
令和2年度 研究倫理審査委員会 審査結果一覧

　
受付
番号

申請者名
＜研究指導教員＞

研究課題名 判定日 判定 備考

　
20-01

社会福祉学研究科　心理臨床学専攻　修士課程
　山口蒼紫　(大学院生)
＜研究指導教員＞
心理科学部　心理科学科
　教授　柏木雄次郎

大学生の死生観と自殺観、レジリエンスとの
関連について

R2.5.27 承認 R2.4.3条件付承認

　
20-02

社会福祉学研究科　心理臨床学専攻　修士課程
　山川舞　(大学院生)
＜研究指導教員＞
心理科学部　心理科学科
　教授　粟村昭子

青年期の自己開示と愛着の関連に関する研
究

R2.5.18 承認 R2.4.3条件付承認

　
20-03

健康福祉学部　福祉栄養学科
　准教授　西村節子

若年者の食品ロスに関する意識・行動に関
する研究

R2.5.18 承認 R2.4.3条件付承認

　
20-04 非公開 非公開 R2.4.21 承認

　
20-05

心理科学部　心理科学科
　教授　山田冨美雄

禁煙支援のための禁煙自己効力感尺度の
開発

R2.5.27 承認 R2.4.21条件付承認

　
20-06

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　教授　倉澤茂樹

通級指導学級および支援学級の小学生に
対する作業療法士によるコンサルテーション
の研究

R2.5.27 承認 R2.4.30条件付承認

　
20-07 非公開 非公開 R2.6.17 承認

　
20-08

社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　橋本有理子

福祉マインドを醸成する社会福祉高等教育
の構築―社会に貢献できる人材の養成に向
けて―

R2.7.7 承認 R2.6.2条件付承認

　
20-09

健康福祉学部　福祉栄養学科
　准教授　西村節子

若年者の食品ロスに関する意識・行動に関
する研究

R2.6.17 承認

　
20-10

社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　都村尚子

認知症高齢者のスピリチュアルペインへの
アセスメントシートの開発

R2.6.17 承認

　
20-11

健康福祉学部　健康科学科
　教授　福田早苗

生活と仕事の満足度・疲労度が健康に与え
る影響の調査

R2.6.29 承認

　
20-12

健康福祉学部　福祉栄養学科
　教授　中村敏子

日本高血圧学会におけるダイバーシティ＆イ
ンクルージョン推進に関する意識調査

R2.7.3 承認

　
20-13 非公開 非公開 R2.6.30 承認

　
20-14 非公開 非公開 R2.7.7 承認 R2.6.22条件付承認

　
20-15

教育学部　教育学科
　教授　山本真紀

新学習指導要領がめざす「未来を生き抜く
力」を備えた教員養成のために―シリーズ
(1)ICT教育―

R2.6.29 承認

　
20-16

社会福祉学研究科　心理臨床学専攻　修士課程
　阪上巧　(大学院生)
＜研究指導教員＞
健康福祉学部　健康科学科
　教授　長見まき子

新型コロナウイルス禍による外出自粛中の
大学生の予防的健康行動及びストレスに影
響を与える心理的要因の検討

R2.7.3 承認

　
20-17 欠番 ― ― ― ―

　
20-18

心理科学部　心理科学科
　教授　山田冨美雄

Ⅱ型糖尿病患者のセルフケア行動を促進す
る要因の分析～重症化予防動機づけ面接
のための基礎資料取得を目的として～

R2.9.7 承認 R2.7.6条件付承認

　
20-19

健康福祉学部　健康科学科
　教授　八田武志

タッチペン版注意機能検査の標準化に関す
る研究

R2.8.3 承認

　
20-20

社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　遠藤洋二

児童養護施設等入所型児童福祉施設にお
ける児童間性暴力の類型、類型化のための
因子、背景に関する研究

R2.9.3 承認 R2.8.3条件付承認

　
20-21

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　准教授　由留木裕子

ラベンダー精油の香りが関節可動域に及ぼ
す影響

R2.9.3 承認 R2.8.3条件付承認

　
20-22

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　助教　有末伊織

足趾の力ベクトルに着目した外反母趾者に
対する新たな歩行評価システムの開発

R2.8.24 承認

　
20-23

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　教授　三谷保弘

四つ這い位ならびに立位における上下肢の
肢位が腰部筋活動に及ぼす影響

R2.9.18 承認 R2.8.24条件付承認

　
20-24

健康福祉学部　健康科学科
　教授　長見まき子

コロナ禍で抑うつになる危険因子の探索的
検討～企業従業員を対象にして～

R2.8.12 承認

　
20-25

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　教授　倉澤茂樹

通級指導学級および支援学級の小学生に
対する作業療法士によるコンサルテーション
の研究

R2.9.18 承認 R2.9.3条件付承認
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20-26 欠番 ― ― ― ―

