平成26年度倫理審査申請書提出一覧
開催日 番 号 申
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課

題

名

備
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Duchenne型筋ジストロフィーに対する当

7月16日

14-1

太樂 幸貴

作業療法士 院の作業療法診療の特徴と診療拡大に

平成26年11月16日

向けて

7月16日

高次脳機能の影響に着目した脳卒
14-2 大和田 広樹 理学療法士 中片麻痺患者の歩行自立に関わる 平成27年3月31日
因子の検討

7月16日

14-3 桒田 加奈子 外来看護師

7月16日

14-4 石川 英里奈 6階病棟看護師

7月16日

14-5

在宅酸素療法の現状と課題
～アセスメントシートの作成～

平成27年3月31日

結核患者の内服自己管理アセスメント
平成27年3月31日
シートの作成
～統一した基準で評価するために～
筋ジストロフィー病棟に勤務する看護

酒井 雄太

2階南病棟看護師 師・療養介助員のストレス要因を調査す 平成27年3月31日

る

7月16日

14-6

吉川 紀子

2階北病棟看護師

SEIQoL-DWを用いた筋ジストロフィー病
平成27年3月31日
棟におけるQoLの実態調査
平成28年3月31日

7月16日 14-7-1 尾方 克久

9月4日

遅発型ポンペ病患者ハイリスクスクリー
臨床研究部長
ニング調査研究
（研究期間等変更）

14-8

尾方 克久 臨床研究部長

14-9

鈴庄 仁美

遅発型SPR抗体関連ミオパチーの頻度
平成29年3月31日
および臨床像の解明

（臨時）
9月4日

2階南病棟看護師

テアの実態調査

平成26年11月30日

（臨時）
9月17日 14-10 宮本 なつき 作業療法士

回復期リハビリテーション病棟におけるト
平成27年3月15日
イレ動作申し送りシートの検証、改訂

家族への吸引・経管栄養の技術指導の
平成27年3月31日
9月17日 14-11 川島 真由美 1階病棟看護師
検討

9月17日 14-12 福嶋 美乃里 1階病棟看護師

9月17日 14-13

永山 麗子

2階北病棟看護師

当院看護師の職務満足度調査

平成27年3月31日

筋ジストロフィー病棟における介助者の
平成27年12月31日
身体的負担の調査
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武井 紀子

2階南病棟副看護師長

松本 郁美

感染対策における手指衛生を浸透させ
るアプローチ方法 ～実態調査のフィー
3階北病棟看護師
平成27年3月31日
ドバックがもたらす行動の変容を評価す
る～

実践知としての看護 看護師の語りから 平成27年3月31日

10月15日（臨時）

重症心身障害児（者）の摂食訓練ファイ
平成27年3月31日
ルの活用に関する意識調査

9月17日 14-16 三浦 栄美子
（欠席）

3階北病棟看護師

9月17日 14-17

4階病棟看護師長 る看護師の食事援助における配膳認識 平成27年3月31日

回復期リハビリテーション病棟に勤務す

菅谷 恵美

および配膳行動に関連する要因

9月17日 14-18

看護記録の電子化による効果と業務変
平成27年3月31日
鈴木 亜季 4階病棟看護師
化

9月17日 14-19

自宅退院した脳血管疾患患者家族への退
院支援チェックリストの有効性
4階病棟看護師 ～退院支援チェックリストを用いた患者の家 平成27年3月31日
族と看護師のアンケート調査から～

