
承認された研究 (人文・社会科学系)   ※研究継続中のもの 

 

令和４年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

258 幼児教育学科 新型コロナウイルスの流行が幼児の体力及び生活習慣に及ぼす影響 

262 初等教育学科 障害児保育開始期における保育実践に関する研究 

－保育者のライフヒストリーをとおして－ 

263 幼児教育学科 就実大学におけるチーム学校の実現についての職種連携教育の試行と評

価 

268 教育心理学科 自伝的記憶の想起が大学生のアイデンティティに及ぼす影響と想起手がか

りによる性質の比較 

269 教育心理学科 共感覚保有者におけるオノマトペのイメージの構造とその特徴について 

271 初等教育学科 幼児の音楽的発達に着目したわらべうた遊びの実践モデルの開発 

272 

 

幼児教育学科 幼児教育におけるユニバーサルデザインを取り入れた音楽表現の実践研究 

－楽器の検討と現場での音楽表現活動の実態調査－ 

273 

 

幼児教育学科 幼児教育におけるユニバーサルデザインを取り入れた音楽表現の実践研究 

－人同士の関わりについての実践と観察の記録をもとに－ 

 

令和３年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

231 教育心理学科 情動粒度の測定方法の開発 

238 教育心理学科 ロールシャッハ法のイメージカード選択段階における解釈の観点について 

240 初等教育学科 保育実践における保育者のズレの認知と保育者効力感 

241 教育心理学科 中高年者のフレイル予防のための身体活動条件の解明 

～心疾患患者を対象とした前向き観察研究～ 

245 初等教育学科 授業形態の違いが大学生の歩数に及ぼす影響 

 

令和２年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

211 教育心理学科 公認心理師志望の学生における心理実習へのモチベーションに関する研究 

213 幼児教育学科 知的障害者アートの創作活動に対する哀境支援の現状と課題について 

222 初等教育学科 神経発達症児の注意機能の発達と文字習得に関する研究 

 

令和元年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

190 教育心理学科 短時間運動による有酸素能トレーナビリティに関する研究 

193 初等教育学科 スポーツ観戦者の熱中症早期発見の指標作成 

 

平成 30年度に承認された研究 



整理番号 所属 研究課題名 

184 幼児教育学科 幼児の血圧及び動脈硬化度 

－発育発達及び生活習慣、運動との関連性－ 

 



承認された研究 (自然科学系)    ※研究継続中のもの 

 

令和４年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

251 薬学科 セルフメディケーションにおける薬局スタッフお薬手帳活用状況調査とお薬

手帳利用意識向上に向けた患者教育の試み 

252 薬学科 薬局おける頭痛のセルフメディケーションサポートに関する調査研究 

253 薬学科 幼保連携型認定こども園における多職種協働で実施する公衆衛生活動の

推進に向けた検討 

254 薬学科 薬剤師と医療職と他の業界職との新たな協働を目指した日本ファーマシュー

ティカルコミュニケーション学会第 16回大会アンケート調査 

255 薬学科 複数診療科からの処方による薬物間相互作用の実態把握に向けた後方視

的研究 

256 薬学科 抗ウイルスコーティング導入に関するアンケート調査 

257 薬学科 薬学海外研修の学習効果の多面的な解析 

259 薬学科 個別化 eGFRの実態調査 

260 薬学科 進行再発肺腺癌におけるバイオマーカーの発現と KEYNOTE-189 併用療法

の有効性・安全性に関する多機関共同研究 

261 薬学科 2型糖尿病患者の食事運動療法における調剤薬局の取り組みと有効性評価 

265 薬学科 ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業に関わる学

習方略の立案と評価 

266 薬学科 薬局での抗がん剤副作用モニタリングにおける PRO-CTCAETM を用いた副

作用チェックシートを活用したテレフォンフォローアップの有用性の検討 

267 薬学科 岡山県吉備中央町住民を対象とした薬剤師業務のイメージ調査研究 

 

