
2020年度　医学系研究倫理審査委員会　審査一覧

承認番号 申請者所属 申請者氏名 研究テーマ 審査結果 審査方法 申請日 承認日

1 20医-001 保健医療学部 理学療法学科 安心院　朗子
軟骨無(低)形成症患者(児)の骨延長治療における身体的・心
理的変化と主介護者にもたらす心理的影響

承認 本審査 2020/2/27 2020/6/4

2 20医-003 保健医療学部 作業療法学科 會田　玉美 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業の効果 承認 迅速審査 2020/4/20 2020/6/18

3 20医-004 保健医療学部 作業療法学科 花房　謙一
市中肺炎患者の自宅復帰率を向上させるリハビリテーションプ
ログラムの検討

承認 本審査 2020/4/14 2020/7/2

4 20医-005 保健医療学部 作業療法学科 小林　幸治
ビデオリフレクションを用いた臨床技能習得度評価方法の開発
―臨床実習前のＯＳＣＥにおける学生の気づき内容を知る―

承認 本審査 2020/4/17 2020/10/1

5 20医-006 保健医療学部 言語聴覚学科 伏木　宏彰 携帯型眼球運動観察用ルーペの有効性の検討 承認 本審査 2020/4/15 2020/7/2

6 20医-007 保健医療学部 言語聴覚学科 伏木　宏彰
眼球運動を手掛かりとしためまい疾患診断支援システムの開
発

承認 本審査 2020/4/15 2020/7/2

7 20医-009 保健医療学部 言語聴覚学科 角田　玲子
新型コロナウイルス感染対策による生活変化がめまいの自覚
症状に及ぼす影響の調査

承認 本審査 2020/4/20 2020/7/9

8 20医-010 保健医療学部 言語聴覚学科 角田　玲子
新型コロナウイルス感染対策による生活変化がめまいの自覚
症状に及ぼす影響の調査(アンケート方式)

承認 迅速審査 2020/4/20 2020/6/12

9 20医-011 保健医療学部 言語聴覚学科 後藤　多可志
ユニバーサルデザインデジタル教科書体が発達性読み書き障
害児の音読の正確性と流暢性に与える影響

承認 本審査 2020/4/20 2020/7/2

10 20医-012 保健医療学部 言語聴覚学科 坂崎　弘幸
テレコミュニケーションを用いた吃音への遠隔セラピーの効果
に関する研究

承認 本審査 2020/4/20 2020/7/9

11 20医-013 人間学部 心理カウンセリング学科 庄司　正実 入所非行児の薬物乱用実態および薬物乱用への態度 承認 本審査 2020/6/1 2020/9/10

12 20医-015 保健医療学部 作業療法学科 重村　淳
福島第一・第二原子力発電所職員のメンタルヘルス対策に関
する研究の追加解析

承認 迅速審査 2020/6/22 2020/7/22

13 20医-016 保健医療学部 言語聴覚学科 角田　玲子
【新しい生活様式】がめまいの自覚症状に及ぼす影響の調査
(アンケート)

承認 迅速審査 2020/6/22 2020/8/6

14 20医-017 保健医療学部 言語聴覚学科 角田　玲子
慢性めまい患者の治療に認知行動療法を取り入れた支援の効
果についての検討

承認 本審査 2020/6/22 2020/9/10 　

15 20医-018 保健医療学部 言語聴覚学科 後藤　多可志

知的障害特別支援学校と外部専門家の連携に関するアンケー
ト調査
―知的障害特別支援学校教員は外部専門家の言語聴覚士に
何を望んでいるのか―

承認 迅速審査 2020/6/19 2020/7/22

16 20医-019 保健医療学部 言語聴覚学科 池田　泰子
吃音が改善した患者およびその保護者の語りを吃音児の早期
改善に活用するPDCA環境調整プログラムの開発

