
平成24年度研究倫理審査承認一覧

承認番号 研究テーマ 承認日

２０１２－１
回復期リハビリテーション病棟における看護師の意識とケアの変化－アク
ションリサーチを通して－

平成24年4月27日

２０１２－２ 性教育を行う女性中学校教員が性教育の授業において助産師に求める役割 平成24年5月8日

２０１２－３
急性期病棟において慢性閉塞性肺疾患のグッドプラクティスを多職種協働で
構築するプロセス

平成24年4月23日

２０１２－４
母性看護学臨地実習において指導助産師が行う男子看護学生への指導工
夫

平成24年5月16日

２０１２－５ A市における市民の終末期療養場所の選択における認識とその要因 平成24年5月10日

２０１２－６ 予定帝王切開術に立ち会う夫の体験 平成24年5月11日

２０１２－７ 自然卒乳に至る児の反応と母性の解釈 平成24年5月16日

２０１２－８ ジェネラリストとして在る、キャリア中期看護師の物語としてのキャリア 平成24年5月29日

２０１２－９
集中治療室で働く看護師が臨床判断を通して体験すること－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5月31日

２０１２－１０ 看護師長ではない看護職医療安全推進者の役割遂行のあり様 平成24年5月17日

２０１２－１１ 急性期病院の病床管理における病棟看護師長の意思決定 平成24年5月17日

２０１２－１２ 看護師が時間外手当を申請する際の判断 平成24年6月4日

２０１２－１３
被災者高齢者の脆弱性と対処戦略の検討－東日本大震災後、仮設住宅に
おける被災高齢者に焦点を当てて－

平成24年5月29日

２０１２－１４ 産後２～３ヶ月の母親が授乳時のポジショニングを見出す体験 平成24年5月29日

２０１２－１５ 在日外国人妊産褥婦に対する助産師の海外助産活動経験の活用 平成24年5月28日
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 ２０１２－１６
20代女性の出産イメージの形成過程－少子社会における日本型出産環境
の創出に向けて

平成24年5月17日

２０１２－１７
月経周期異常を抱える18～20歳代前半の女性が産婦人科を受診するきっか
け

平成24年7月11日

２０１２－１８
看護専門学校に勤務する、教員経験６年～１０年目の看護教員の教師会議
に対する思いの変化

平成24年5月17日

２０１２－１９
災害時における要援護者トリアージの開発－東日本大震災における要援護
者への対応の実態をふまえ－

平成24年6月6日

２０１２－２０ 中高年女性看護師の看護実践のあり様 平成24年5月17日

２０１２－２１ 妻の妊娠における父親の胎児および新生児への認識と行動 平成24年7月3日

２０１２－２２ 実習カンファレンスにおける教員のかかわり 平成24年6月4日

２０１２－２３
看護系大学院修士課程修了後、看護専門学校から看護系大学へ移動した
看護教員の思い

平成24年5月17日

２０１２－２４
准看護師教育の現状に対して准看護師養成所の教務主任が抱いている思
い

平成24年5月31日

２０１２－２５
急性期病院における看護師と看護補助者の協働の実態－直接ケアの提供
に焦点を当てて－

平成24年6月6日

２０１２－２６
社会人経験を持つ新卒看護師に対する看護師長のマネジメント－人的資源
活用の視点から－

平成24年5月29日

２０１２－２７ 娘のヒトパピローマウィルスワクチン接種に対する母親の思い 平成24年5月17日

２０１２－２８
被災者のニーズに即した支援看護職のかかわり方の検討－東日本大震災
後、仮設住宅における被災者と看護職とのかかわりの場面を通して－

平成24年6月8日

２０１２－２９
地震発生時における看護職者の行動－院内で実施されている防災訓練との
関係性に焦点を当てて－

平成24年6月6日

２０１２－３０
生殖補助医療によって双胎妊娠した女性が母親となっていくプロセス－不妊
治療期から出産後６ヶ月頃までに焦点をあてて－

平成24年5月23日

２０１２－３１
病棟ホールでの患者たちの関わりの様相－精神科慢性期病棟における参加
視察より－

平成24年6月11日

２０１２－３２ 配偶者を看取った高齢男性介護者の体験 平成24年6月4日
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２０１２－３３ 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24年5月29日

