
平成23年度研究倫理審査承認一覧

承認番号 研究テーマ 承認日

２０１１－１
小児看護学実習における子どもと家族へかかわる学生への支援－ベテラン
教員を参加観察して－

平成23年5月11日

２０１１－２
硬膜外無痛分娩における助産師の分娩進行判断の手がかり－熟練助産師
の視点から－

平成23年4月18日

２０１１－３
セルフケア能力を査読する質問紙(SCAQ)を用いた看護支援の実際を見学し
た看護師が行う看護支援

平成23年4月18日

２０１１－４ 精神科病棟における患者の語りと看護師の聴く体験 平成23年5月18日

２０１１－５ 通所施設の看護師による重症心身障害児（者）の理解 平成23年4月18日

２０１１－６ 新人看護職員研修におけるガイドラインの示す「教育担当者」の抱える困難 平成23年5月31日

２０１１－７
看護専門学校に勤務する経験5～10年前後の看護教員のキャリアに対する
思い

平成23年5月20日

２０１１－８ 日常業務の相談場面における看護師長と看護師の相互作用の様相 平成23年5月31日

２０１１－９ 中堅看護師が体験した看護師長の効果的なフィードバック 平成23年6月16日

２０１１－１０ 病院の看護部トップマネジャーの後継者育成に対する思いと取り組み 平成23年6月7日

２０１１－１１ 臨床における看護研究をスタッフにすすめる看護師長の取り組み 平成23年5月20日

２０１１－１２
包括的指示選択時の看護判断の内容－実践場面における確認行動を導入
して－

平成23年6月10日

２０１１－１３ 熟練助産師が中期中絶を選択した女性の入院中に実践しているケア 平成23年5月20日

２０１１－１４ 看護学生の特別活動の体験 平成23年6月7日

２０１１－１５
呼吸器疾患で短期入院している幼児前期の子どもの食事場面での看護師の
かかわり

平成23年5月20日
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２０１１－１６ 勤務している施設で出産した助産師の体験 平成23年5月31日

２０１１－１７
他者とうまく距離をとることができない発達障害の学童に対する看護師のか
かわり

平成23年6月1日

２０１１－１８
学童・思春期の脳性麻痺の子どもの日常生活動作における看護師のかかわ
り

平成23年5月20日

２０１１－１９
小児病棟に入院している重症心身障がい児が示すバイタルサイン値を活か
した看護

平成23年6月6日

２０１１－２０ 心臓手術をうけた患者の語りからみえる心臓リハビリテーションの体験 平成23年6月2日

２０１１－２１ 精神科入院患者にとっての生活空間－女性閉鎖病棟の畳部屋での参与観察から－ 平成23年5月20日

２０１１－２２ 看護師長が師長補佐に行う権限委譲のあり様 平成23年6月1日

２０１１－２３ キャリア開発ラダー同僚評価者の体験 平成23年5月20日

２０１１－２４
育児のための短時間勤務制度利用者が働く病棟における看護師長のマネジ
メント－労働時間数の異なる職員の人的資源活用に焦点をあてて－

平成23年5月20日

２０１１－２５ 治療効果が得られにくくなった再発・転移がん患者への看護師のかかわり 平成23年5月27日

２０１１－２６ 脳卒中リハビリテーション看護のベストプラクティスを多職種共働で構築するプロセス 平成23年6月10日

２０１１－２７ 病棟師長が臨地実習の受け入れに対して抱く思い 平成23年5月20日

２０１１－２８ 急性白血病に罹患した患者の初回入院の体験 平成23年5月20日

２０１１－２９ 心不全患者の終末期に対する看護師の認識とかかわり 平成23年5月20日

２０１１－３０ 精神看護学実習における学生の感情知性に向けた指導モデルの開発 平成23年5月20日

２０１１－３１ 介護福祉士の就労経験をもつ看護学生の学習体験
平成23年5月20日

タイトル変更再承認
→平成24年3月7日

２０１１－３２
４大卒社会人学生が抱く看護専門学校入学後の学生生活に対する思い～一
般大学と看護専門学校との違いに焦点を当てて～

平成23年6月6日
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２０１１－３３
日本赤十字看護職の国際活動の継続に影響するコンピテンシーとその他の
特性－フィリピン保健医療支援事業派遣者へのインタビューを通して－