令和３年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

232 薬学科 薬学統合演習のアウトカムとカリキュラムの評価に関する研究 

233 薬学科 実務実習連携ツールの量的、質的解析と事前学習方略の検討 

234 薬学科 平成 30年 7月豪雨時の岡山県真備地区避難所における薬剤師が行う一般

用医薬品の供給管理に関する研究 

235 薬学科 整形外科術後鎮痛プロトコールの有効性と安全性に関する後方視的観察研

究 

236 薬学科 リウマチ患者におけるメトトレキサート(MTX)個別化療法の研究  

～メトトレキサートポリグルタメート(MTXPGS)の滑膜組織及び滑液、血液中

濃度と変動要因の検討～ 

237 薬学科 ループス腎炎患者でのヒドロキシクロロキンの薬物動態に関する研究 

244 薬学科 薬局における非侵襲的皮膚 AGES の測定を通した糖化ストレス憎悪因子の

探索 



247 薬学科 

 

数学文章問題を解決する過程で薬学生が困難に感じる要因の調査と支援

方法の検討 

248 薬学科 就実関連教育施設及び附属薬局で導入した抗菌シートに関するアンケート

調査 

250 薬学科 津山市におけるトレーニングレポートの活用に関する研究 

 

令和２年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

204 薬学科 臨床検査値を活用した肝代謝型薬剤の適正使用推進に向けた後方視的研

究 

206 薬学科 保険薬局におけるプレアボイド報告を活用した薬 

－薬連携推進に関する研究 

207 薬学科 ステロイドホルモンの全自動オンライン一斉分析法の開発とメタボロミクスへ

の応用 

227 薬学科 外来患者における転倒と睡眠薬服用との関連に関する研究 

228 薬学科 学校薬剤師による小学校での薬物乱用防止教室の実施とその効果 

 

令和元年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

195 薬学科 睡眠導入剤の後発医薬品の臨床効果に関するアンケート調査 

198 薬学科 災害に対する薬剤師の意識調査 

199 薬学科 糖尿病患者に対する災害時対策の意識調査 

200 薬学科 健康相談会を介した健康サポート薬局としての取組に関する研究 

 

平成 30年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

173 薬学科 胆管がん等の職業性発がんの遺伝子解析データを使用した解析 

 

平成 29年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

150 薬学科 フレイル予防に対する薬局･薬剤師の取り組みとその効果 

167 薬学科 保険薬局における疑義照会状況の調査と解析 

169 薬学科 臨床分離された薬剤耐性菌の性状分析と院内感染対策 

 

平成 28年度に承認された研究 

整理番号 所属 研究課題名 

133 薬学科 口腔粘膜細胞からのゲノム DNAの抽出 

136 薬学科 医療系薬学実習Ⅰ「血液生理」 

 



研究実施についての情報公開(オプトアウト)   ※研究継続中のもの 

 

令和４年度のオプトアウト 

整理番号 所属 研究課題名 

255 薬学科 複数診療科からの処方による薬物間相互作用の実態把握に向けた後方視

的研究 

260 薬学科 進行再発肺腺癌におけるバイオマーカーの発現と KEYNOTE-189 併用療法

の有効性・安全性に関する多機関共同研究 

 

令和３年度のオプトアウト 

整理番号 所属 研究課題名 

234 薬学科 平成 30年 7月豪雨時の岡山県真備地区避難所における薬剤師が行う一般

用医薬品の供給管理に関する研究 

235 薬学科 整形外科術後鎮痛プロトコールの有効性と安全性に関する後方視的観察研

究 

240 初等教育学科 保育実践における保育者のズレの認知と保育者効力感 

244 薬学科 薬局における非侵襲的皮膚 AGES の測定を通した糖化ストレス憎悪因子の

探索 

 

令和２年度のオプトアウト 

整理番号 所属 研究課題名 

204 薬学科 臨床検査値を活用した肝代謝型薬剤の適正使用推進に向けた後方視的研

究 

206 薬学科 保険薬局におけるプレアボイド報告を活用した薬 

－薬連携推進に関する研究 

207 薬学科 ステロイドホルモンの全自動オンライン一斉分析法の開発とメタボロミクスへ

の応用 

 

平成 29年度のオプトアウト 

整理番号 所属 研究課題名 

167 薬学科 保険薬局における疑義照会状況の調査と解析 

  

 