２０１２－３４
透析施設における終末期看護に関するアクション・リサーチ～透析患者の死
について語り合うピア・サポート～

平成24年5月17日

２０１２－３５
急性白血病に罹患した患者が化学療法を受けているときの動くということの
体験

平成24年5月31日

２０１２－３６ 精神科病院における「難しい患者たち」のピアグループに関する実践的研究 平成24年6月13日

２０１２－３７ 分娩介助例数に応じた学生の学習状況に対する教員の判断と学習支援 平成24年6月7日

２０１２－３８
看護系大学４年生の奨学金受給の有無による看護師として働くための就職
先を決める要因の違い

平成24年6月14日

２０１２－３９
広域避難透析を経験した血液透析者の思いと看護師の思い
～東日本大震災の場合～

平成24年7月5日

２０１２－４０
クリティカルケア領域の看護師が抱くエイズ看護に対する感情とそれに関連
する要因の検討

平成24年6月14日

２０１２－４１
「介護疲れ」をきっかけにストレスケア病棟に入院した高齢女性患者たちの体
験－家族介護をめぐる患者の語りより－

平成24年6月22日

２０１２－４２ 近世産育習俗に関する基礎的－考察 平成24年7月10日

２０１２－４３ 看護学生の歯科保健行動と口腔ケア理解度との関連 平成24年8月10日

２０１２－４４ 立ち会い出産をめぐる助産院の助産師による夫への関わり 平成24年6月29日

２０１２－４５ 20代病院勤務助産師の性役割観 平成24年6月14日

２０１２－４６
都内Ａ病院における助産師が行うバースレビューの実態調査
実施の有無・実施方法・認識について

平成24年7月3日

２０１２－４７ 緊急帝王切開となった女性の心理面に配慮した熟練助産師の関わり 平成24年7月4日

２０１２－４８ 看護学生を対象とした揺動緩解運動の効果における介入研究 平成24年7月9日

２０１２－４９ 経腟分娩に立ち会った夫の関わりに対する産婦の満足感 平成24年8月2日
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２０１２－５０
NICUに入院した児を持つ母親の初回入室時とその後の感情の変化～母親
が感じたNICUの環境に焦点をあてて～

平成24年8月30日

２０１２－５１ NICU・GCUに勤務する新人看護師の１年間の体験 平成24年8月3日

２０１２－５２ 新人看護職員研修制度開始後の評価に関する研究 平成24年7月12日

２０１２－５３
わが国の母子保健行政の歴史－各時代における重要施策の形成過程と成
果に焦点をあてて－

平成24年7月20日

２０１２－５４ 被災地へ派遣された助産師の派遣前後における防災・減災意識の変化 平成24年7月26日

２０１２－５５
濃度の異なるクロルヘキシジングルコン酸塩含有の擦式手指消毒剤を用い
たウォーターレス法による消毒持続効果の比較

平成24年7月12日

２０１２－５６ 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8月3日

２０１２－５８ 病院から介護老人保健施設移行前の高齢者の施設入所に対する認識 平成24年8月10日

２０１２－５９ 開業助産師が捉える妊婦に“触れるケア”とその意味 平成24年7月12日

２０１２－６０ 卒後３年目の男性看護師が考えるキャリアデザイン 平成24年7月12日

２０１２－６１
新卒で救急病棟に就職した看護師が勤務する上で抱いている思いと基礎看
護教育で学んでおきたかったと思う内容

平成24年8月7日

２０１２－６２ 積極的治療を終了し在宅での療養に移行したがん患者の体験 平成24年7月31日

２０１２－６３
看護大学生が必修で保健師教育を受けることでの学びと看護の視点の広が
り

平成24年7月12日

２０１２－６４
妊産褥婦に対する助産所勤務助産師からのネガティブサポート－助産師の
認識に焦点をあてて－

平成24年7月12日

２０１２－６５
災害教育・訓練を受けていたNICUに所属する看護職の地震発生時における
行動

平成24年8月21日

２０１２－６６ 死産後に生児を出産した母親の死産児への思い 平成24年7月12日

２０１２－６７
看護学生の学生生活におけるソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）
活用の体験

平成24年7月12日
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 ２０１２－６８
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
護支援プログラムの展開と効果の検討－