平成23年6月22日

２０１１－３４ アメリカ合衆国における日本人女性の妊娠・出産・育児の体験 平成23年6月6日

２０１１－３５ 看護学生の実習中の腰痛予防の取り組み 平成23年6月10日

２０１１－３６
ミャンマー連邦ヤンゴン管区における完全母乳を行っていない母親が、抱く
母乳育児への思い

平成23年6月10日

２０１１－３７ 母乳育児中の母親が服薬に対して抱く思い 平成23年6月27日

２０１１－３８ 就労妊婦の身体知覚と生活調整の体験 平成23年6月10日

２０１１－３９ 助産師を希望していたが、看護師として就職することを選択した看護系大学
生の進路決定までの思いのプロセス

平成23年7月13日

２０１１－４０ 緊急母体搬送になった妊産婦に対する搬送元施設の看護者の関わり 平成23年7月13日

２０１１－４１ ダウン症の子どもの胎児期から乳児期に父親が抱く思い 平成23年7月6日

２０１１－４２ 遷延性意識障害患者に対する看護実践と関連要因の検討 平成23年6月28日

２０１１－４３
統合失調症をもち地域で生活する当事者の被災体験－東日本大震災に被
災した外来デイケアに通院する患者の語りから－

平成23年7月14日

２０１１－４４
周手術期患者の寝衣交換に関する技術演習の教授方法の検討～ロールプ
レイングによる授業効果～

平成23年6月10日

２０１１－４５ マレーシア都市におけるマレー系女性の妊娠・出産・産褥期の体験 平成23年6月22日

２０１１－４６
看護師が褒めることに対する小児患者の思い～学童期から思春期への移行
期にある子どもの体験～

平成23年7月14日

２０１１－４７
精神的・社会的な問題を抱える若年妊婦との関わりのなかで看護者が抱く困
難感とその対処

平成23年7月14日

２０１１－４８ 女子看護大学生の出産の痛みに対する捉え方 平成23年8月8日

２０１１－４９ 赤十字における看護論の構築と看護学教育への適用に関する研究 平成23年7月29日
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２０１１－５０ 看護学生の子宮頸がんに対する認識と受診行動の実態 平成23年7月22日

２０１１－５１ 両親と赤ちゃんに提供する死産ケアに対する助産師の想い 平成23年7月14日

２０１１－５２ 高齢パーキンソン関連疾患患者を長期間支える家族のライフヒストリー 平成23年8月8日

２０１１－５３ 新卒看護師に対する支援の内容とその方法に関する基礎的研究 平成23年7月14日

２０１１－５４
複数の機能障害をあわせもつ脳血管障害患者の身体経験～発症直後から
回復期前までに焦点をあてて～

平成23年8月1日

２０１１－５５ 助産外来を担う助産師の困難への対応 平成23年7月26日

２０１１－５６ A看護大学学生の居眠りの実態 平成23年7月26日

２０１１－５７ 精神看護学実習における学生の感情知識の育成に向けた指導モデルの開発 平成23年7月22日

２０１１－５８ 夫立ち会い分娩における夫に対する助産師の認識と関連する要因 平成23年7月14日

２０１１－５９ 看護学生の実習中の食生活の実態 平成23年7月14日

２０１１－６０
災害時における要援護者トリアージの開発～東日本大災害における看護職・
介護職の要援護者への対応の実態～

平成23年8月1日

２０１１－６１ 看護学実習における教員の問いの生成に関する研究 平成23年7月14日

２０１１－６２ 老年看護学実習においてタクティールケア的タッチが学生におよぼす影響 平成23年7月29日

２０１１－６３
震災後に子どもと家族が受診する関東圏内にある２４時間診療施設における
一次医療施設の現状

平成23年7月22日

２０１１－６４ 乳幼児に行うプレパレーションがもたらすこと 平成23年8月4日

２０１１－６５ 親への移行期におけるカップル関係の維持を支援する看護介入 平成23年9月15日

２０１１－６６
保健師実践能力獲得のための公衆衛生看護学プログラム構築にむけた研
究～１年制保健師教育における実習・演習内容と卒後実践への効果に関す
る分析～

平成23年9月15日
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２０１１－６７ 習慣流産と診断された女性が治療方法を選択するという体験 平成23年9月15日