陸 宏吉

糖尿病を既往にもつ入院中の脳血管障

9月17日 14-20

岡本 宇美 4階病棟看護師 害患者の自己管理を促進及び阻害する 平成27年3月31日
要因
高齢者の転倒・転落リスク患者に対する

9月17日 14-21

吉澤 有香 6階病棟看護師 転倒・転落アセスメントシート活用につ 平成27年3月31日
いて看護師の意識調査

9月17日 14-22

10月15日

土屋 彩夏 6階病棟看護師

NANDA-I看護診断の評価の継続に向
平成27年3月31日
けて
Duchenne1型筋ジストロフィー脳組織に

14-23

尾方 克久 臨床研究部長 おけるシナプス関連分子についての研 平成30年3月31日
究

（臨時）
11月19日 14-24

門間 一成

神経・筋・運動器研究室長

ジストロフィン異常症家系例の臨床像に
平成29年6月30日
関する研究

11月19日 14-25

鈴木 未来

2階南病棟看護師

長期療養患者の自立支援での振り返り
平成27年3月31日
～退院支援をとおして～

気管切開という意思決定を検討する患
者への看護師のサポートについて ～
11月19日 14-26 山口 寿美子 2階南病棟看護師 気管切開という意思決定をした患者から 平成27年3月31日
学ぶこと～

11月19日 14-27

金井 正樹

3階南病棟看護師

重症心身障害児（者）と病棟スタッフ間
平成27年3月31日
のコミュニケーション方法の意識調査
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インフルエンザ流行時の感染予防に対

11月19日 14-28

小林 那伊

3階北病棟看護師 する意識・知識の確認 ～個人防護具 平成27年3月31日

の使用状況の把握を通して～

11月19日
(保留)
9月17日

3階北病棟看護師

5つのタイミングに関する手指消毒の実
平成27年3月31日
践状況

11月19日 14-29 仁井田 あゆみ5階病棟看護師

呼吸器外科手術看護手順の活用状況
平成27年3月31日
調査

14-15-2

松本 郁美

11月19日 14-30

紙オムツ使用による皮膚障害の予防ケ
平成27年3月31日
松嶋 優紀 5階病棟看護師
アについての看護師の意識調査

1月21日 14-31

猪川 祐子 神経内科医師 過：発育・発達，栄養管理，呼吸管理， 平成29年3月31日

福山型先天性筋ジストロフィーの臨床経
合併症，生命予後，死因

1月21日 14-32

宮脇 統子 神経内科医師

筋萎縮性側索硬化症の初診時主訴に
平成27年12月31日
関する後方視的観察研究

1月21日 14-33

徳岡 秀紀 神経内科医師

筋強直性ジストロフィー患者の聴力に関
平成27年12月31日
する観察研究

1月21日 14-34

倉持 由美

2階北病棟副看護師長

筋ジストロフィー患者が平穏な死を迎え
平成29年3月31日
るためのケアモデルの開発

1月21日 14-35

鈴庄 仁美

2階南病棟副看護師長

筋ジストロフィー患者の気管切開に伴う
平成27年12月31日
皮膚トラブルの現状調査

1月21日 14-36

池田 敦子 感染対策係長 の角化型疥癬患者からの集団感染への 平成28年3月31日

慢性期病棟（神経内科）に入院した1名
対応

1月21日 14-37

1月21日 14-38

2月18日

14-39

尾方 克久 臨床研究部長

尾方 克久

肢帯型筋ジストロフィーの臨床病型と画
平成29年8月31日
像所見に関する研究

神経筋疾患（筋強直性ジストロフィーお
よび関連疾患）の患者情報登録システ
平成30年12月31日
臨床研究部長
ムの構築及び効率的な運用に関する研
究

尾方 克久 臨床研究部長

埼玉県におけるスモンの現状に関する
平成29年4月30日
調査研究

外山 哲也

在宅ターミナルケアにおける療養室設
平成28年3月31日
定過程の探索

（臨時）
3月18日 14-40

内科医師
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児童指導員

進行性筋ジストロフィー患者の日常生活
平成29年3月31日
満足度：移動能力に着目した検討

3月18日 14-42 大和田 広樹 理学療法士

回復期病棟と地域を繋ぐケアカンファレ
平成28年3月31日
ンスの意義

3月18日 14-41

齋藤 千尋

座位でのAbdominal Drawing-in

3月18日 14-43 春山 幸志郎 理学療法士 Maneuverと骨盤後傾運動の併用効果： 平成28年9月30日
超音波イメージングを用いた検討

