
認知障害のある高齢患者に関わる看護師の倫理的苦悩、自己の認識、意思
決定への認識を測定する尺度の信頼性と妥当性の検討

平成28年5月6日

２０１６－０１３
メンタルヘルスの不調により休職した看護師に対して看護師長が行う復職支
援

平成28年4月21日

２０１６－０１４ DPCⅢ群の急性期病院の一般病棟における看護師長の適正な看護配置 平成28年4月25日

２０１６－０１５
小児慢性腎疾患がある幼児後期の子どもに病気を知る機会をもたらす看護
師の実践

平成28年4月20日

２０１６－０１６
集中治療室に入室した高齢者の終末期医療に関する意思の把握－看護師
による意思把握の実態と関連要因の検討－

平成28年6月24日
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番号 研究テーマ 承認日

２０１６－０１７
未受診のまま分娩にいたった産褥入院中の若年褥婦のケアに携わる助産師
の体験

平成28年6月2日

２０１６－０１８ 鍼灸治療を受ける妊婦が抱く健康行動の変化についての自覚 平成28年7月14日

２０１６－０１９
クリティカルケア領域において先輩看護師のフォローを受けながら実践する新卒看護
師の体験

平成28年7月1日

２０１６－０２０
夜尿症と診断された子どもの学童期の宿泊行事に向けて母親がとった夜尿
対処行動

平成28年7月21日

２０１６－０２１
病院に勤務する専門看護師の看取りに向けた支援プログラムの効果の検
証：地域の医療福祉職と連携して第１弾　専門看護師の支援内容の抽出

平成28年5月17日

２０１６－０２２ 終末期患者のスピリチュアルペインに対して看護師が行うスピリチュアルケア 平成28年6月9日

２０１６－０２３ 精神障害者と同居している家族をケアする訪問看護師の体験 平成28年5月30日

２０１６－０２４
一般病棟でターミナルケア期にある患者に関わる看護師の経験－臨床経験
５年未満の看護師に着目して－

平成28年5月23日

２０１６－０２５
産褥入院期間の初産婦の夫に対する助産師の支援の実際－夫への直接的
な関わりに焦点を当てて－

平成28年6月20日

２０１６－０２６ ドメスティック・バイオレンス加害者更生教育を学んだ助産師の体験 平成28年6月20日

２０１６－０２７ タッチケア教室を開催する助産師の体験 平成28年6月28日

２０１６－０２８ 特別支援学校に勤務する看護師が勤務継続意志を持つために必要な要素 平成28年7月15日

２０１６－０２９
終末期がん患者への多職種支援が看取りまでの患者のQOLと総コストに及
ぼす影響を探るための前向き調査研究

平成28年8月8日

２０１６－０３０ 開業助産師の１０代妊婦への支援 平成28年8月18日

２０１６－０３１ 月経前症候群を抱える就労女性の体験 平成28年6月15日

２０１６－０３２ 妊婦健診の初診時に妊娠に戸惑っている女性に関わる助産師の体験 平成28年6月20日

２０１６－０３３
夫と二人で育児に取り組むことを計画した高年初産婦の産後1か月の生活の
実態

平成28年7月6日
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番号 研究テーマ 承認日

２０１６－０３４ 地域中核病院における病棟－外来－地域をつなぐセルフケア支援の検討 平成28年6月27日

２０１６－０３５
Ａ県原子力災害対策重点区域で活動する看護職の原子力災害対策への取
り組みの課題認識

平成28年6月22日

２０１６－０３６ 公共の場で我が子が泣いたときの都市部に居住する親の体験 平成28年7月29日

２０１６－０３７
東日本大震災亜急性期の避難所生活を経験した人の支援に対する受け止
め

平成28年7月21日

２０１６－０３８ 出生前診断に対する学生の考えの背景と筋道 平成28年7月20日

２０１６－０３９
がん関連の認定看護師の経験を経てがん看護専門看護師となった看護師
の志望動機

平成28年6月13日

２０１６－０４０ 乳幼児期の重症心身障がい児に対して病棟看護師が行う「抱っこ」の判断 平成28年6月27日

２０１６－０４１
先輩看護師からの期待が新卒看護師に与える影響～ＩＣＵに勤務する2年目
の看護師へのインタビューから～

平成28年6月29日

２０１６－０４２ 日常生活上での認知症高齢者の自己決定を支えるための看護師の関わり 平成28年7月21日

２０１６－０４３
20～30歳代の出産経験のない就労女性の婦人科受診行動に関する影響要
因

平成28年8月1日

２０１６－０４４
指導経験が豊かな実習指導者が教員と病棟で行っている役割分担と調整の
実際

平成28年8月5日

２０１６－０４５
パートナーシップ条例が成立した渋谷区内の病院に勤務する医師・看護師の
ＬＧＢＴの患者・家族に対する意識と対応の実態

平成28年8月9日

２０１６－０４６
子育て中の看護師と同僚看護師が協調して働けるための看護管理者の取り
組み

平成28年8月10日

２０１６－０４７ 臨床助産師が助産師教育課程に望む人工妊娠中絶に関する教育 平成28年7月18日

２０１６－０４８ 出生前診断に関わる遺伝カウンセリングを行う看護者の思い 平成28年8月3日

２０１６－０４９
看護管理学領域修士課程修了後の看護管理実践の変化－カリキュラムの
有用性から再構築に向けた課題

平成28年7月25日

２０１６－０５０ 家族の闘病生活を通して看護師が感じた思い 平成28年8月1日
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番号 研究テーマ 承認日