２０１１－６８ 助産師が行う授乳支援の様相 平成23年9月15日

２０１１－６９
クリティカルな場面に直面した看護師の体験－集中治療室で働く看護師に焦
点をあてて－

平成23年9月15日

２０１１－７０ 経口化学療法を受ける再発、転移性乳がん患者の療養体験 平成23年9月15日

２０１１－７１ 看護師にとってのデスカンファレンスがもたらす体験について 平成23年10月28日

２０１１－７２ 女子大学生のもつ母乳育児のイメージ 平成23年9月15日

２０１１－７３
都市部高齢者の主観的健康感と生きがい関連要因研究
～町田市高齢者における再現性と効果に関する分析～

平成23年10月31日

２０１１－７４ 東日本大震災における被災地域の看護職者による看護実践 平成23年10月31日

２０１１－７５ 日本赤十字社において国際救援活動に従事する人材育成に関する研究 平成23年12月8日

２０１１－７７
地域住民における「健康相談の場」の利用ニーズおよび活用状況に関する実
態調査

平成23年11月29日

２０１１－７８ シューグレン症候群患者の療養生活と健康関連QOLに関する実態調査 平成23年12月12日

２０１１－８０
慢性病をもつ人のセルフケア能力を高める看護支援プログラムの検討－看
護支援プログラム案の洗練－

平成23年12月20日

２０１１－８１
災害時における疾患や障害をもつ人々への援助－東日本大震災に焦点をあ
てて－

平成23年12月12日

２０１１－８２ 災害における援助者の二次的PTSDへの予防教育に関する研究 平成24年1月13日

２０１１－８３ 配偶者を看取った高齢男性介護者の非嘆 平成24年1月27日

２０１１－８４ 東日本大震災における被災高齢者の身体機能の維持・向上に関する研究 平成24年1月23日

２０１１－８５ ２型糖尿病をもつ人の療養行動に対する思い 平成24年1月27日
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２０１１－８６ 肝臓・消化器疾患をもつ学童・思春期の子どもへの看護師のかかわり 平成24年2月20日

２０１１－８７
集中治療室で働く看護師の臨床判断に対する思い－困難な場面と手ごたえ
を感じた場面に焦点をあてて－

平成24年2月9日

２０１１－８８
日帰り入院で食物負担検査を受ける食物アレルギーを持つ幼児と家族への
看護師のかかわり

平成24年2月22日

２０１１－８９ 脳卒中により食に関する行為に困難を感じている人の体験 平成24年2月23日

２０１１－９０ 急性期化する精神科病院に入院中の患者にとっての転棟・転院の意味 平成24年2月9日

２０１１－９１
終末期がん患者の日常生活を支えるケアにおける緩和ケア病棟看護師の看
護実践

平成24年2月22日

２０１１－９２ 言語獲得前の疾患を持つ子どもの「泣き」の変化と看護ケアの様相 平成24年2月23日

２０１１－９４
「クリティカルケア領域の看護師が抱くAIDS看護に対する感情と関連要因」を
調べるための質問紙の作成

平成24年2月21日

２０１１－９５
保健師実践能力獲得のための公衆衛生看護学プログラム構築にむけた研
究～１年制保健師教育における実習・演習内容と卒後実践への効果に関す
る分析～

平成24年2月29日

２０１１－９６
臨地実習適正化のための看護系大学共用試験（CBT）の実用化と教育カリ
キュラムへの導入

平成24年2月20日

２０１１－９７ 骨転移を抱えながら生活する乳がん患者の体験 平成24年3月9日

２０１１－９８ 精神科長期入院患者の入院体験と思い 平成24年3月9日

6 ページ