平成24年7月12日

２０１２－６９
米国と日本で勤務経験のある日本人看護師のジレンマ－急性期における高
齢者の事前意思表示に焦点を当てて－

平成24年8月21日

２０１２－７０ ジェネラリストとして在る、キャリア中期看護師の物語としてのキャリア 平成24年9月13日

２０１２－７１
クリティカルな場面に直面した看護師の体験－一般病棟で働く看護師に焦点
をあてて－

平成24年9月13日

２０１２－７２
在宅医療における急変時及び２４時間体制構築に向けた課題抽出のための
研究

平成24年9月13日

２０１２－７３
授乳支援をおこなう助産師の経験－授乳支援が抱える矛盾に焦点を当てて
－

平成24年9月27日

２０１２－７４ 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24年10月18日

２０１２－７５
糖尿病患者におけるこむら返りの苦痛緩和への試み－外来における足関節
運動の指導の効果－

平成24年10月2日

２０１２－７６ 看護学実習指導における大学教員の「問いかけ」の様相 平成24年9月13日

２０１２－７７
慢性期の仮設住宅で支援活動と共に行う装飾の意味について
～四季の変遷に合わせた集会所の飾り付けをして

平成24年10月19日

２０１２－７８
都市部男性高齢者の健康感を支えるものについて
～９０歳の語りに焦点を当てて～

平成24年11月7日

２０１２－７９ 病棟看護師による慢性心不全患者の退院支援の実態とその要因 平成24年11月8日

２０１２－８０
在宅医療における急変時及び２４時間体制構築に向けた課題抽出のための
研究がん患者のターミナルケア促進／阻害要因に関する訪問看護ステー
ションを対象とした全国アンケート調査

平成24年11月15日

２０１２－８１
被災地災害拠点病院における勤務助産師・派遣助産師の妊産婦支援の実
態

平成24年11月8日

２０１２－８２
「看護師が捉える慢性心不全患者の末期医療における現状と課題」を調査す
る質問紙作成

平成24年11月20日

２０１２－８３ 新生児がリードする授乳支援のためのスタッフ教育プログラム試案の評価 平成24年11月26日

２０１２－８４ 在宅で認知障害を抱えて生活する高齢者の体験 平成24年11月17日
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承認番号 研究テーマ 承認日

２０１２－８５
より早期の慢性閉塞性肺疾患患者に適した看護アプローチモデルの開発
－Phase1：看護実践の現状分析－

平成24年11月8日

２０１２－８６
被災者高齢者の脆弱性と対処戦略の検討－東日本大震災後、仮設住宅に
おける被災高齢者に焦点を当てて－

平成24年11月8日

２０１２－８７ 親への移行期における夫婦間葛藤への対処を支援するプログラムの効果 平成24年11月26日

２０１２－８８ 訪問看護事業所の基盤強化に関する調査研究事業 平成24年11月8日

２０１２－８９
アジア圏の看護系大学における災害・災害看護の教授内容と方法に関する
現状と課題－質問紙による実態調査－

平成25年1月16日

２０１２－９０ クリティカルケア看護師の意思の疎通が困難な患者に対する関わり 平成24年12月13日

２０１２－９１ 認知症独居高齢者が在宅生活を継続するための支援 平成24年12月21日

２０１２－９２ 世話をする患者・指導をする患者の様相 平成24年12月13日

２０１２－９３
新人看護職員制度開始後の評価に関する研究
第２段階質問紙調査

平成24年12月13日

２０１２－９４
腎不全医療現場での看護師の経験と個別化医療を目指す上での人文知の
必要性についての研究

平成24年12月17日

２０１２－９５ 精神科病院の多床室における患者たちのかかわりの様相 平成25年1月25日

２０１２－９６ 生活困窮者の参加型コミュニティ開発に関する実証・実践研究 平成25年2月4日

２０１２－９７ 若年性認知症者の相互行為における構造と秩序 平成25年2月14日

２０１２－９８
“分娩環境のアフォーダンス”の概算導出－知覚・行為の主体としての産婦を
より深く理解する視点として－

平成25年1月17日

２０１２－９９
児童精神科病棟のホールにおける発達障害の学童に対する看護師のかか
わり

平成25年2月22日

２０１２－１００ 精神科病院に長期入院する高齢女性たちの語り 平成25年3月5日

２０１２－１０１ 経済連携協定に基づく外国人看護師の看護実践の実態 平成25年4月9日
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承認番号 研究テーマ 承認日

２０１２－１０２ いわき市浪江町町民の健康状態と支援ニーズに関する調査 平成25年5月8日

２０１２－１０３ 外来治療を受けながら生活する転移のある高齢前立腺がん患者の体験 平成25年4月2日

２０１２－１０４ 入院している学童期の子どもへの院内学級通級に関する看護師のかかわり 平成25年3月15日

２０１２－１０５ 非がん高齢者の在宅緩和ケアの現状 平成25年4月15日

２０１２－１０６ 進行非小細胞肺がん患者の治療継続に関する体験 平成25年3月15日

２０１２－１０９
実習期間中に受け持ち患者が亡くなる体験をした看護学生に対する臨地実
習指導者のかかわり

平成25年3月15日
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