２０１６－０５１ 押したくても押せないナースコールから考える在るべき看護 平成28年8月25日

２０１６－０５２
救命救急センターから集中治療室に入室して無鎮静で人工呼吸器を装着し
た人の体験－複数の症例に焦点をあてて－

平成28年8月8日

２０１６－０５３ 少数者に当たる看護学生の学校生活における思いの実態 平成28年8月1日

２０１６－０５４ がん患者の人生における病の意味づけの様相 平成28年7月25日

２０１６－０５５
グループホームにおける看取りを困難にさせる要因とその対策についての検
討

平成28年8月9日

２０１６－０５６ 有料紹介会社から紹介された看護師の病院における採用と定着 平成28年8月5日

２０１６－０５７
急性期病院における「高齢者看護コース」を修了した看護師の高齢者看護へ
の認識の変化とその後の看護実践への影響

平成28年7月15日

２０１６－０５８
産婦人科における看護職の低用量経口避妊薬若年使用者に対する保健指
導の実際

平成28年8月5日

２０１６－０５９ 身体疾患で入院した認知障害の高齢者を看る家族の負担感 平成28年8月18日

２０１６－０６０
青年海外協力隊看護職の帰国後の進路に影響する要因－大学院への進学
に焦点を当てて－

平成28年8月1日

２０１６－０６１ 看護系大学学士課程の実習とその基準作成に関する調査研究 平成28年7月12日

２０１６－０６２ 看護教員養成講習会及び継続研修の今後のあり方に関する調査 平成28年7月21日

２０１６－０６３
看護学実習において困難さを感じた学生の体験～受け持ち患者との関わり
に焦点を当てて～

平成28年7月15日

２０１６－０６４ 看護師の臨床的自律性と看護実践環境の関連 平成28年8月4日

２０１６－０６５
助産師が行う妊娠先行型結婚の若年夫婦に対する支援の実際－父親に焦
点を当てて－

平成28年8月23日

２０１６－０６６
卒後２、３年目看護師による新人看護職員研修の評価－看護基礎教育との
連続性、看護実践能力の獲得、キャリア発達の視点から－

平成28年9月14日

２０１６－０６７
看護大学生の入学前の学習状況と入学後の能動的学修への取組に関する
調査研究　　第２段：質問紙調査

平成28年9月8日
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番号 研究テーマ 承認日

２０１６－０６８
小児集中治療室（ＰＩＣＵ）で勤務する看護師の看護実践上の困難とその関連
要因

平成28年9月8日

２０１６－０６９ くも膜下出血と診断された人の発症後早期から１年間の体験 平成28年9月30日

２０１６－０７０
慢性疾患を持つ人々への多職種で実践する日本型アドバンスケアプラニン
グモデルの構築－その１．アドバンスケアプラニングを実践する上での日本
における課題の明確化－