　
20-27

心理科学部　心理科学科
　教授　島井哲志

COVID不安に対するポジティブボディイメー
ジの役割に関する調査

R2.10.1 承認 R2.9.3条件付承認

　
20-28 非公開 非公開 R2.10.1 承認

　
20-29

健康福祉学部　健康科学科
　教授　福田早苗

大学生における感染不安と感染防止行動に
関する研究

R2.10.23 承認 R2.10.1条件付承認

　
20-30

社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　遠藤洋二

兵庫県内の児童養護施設等社会的養護下
にある児童および障害児の大学等進学のた
めの効果的な民間助成財団の奨学金制度
のあり方についての研究

R2.10.23 承認 R2.10.1条件付承認

　
20-31

健康福祉学部　健康科学科
　教授　治部哲也

ジェネリックスキルテストを活用した学科カリ
キュラムの検証―学生ののびしろをどう伸ば
すかに焦点をあてて―

R2.10.23 承認

　
20-32

心理科学部　心理科学科
　教授　島井哲志

心身の健康とポジティブな心理要因に関す
る調査

R2.10.23 承認

　
20-33

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　助教　本多伸行

集団プログラムを用いた高次脳機能障害者
の「就労支援モデル」開発

R2.12.9 承認 R2.11.2条件付承認

　
20-34

社会福祉学研究科　臨床福祉学専攻　博士前期課程
　髙守裕樹　(大学院生)
＜研究指導教員＞
社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　橋本有理子

外国人介護士のスーパービジョンに関する
研究

R2.11.25 承認

　
20-35

社会福祉学研究科　臨床福祉学専攻　博士前期課程
　竹田直樹　(大学院生)
＜研究指導教員＞
社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　都村尚子

市民後見人の後見活動におけるサポート体
制についての研究―市民後見人へのインタ
ビューを通して―

R2.11.25 承認

　
20-36

健康福祉学部　健康科学科
　講師　河村諒

高齢者施設における宗教的な関わりの介護
職員からみた評価に関する研究

R2.11.25 承認

　
20-37

社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　橋本有理子

多様化する社会で福祉専門職が活躍するた
めに必要な社会福祉高等教育とは

R2.12.11 承認 R2.11.2条件付承認

　
20-38

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　助教　砂川耕作

高齢者・軽度認知障害者・認知症者の視空
間認知特性に着目した電子機器操作の介入
モデルの開発

R2.12.11 承認 R2.11.2条件付承認

　
20-39

社会福祉学研究科　臨床福祉学専攻　博士前期課程
　貴田康裕　(大学院生)
＜研究指導教員＞
社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　都村尚子

チーム医療における医療ソーシャルワーカー
の価値に関する研究～他職種が医療ソー
シャルワーカーに求めていること～

R2.11.25 承認

　
20-40

社会福祉学研究科　臨床福祉学専攻　博士前期課程
　堀口魁斗　(大学院生)
＜研究指導教員＞
社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　橋本有理子

教育支援センターの支援モデルに関する一
考察～アフターケアの意義とあり方について
～

R3.1.12 承認 R2.12.9条件付承認

　
20-41

社会福祉学部　社会福祉学科
　教授　橋本有理子

多様化する社会で福祉専門職が活躍するた
めに必要な社会福祉高等教育とは

R2.12.21 承認

　
20-42

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　教授　野村卓生

関西福祉科学大学健康スタディ（3カ年目） R3.2.1 承認 R3.1.7条件付承認

　
20-43

社会福祉学部　社会福祉学科
　助教　髙井裕二

高等専修学校で福祉を学んだ学生が福祉系
大学へ進学するプロセスに関する研究

R3.2.9 承認 R3.1.7条件付承認

　
20-44

健康福祉学部　健康科学科
　准教授　松村歌子

法制度整備に向けた面会交流に関するヒア
リング調査の研究

R3.1.18 承認

　
20-45

保健医療学部　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
　准教授　由留木裕子

水素ガス吸引が末梢血流と脳血流に及ぼす
影響について

R3.2.22 承認 R3.1.19条件付承認

　
20-46 非公開 非公開 R3.2.9 承認

　
20-47

心理科学部　心理科学科
　教授　島井哲志

COVIDワクチン接種に対するポジティブボ
ディイメージの役割の調査

R3.2.26 承認

　
20-48

健康福祉学部　福祉栄養学科
　講師　中谷梢

粳米粉ゲルの物性・嗜好性に関する研究 R3.3.8 承認 R3.2.16条件付承認

　
20-49

心理科学部　心理科学科
　教授　宇惠弘

ポジティブ心理学に基づいた愛着と愛他性
の育成に関する基礎研究

R3.3.18 承認
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20-50

関西女子短期大学　歯科衛生学科
　助教　古賀恵

歯科衛生士学生の社会人基礎力について
の調査

R3.3.23 承認
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