承認 迅速審査 2020/6/22 2020/9/24

17 20医-020 看護学部 看護学科 永井　智子 乳幼児を連れ転居した母親の経験と思い 承認 本審査 2020/6/4 2020/9/10

18 20医-021 保健医療学部 作業療法学科 會田　玉美
回復期リハビリテーション病棟入院患者に対する作業療法の効
果：後ろ向きコホート研究

承認 本審査 2020/8/21 2020/10/23

19 20医-022 保健医療学部 作業療法学科 廣瀬　里穂
新人作業療法士が考える作業療法の専門性と指導者からみた
新人作業療法士のキャリア形成

承認 迅速審査 2020/8/6 2020/10/15



承認番号 申請者所属 申請者氏名 研究テーマ 審査結果 審査方法 申請日 承認日

20 20医-023 保健医療学部 言語聴覚学科 坂崎　弘幸
テレコミュニケーションを用いたリッカプログラムに対する保護
者の評価に関する研究

承認 迅速審査 2020/8/24 2020/10/23

21 20医-024 看護学部 看護学科 吉田　令子
ICTを活用したコミュニケーション能力と臨床判断能力の向上を
目指した在宅看護学実習の実践

承認 迅速審査 2020/8/24 2020/11/12

22 20医-025 看護学部 看護学科 永井　智子
保健師基礎教育におけるICTを活用した実習内容と教育効果
の検討

承認 迅速審査 2020/8/18 2020/10/23

23 20医-026 保健医療学部 理学療法学科 万行　里佳
「中高年の外来2型糖尿病患者を対象とした遠隔による運動療
法指導の試行」

承認 本審査 2020/10/20 2020/12/23

24 20医-027 看護学部 看護学科 畠山　玲子 医療ケア児の支援における学校職員が感じる困難感 承認 本審査 2020/10/19 2021/1/13

25 20医-028 短期大学部 歯科衛生学科 天羽　崇
短期大学部学生の生活習慣とう蝕関連細菌および歯周病原細
菌との関連性について

承認 本審査 2020/10/18 2021/1/14

26 20医-029 保健医療学部 言語聴覚学科 春原　則子
言語聴覚学科学生の会話能力向上プログラム(向上に必要な
要素の抽出と段階的アプローチ)

承認 本審査 2020/12/21 2021/3/11

27 20医-030 保健医療学部 言語聴覚学科 内山　千鶴子 言語聴覚学科学生の会話能力向上プログラムの効果の検討 承認 本審査 2020/12/18 2021/2/25

28 20医-031 保健医療学部 言語聴覚学科 伏木　宏彰
前庭刺激と視刺激を組み合わせた中枢平衡障害検査の汎用
化の試み(その3)　―前庭誘発眼振と視運動の相互作用―

承認 本審査 2020/12/19 2021/3/11

29 20医-032 保健医療学部 言語聴覚学科 池田　泰子
国リハ式〈S-S法〉言語発達遅滞検査改定のための幼児言語
発達調査

承認 本審査 2020/12/21 2021/3/29

30 20医-033 短期大学部 歯科衛生学科 田口　ななこ 就業している知的障害者の口腔保健　―教育的介入の試み― 承認 本審査 2020/12/18 2021/3/17

31 20医研-001 大学院 リハビリテーション学研究科 石原　隆史
随意的咳嗽による自己喀痰の可否を予測する指標の検討
―cough peak fｌowとの関連―

承認 本審査 2020/3/2 2020/6/4

32 20医研-002 大学院 リハビリテーション学研究科 唐澤　健太 失語症を対象とする音韻機能検査法の開発 承認 本審査 2020/2/26 2020/6/4

33 20医研-003 大学院 リハビリテーション学研究科 佐渡　雪枝
吃音時に対する流用性形成法適用の検討
―親の発話モデルの速度を中心に―

承認 本審査 2020/2/26 2020/6/4

34 20医研-004 大学院 看護学研究科 澁澤　盛子
看護師長の院外異動と看護管理実践力およびストレスとの関
連

承認 迅速審査 2020/4/14 2020/6/18

35 20医研-005 大学院 看護学研究科 藤原　愛 災害看護に必要な能力に関連する自衛隊看護師の特性 承認 迅速審査 2020/4/16 2020/6/18

36 20医研-006 大学院 看護学研究科 土井　雅恵
急性期病棟看護師における認知症高齢者への看護の実践に
影響する要因

承認 迅速審査 2020/6/19 2020/8/18

37 20医研-007 大学院 リハビリテーション学研究科 照井　林陽 産業精神保健における精神科作業療法の役割の探索的研究 承認 迅速審査 2020/12/18 2021/2/25

38 20医研-008 大学院 リハビリテーション学研究科 鍛治　宏宣
回復期リハビリテーション病棟退院患者の外出頻度に影響を
及ぼす因子について

承認 本審査 2020/12/13 2021/3/17

39 20医研-009 大学院 リハビリテーション学研究科 小島　弘行
介護ボランティア活動に参加する後期高齢者が作業適応に至
るまでのプロセス ―参加者へのインタビューから―

承認 本審査 2020/12/14 2021/3/17
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