平成28年9月21日

２０１６－０７１ 「看護師長のマネジメントスキル測定尺度」の信頼性と妥当性の検証 平成28年9月26日

２０１６－０７３
原発災害による生活の拠点の移動が及ぼす子どもを持つ母親の健康支援
のモデル案の構築

平成28年10月31日

２０１６－０７４ 助産師養成課程における教育方法の実態調査 平成28年10月11日

２０１６－０７５
高度実践看護師の倫理調整能力強化のための継続教育プログラムの開発
－専門看護師の倫理調整に関する実践力の発達過程－

平成28年10月5日

２０１６－０７６
一般外科病棟における周手術期にある後期高齢者の回復を促進する熟練
看護師の関わり

平成28年12月7日

２０１６－０７７
インドネシア共和国都市部における学童のための肥満予防プログラムの開
発と評価

平成28年11月25日

２０１６－０７８ 植込み型心臓機器の受容尺度日本語版の開発 平成29年2月13日

２０１６－０７９
認知症高齢者の在宅生活を支えるショートステイ施設看護師と訪問看護師
の連携

平成28年12月13日

２０１６－０８０
意思疎通障害のある筋萎縮性側索硬化症患者への訪問看護師と介護者に
よるケア

平成28年12月21日

２０１６－０８１
退院支援への専門看護師配置による患者の退院時レディネスへの影響に関
する予備調査

平成29年2月17日

２０１６－０８２ 看護教員養成講習会及び継続研修の今後のあり方に関する調査 平成28年11月18日

２０１６－０８３ 「ナラティブ・デモンストレーション」を用いた看護技術教育方法の検討 平成28年12月13日

２０１６－０８４
認知機能の低下した高齢者が交流の場に参加する体験－急性期病院の院
内デイケアに焦点をあてて－

平成29年1月11日

２０１６－０８５
一般病棟に入院している認知機能低下のある高齢者の意思への看護師の
判断プロセス

平成28年12月27日
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番号 研究テーマ 承認日

２０１６－０８６ 看護系教育機関における防災対策の実態調査 平成28年12月16日

２０１６－０８７ 看護実践能力の育成に資する効果的な教育方法に関する研究 平成28年12月16日

２０１６－０８８ 「看護系大学における歴史教育」に関する調査 平成28年12月26日

２０１６－０８９ 「ナラティブ・デモンストレーション」を用いた看護技術教育方法の検討 平成29年1月12日

２０１６－０９０
結婚経験のある中高年女性患者の語り－精神科女性閉鎖病棟でのフィール
ドワークから－

平成29年2月20日

２０１６－０９１
看護外来における早期慢性閉塞性肺疾患患者に対するプロトコルに基づい
た療養支援の評価

平成29年1月25日

２０１６－０９２ 看護実践能力の育成に資する効果的な教育方法に関する研究 平成29年1月10日

２０１６－０９３ 避難所での看護職者の支援活動過程における実践能力 平成29年1月23日

２０１６－０９４ 精神科長期入院患者を対象としたお茶会グループの実践 平成29年2月6日

２０１６－０９５
家族との関わりが乏しい患者たち：精神科男性閉鎖病棟における参与観察
から

平成29年3月1日

２０１６－０９６ 在宅導入期にある未就学重度障害児を訪問する熟練看護師の視点 平成29年2月28日

２０１６－０９７
小児期・思春期に糖尿病を発症した人の青年期・成人前期に経験する難しさ
とその対処

平成29年3月7日

２０１６－０９８ 看護教員の養成講習会及び継続教育の今後のあり方に関する調査 平成29年2月8日

２０１６－０９９ 2型糖尿病をもつ就労している壮年期男性の仕事と通院を続ける体験 平成29年3月2日

２０１６－１００
創傷ケアを必要とする人の生活の営み：血流障害を合併した糖尿病足病変
で外来通院する人に焦点をあてて

平成29年3月6日

２０１６－１０１ 新人看護師が臨床現場で自己の成長を自覚する体験 平成29年2月10日

２０１６－１０２
慢性閉塞性肺疾患患者の終末期における療養上の困難に対する訪問看護
師の支援

平成29年2月23日
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番号 研究テーマ 承認日

２０１６－１０３
急性・重症患者看護専門看護師の患者の家族とのかかわり：集中治療室に
緊急入室した重症患者の家族に焦点をあてて

平成29年3月2日

２０１６－１０４ 精神科病棟で患者の自殺に関わった看護師の体験 平成29年3月29日

２０１６－１０５ 急性期病院における日常生活ケアモデルの構築に向けた基礎的研究 平成29年3月21日

２０１６－１０６ クリティカルケア領域における看護師の先見性に基づく行動 平成29年3月16日

２０１６－１０７
「触れる」ことはいかに生み出され、ケアに繋がっていくのか－ICU看護師の
経験に注目して－

平成29年3月28日

２０１６－１０８
初回化学療法を受けた急性白血病患者が退院後に体験する生活上の価値
観の変化

平成29年3月30日

２０１６－１１０
ブータン国ティンプー県母子ヘルスセンターにおける乳児の成長と栄養摂取
の実態調査

平成29年5月31日

２０１６－１１１
小児病棟で働く３年目の時期にある看護師の自信につながった子どもと家族
への看護実践

平成29年3月7日

２０１６－１１３ 新人教育に関するリフレクションの会を通してプリセプターに起こる変化 平成29年3月17日

２０１６－１１４
小児集中治療室に入室している子どもの親が抱く思いやニーズに対する看
護実践

平成29年3月7日

２０１６－１１５
造血幹細胞移植チームの医師と看護師間の倫理的問題と看護師長の対応
に関するナラティブ研究

平成29年3月21日

２０１６－１１６ 重症心身障がい児とその家族への看護実践の魅力 平成29年3月7日

２０１６－１１７ ２年目看護師の看護業務の遂行における主体的な行動 平成29年3月10日

２０１６－１１８
抗がん剤治療を受けている緩和ケア期の悪性リンパ腫患者の治療および療
養の意思決定につなぐ病棟看護師のかかわり

平成29年3月29日
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